
番号 大分類 中分類 施設名 設置（実施）主体 経営主体（事業主体・委託先） 事業開始年月日 施設長名 郵便番号 所在地 電話番号 定員

1 老人福祉施設等 養護老人ホーム 養護老人ホーム和光園 (福)花輪ふくし会 (福)花輪ふくし会 1967-04-01 木村智子 018-5201 鹿角市花輪字案内90-1 0186-23-3824 80

2 老人福祉施設等 養護老人ホーム 大館市養護老人ホーム成章園 大館市 (福)大館市社会福祉事業団 1951-09-01 花田繁盛 018-5604 大館市軽井沢字下岱20-20 0186-52-2525 80

3 老人福祉施設等 養護老人ホーム 北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 北秋田市 (福)北秋田市社会福祉協議会 1954-10-01 高橋雅彦 018-4742 北秋田市阿仁幸屋渡字前野7-3 0186-84-2444 50

4 老人福祉施設等 養護老人ホーム 松籟荘 能代市 (福)能代市社会福祉協議会 1951-11-13 芳賀郁子 016-0851 能代市緑町9-41 0185-52-6149 70

5 老人福祉施設等 養護老人ホーム 養護老人ホームやまもと 三種・八峰養護老人ホーム組合 三種・八峰養護老人ホーム組合 1972-05-01 内藤幸悦 018-2303 山本郡三種町森岳字上台11-3 0185-83-2221 50

6 老人福祉施設等 養護老人ホーム 秋田聖徳会養護老人ホーム (福)秋田聖徳会 (福)秋田聖徳会 1948-01-09 阿部一哉 010-0925 秋田市旭南一丁目5－6 018-862-3267 100

7 老人福祉施設等 養護老人ホーム 松寿会養護老人ホーム松寿園 (福)松寿会 (福)松寿会 1963-02-01 小林雅人 010-1654 秋田市浜田字陳ケ原15－5 018-828-3618 50

8 老人福祉施設等 養護老人ホーム 松寿会養護老人ホーム松峰園 (福)松寿会 (福)松寿会 1974-01-16 齋藤政子 010-1654 秋田市浜田字陳ケ原15－8 018-828-6600 55

9 老人福祉施設等 養護老人ホーム 樹園養護老人ホーム (福)樹園 (福)樹園 1969-04-01 坂本秀岳 010-0523 男鹿市船川港女川字鵜ノ崎130－1 0185-27-2201 50

10 老人福祉施設等 養護老人ホーム 養護老人ホーム森山荘 (福)五城目やまゆり会 (福)五城目やまゆり会 1951-11-01 大石博昭 018-1723 南秋田郡五城目町上樋口字樽沢187 018-852-3263 50

11 老人福祉施設等 養護老人ホーム 本荘由利広域市町村圏組合立養護老人ホーム寿荘 本荘由利広域市町村圏組合 本荘由利広域市町村圏組合 1969-11-21 佐々木弘美 015-0885 由利本荘市水林457－4 0184-22-4645 100

12 老人福祉施設等 養護老人ホーム 養護老人ホーム角館寿楽荘 (福)仙北市社会福祉協議会 (福)仙北市社会福祉協議会 2011-04-01 千葉純子 014-0302 仙北市角館町白岩上西野87-13 0187-53-2870 75

13 老人福祉施設等 養護老人ホーム 養護老人ホーム映月荘 (福)相和会 (福)相和会 1975-06-16 萱森眞雄 013-0821 横手市上境字館133－5 0182-36-1211 50

14 老人福祉施設等 養護老人ホーム 横手市養護老人ホームひらか荘 横手市 横手市 1976-04-01 本戸卓也 013-0102 横手市平鹿町醍醐字下村123－1 0182-25-4319 50

15 老人福祉施設等 養護老人ホーム 秋田県南部老人福祉総合エリア養護老人ホーム (福)秋田県社会福祉事業団 (福)秋田県社会福祉事業団 1989-02-01 大塚聡 013-0525 横手市大森町字菅生田245-34 0182-26-3885 50

16 老人福祉施設等 養護老人ホーム 湯沢雄勝広域市町村圏組合養護老人ホーム愛宕荘 湯沢雄勝広域市町村圏組合 湯沢市 1972-04-01 平山悟 012-0862 湯沢市関口字石田108 0183-73-2471 100

17 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 北秋田市軽費老人ホーム(A型)大野台エコーハイツ 北秋田市 (福)秋田県民生協会 1977-05-01 小林正明 018-4203 北秋田市木戸石字才ノ神沢35-1 0186-78-3561 50

18 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 松寿会軽費老人ホーム(A型)だいせん (福)松寿会 (福)松寿会 1981-02-01 阿部孝幸 010-1632 秋田市新屋大川町17－3 018-828-1851 50

19 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス温泉保養館おおゆ (医)楽山会 (医)楽山会 2004-04-01 工藤悦子 018-5421 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯9-3 0186-30-4603 30

20 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 大館市ケアハウスほうおう 大館市 (福)大館市社会福祉事業団 1999-02-01 鎌田俊 018-5601 大館市十二所字大水口4-4 0186-47-7210 50

21 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス樹海の里 (福)水交苑 (福)水交苑 2006-01-20 畠山浩司 017-0033 大館市字下綱123 0186-45-2123 50

22 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスわかば (福)小坂ふくし会 (福)小坂ふくし会 2011-04-01 柳舘由紀江 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字上谷地26 0186-29-3660 22

23 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 特定ケアハウスさわやか寮 (福)秋田県民生協会 (福)秋田県民生協会 1995-11-01 村形耕悦 018-4231 北秋田市上杉字金沢162-1 0186-78-5151 29

24 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスきみまち (福)二ツ井ふくし会 (福)二ツ井ふくし会 1996-04-01 工藤美佳子 018-3152 能代市二ツ井町字下野家後145 0185-73-6666 15

25 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスぶなの森 (福)八森峰浜ふくし会 (福)八森峰浜ふくし会 1999-11-01 紀本礼子 018-2665 山本郡八峰町八森字寺の後川向8-1 0185-70-4105 15

26 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスやすらぎ (福)八竜山本ふくし会 (福)八竜山本ふくし会 1997-04-01 相原真弓 018-2401 山本郡三種町鵜川字西本田82－1 0185-72-1231 15

27 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスみたね (福)双山会 (福)双山会 2008-08-01 岩村庄英 018-2303 山本郡三種町森岳字木戸沢100-47 0185-72-4555 15

28 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 軽費老人ホーム弥生が丘 (福)秋田県厚生協会 (福)秋田県厚生協会 1994-04-01 淀川昌之 010-1406 秋田市上北手猿田字後谷地108-3 018-829-0700 15

29 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスウエルハウス御所野 (福)秋田けやき会 (福)秋田けやき会 1997-04-01 長澤利一 010-1412 秋田市御所野下堤五丁目1-7 018-826-0681 100

30 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス大地 (福)新成会 (福)新成会 1998-11-01 金勉 010-1654 秋田市浜田字元中村280-9 018-828-0022 15

31 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 魁聖園ケアハウス (福)旭川やすらぎ会 (福)旭川やすらぎ会 1999-10-20 大澤亨 010-0826 秋田市新藤田字治郎沢52-6 018-884-1071 15

32 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウススプリングヒル (福)いずみ会 (福)いずみ会 2000-11-01 保泉拓 010-0817 秋田市泉菅野二丁目17-11 018-896-5880 40

33 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスファミリー園 (福)蹊仁会 (福)蹊仁会 2000-11-21 高清水直子 010-0042 秋田市桜一丁目4-21 018-887-3066 40

34 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス土崎 (福)はまなす会 (福)はまなす会 2004-01-05 梶縄洋 011-0946 秋田市土崎港中央三丁目4－40 018-845-4575 50

35 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス花の家 (福)雄和福祉会 (福)雄和福祉会 1999-04-01 佐々木真 010-1222 秋田市雄和石田字苗代沢18 018-886-2626 15

36 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスいこいの里 (福)五城目やまゆり会 (福)五城目やまゆり会 1995-04-01 石井正子 018-1723 南秋田郡五城目町上樋口字樽沢137 018-852-5400 15

37 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスたかおかの杜 (福)榮寿苑福祉会 (福)榮寿苑福祉会 1998-04-01 小柳克子 018-1601 南秋田郡八郎潟町真坂字沢田122 018-855-4110 15

38 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 井川町ケアハウスさくら苑 井川町 (福)井川町福祉会 2000-04-01 川村喜之 018-1526 南秋田郡井川町寺沢字綱木沢145-5 018-855-6123 15

39 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス和幸苑 (福)若美さくら会 (福)若美さくら会 1996-12-01 谷真人 010-0422 男鹿市角間崎字岡見沢86-12 0185-46-2011 15

40 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスゆうゆう 大潟村 (福)正和会 2001-04-01 林次男 010-0445 南秋田郡大潟村字西三丁目3 0185-22-4311 17

41 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス夢の木 (福)中央会 (福)中央会 1997-04-01 今野正人 018-0402 にかほ市平沢字宝田32 0184-32-3711 15

42 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス西施苑 (福)象潟健成会 (福)象潟健成会 1998-04-01 和田仁 018-0136 にかほ市象潟町大砂川字下橋20-3 0184-32-7055 15

43 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス高城 (福)久盛会 (福)久盛会 2001-04-01 伊藤勝義 018-1214 由利本荘市岩城冨田字根本9-3 0184-62-5015 29

44 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス白百合苑 (福)由利本荘市社会福祉協議会 (福)由利本荘市社会福祉協議会 1996-04-01 佐藤豊 015-0341 由利本荘市前郷字家岸79-17 0184-53-2100 15

45 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスみらい (福)大内さつき会 (福)大内さつき会 1998-11-01 鈴木好成 018-0711 由利本荘市岩谷町字ハケノ下80-2 0184-62-1133 15

46 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスひまわり (福)本荘久寿会 (福)本荘久寿会 2002-04-01 児玉俊 018-0601 由利本荘市西目町海士剥字御月森1 0184-32-1135 15

47 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスふるさと学び舎 (福)中央会 (福)中央会 2006-12-01 須田満穂 015-0055 由利本荘市土谷字新谷地157 0184-28-1165 30

48 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスかみおか (福)大仙ふくし会 (福)大仙ふくし会 2008-04-01 加藤芳之 019-1701 大仙市神宮寺字本郷道南78 0187-87-1080 15

49 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスのぞみ荘 (福)大仙ふくし会 (福)大仙ふくし会 2009-04-01 藤木雅子 014-0203 大仙市北長野字野口前47 0187-56-2001 15

50 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスゆっ栗館 (福)県南ふくし会 (福)県南ふくし会 2000-04-01 大牧孝子 014-0602 仙北市西木町桧木内字松葉232 0187-58-2100 15

51 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスひまわり荘 大仙美郷介護福祉組合 大仙美郷介護福祉組合 2005-03-22 安達京子 019-1601 大仙市太田町横沢字窪関南535－1 0187-86-9060 15

52 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウス仙南の杜 (福)六郷仙南福祉会 (福)六郷仙南福祉会 2000-04-01 月輪元 019-1235 仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕3-2 0187-87-8010 15

53 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスすこやか横手 (福)ファミリーケアサービス (福)ファミリーケアサービス 1995-04-01 手賀尚紀 013-0044 横手市横山町1-1 0182-33-7777 15

54 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスいずみの里 (福)横手市社会福祉協議会 (福)横手市社会福祉協議会 2000-04-01 佐々木正人 013-0105 横手市平鹿町浅舞字舘廻353 0182-38-7011 15

55 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 秋田県南部老人福祉総合エリア軽費老人ホーム (福)秋田県社会福祉事業団 (福)秋田県社会福祉事業団 1990-05-01 藤井誠子 013-0525 横手市大森町字菅生田245-34 0182-26-3886 50

56 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスビハーラ横手 (福)相和会 (福)相和会 2003-04-01 鈴木卓 013-0821 横手市上境字谷地中139 0182-35-6021 30

57 老人福祉施設等 軽費老人ホーム 軽費老人ホームケアハウス寿郷 (福)みなせ福祉会 (福)みなせ福祉会 1996-10-01 小南智子 012-0183 湯沢市皆瀬字小野188-1 0183-58-4004 15

58 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスいさみが岡 (福)雄勝なごみ会 (福)雄勝なごみ会 2005-11-01 赤平京子 012-0055 湯沢市山田字勇ヶ岡50 0183-79-5753 15

59 老人福祉施設等 軽費老人ホーム スマートライフ中通 (福)中央会 (福)中央会 2013-04-01 菊地義廣 010-0001 秋田市中通一丁目4-4-401 018-835-1165 80

60 老人福祉施設等 軽費老人ホーム ケアハウスさつき (福)かむろ (福)かむろ 2015-04-24 松本良平 012-0855 湯沢市愛宕町三丁目7-46 0183-72-7100 15

61 老人福祉施設等 老人福祉センター 鹿角市大湯温泉保養センター 鹿角市 (福）愛生会 2017-04-01 ー 018-5421 鹿角市十和田大湯字桂ノ沢1-3 0186-37-3188 ー

62 老人福祉施設等 老人福祉センター 小坂町福祉保健総合センター「ゆーとりあ」 小坂町 (福)小坂町社会福祉協議会 1993-09-01 ー 017-0201 鹿角郡小坂町小坂字上前田7-1 0186-29-3221 ー

63 老人福祉施設等 老人福祉センター 大館市田代老人福祉センター 大館市 (株)友愛ビルサービス 1981-04-01 ー 018-3505 大館市早口字堤沢4 0186-54-3448 ー

64 老人福祉施設等 老人福祉センター 大館市立老人福祉センター 大館市 (福)大館市社会福祉事業団 1987-12-01 ー 017-0021 大館市雪沢字大滝66 0186-50-2031 ー

65 老人福祉施設等 老人福祉センター 秋田市老人福祉センター 秋田市 秋田市 1991-04-10 ー 010-0976 秋田市八橋南一丁目8-2 018-862-7445 ー

66 老人福祉施設等 老人福祉センター 八郎潟町老人福祉センター 八郎潟町 (福)八郎潟町社会福祉協議会 1991-04-01 ー 018-1621 南秋田郡八郎潟町字家ノ後23-3 018-875-3871 ー

67 老人福祉施設等 老人福祉センター 井川町老人福祉センター「ゆうゆう」 井川町 井川町 1994-03-12 ー 018-1526 南秋田郡井川町寺沢字綱木沢145-1 018-874-4161 ー

68 老人福祉施設等 老人福祉センター 矢島老人福祉センター「寿康苑」 由利本荘市 (福)由利本荘市社会福祉協議会 1991-04-01 ー 015-0404 由利本荘市矢島町七日町字羽坂173 0184-56-2940 ー

69 老人福祉施設等 老人福祉センター 大仙市神岡福祉センター 大仙市 大仙市 1976-08-01 ー 019-1701 大仙市神宮寺字蓮沼17 0187-72-4614 ー



番号 大分類 中分類 施設名 設置（実施）主体 経営主体（事業主体・委託先） 事業開始年月日 施設長名 郵便番号 所在地 電話番号 定員

70 老人福祉施設等 老人福祉センター 大仙市大曲老人福祉センター 大仙市 大仙市 1980-04-01 ー 014-1413 大仙市角間川町字四上町1 0187-65-2545 ー

71 老人福祉施設等 老人福祉センター 美郷町中央ふれあい館 美郷町 美郷町 1983-12-10 ー 019-1402 仙北郡美郷町野中字下村37-1 0187-84-0378 ー

72 老人福祉施設等 老人福祉センター 美郷町老人福祉センター雁が音苑 美郷町 美郷町 1992-03-28 ー 019-1234 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺181-2 0187-83-3210 ー

73 老人福祉施設等 老人福祉センター 横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」 横手市 (福)横手市社会福祉協議会 1993-04-01 ー 019-1108 横手市山内土渕字鶴ケ池31-3 0182-53-3009 ー

74 老人福祉施設等 老人福祉センター 横手市平鹿町ゆとり館 横手市 横手市 1994-04-01 ー 013-0105 横手市平鹿町浅舞字蒋沼289 0182-24-0007 ー

75 老人福祉施設等 老人福祉センター 稲川老人福祉センター緑風荘 湯沢市 湯沢市 1983-04-01 ー 012-0104 湯沢市駒形町字八面寺下谷地22-1 0183-42-2310 ー

76 老人福祉施設等 地域福祉センター 大館市総合福祉センター 大館市 大館市 1992-06-29 ー 017-0897 大館市字三ノ丸103-4 0186-42-8100 ー

77 老人福祉施設等 地域福祉センター 大館市八木橋地域福祉センター 大館市 (福)大館市社会福祉協議会 2003-04-01 ー 018-5744 大館市比内町八木橋字畠沢岱16 0186-55-1781 ー

78 老人福祉施設等 地域福祉センター 北秋田市地域福祉センター 北秋田市 (福)北秋田市社会福祉協議会 1995-10-01 ー 018-3315 北秋田市宮前町9-68 0186-63-2558 ー

79 老人福祉施設等 地域福祉センター 三種町地域福祉センター 三種町 (福)三種町社会福祉協議会 1997-10-01 ー 018-2303 山本郡三種町森岳字上台93-5 0185-72-4400 ー

80 老人福祉施設等 地域福祉センター にかほ市総合福祉交流センター にかほ市 にかほ市 1992-04-01 ー 018-0402 にかほ市平沢字八森31-1 0184-32-3000 ー

81 老人福祉施設等 地域福祉センター 横手市大雄地域福祉センター 横手市 (福)横手市社会福祉協議会 1993-04-01 ー 013-0452 横手市大雄字大関310 0182-52-3311 ー

82 老人福祉施設等 地域福祉センター すこやか横手地域福祉センター 横手市 (福)ファミリーケアサービス 1995-04-01 ー 013-0044 横手市横山町1-1 0182-33-7777 ー

83 老人福祉施設等 生活支援ハウス 大館市比内生活支援ハウス 大館市 (福)比内ふくし会 2000-04-01 ー 018-5712 大館市比内町新館字館下79-1 0186-55-1670 11

84 老人福祉施設等 生活支援ハウス サポートハウスたかのす 北秋田市 (福)北秋田市社会福祉協議会 2002-04-01 ー 018-3454 北秋田市脇神字南陣場岱20 0186-69-9711 20

85 老人福祉施設等 生活支援ハウス 北秋田市森吉生活支援ハウス 北秋田市 (福)北秋田市社会福祉協議会 2003-04-01 ー 018-4301 北秋田市米内沢字寺ノ上85 0186-72-5522 20

86 老人福祉施設等 生活支援ハウス 上小阿仁村高齢者生活福祉センター 上小阿仁村 (福)上小阿仁村社会福祉協議会 1993-02-01 ー 018-4421 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原80 0186-77-3057 8

87 老人福祉施設等 生活支援ハウス 能代市生活支援ハウス 能代市 (福)能代市社会福祉協議会 2000-04-01 ー 018-3151 能代市二ツ井町字三千苅44-34 0185-73-3801 10

88 老人福祉施設等 生活支援ハウス 藤里町生活支援ハウス「ぶなっち」 藤里町 (福)藤里町社会福祉協議会 2004-04-01 ー 018-3201 山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇12-7 0185-79-2848 10

89 老人福祉施設等 生活支援ハウス 潟上市昭和生活支援ハウス 潟上市 (医)正和会 2003-03-01 ー 018-1401 潟上市昭和大久保字街道下119 018-877-7109 20

90 老人福祉施設等 生活支援ハウス 大内高齢者生活支援ハウス「高台苑」 由利本荘市 (福)由利本荘市社会福祉協議会 1991-02-01 ー 018-0711 由利本荘市岩谷町字ハケノ下58 0184-65-2053 10

91 老人福祉施設等 生活支援ハウス 矢島高齢者生活支援ハウス 由利本荘市 (福)由利本荘市社会福祉協議会 1997-04-01 ー 015-0411 由利本荘市矢島町城内字八森下486-1 0184-56-2910 20

92 老人福祉施設等 生活支援ハウス 鳥寿苑生活支援ハウス 由利本荘市 (福)由愛会 2000-04-01 ー 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見字久保77 0184-57-2561 10

93 老人福祉施設等 生活支援ハウス 悠楽館生活支援ハウス 由利本荘市 (福)由愛会 2004-04-01 ー 015-0721 由利本荘市鳥海町上笹子字堺台105 0184-59-2700 10

94 老人福祉施設等 生活支援ハウス 東光苑生活支援ハウス 由利本荘市 (福)由愛会 2005-08-01 ー 015-0202 由利本荘市東由利蔵字蔵83 0184-62-4410 8

95 老人福祉施設等 生活支援ハウス 大仙市協和生活支援ハウス「やすらぎの里」 大仙市 大仙市 2000-04-01 ー 019-2413 大仙市協和上淀川字中嶋33 018-881-6121 15

96 老人福祉施設等 生活支援ハウス 高齢者生活支援ハウス「延寿庵」 大仙美郷介護福祉組合 大仙美郷介護福祉組合 2001-05-01 ー 014-0112 大仙市板見内字一ツ森410 0187-69-3838 15

97 老人福祉施設等 生活支援ハウス 大仙市南外生活支援ハウス「ぬくもりの郷」 大仙市 大仙市 2004-04-01 ー 019-1941 大仙市南外字松木田119 0187-87-9020 12

98 老人福祉施設等 生活支援ハウス 高齢者生活支援ハウス「いちょうの家」 美郷町 (福)六郷仙南福祉会 2002-04-01 ー 019-1404 仙北郡美郷町六郷字作山187 0187-84-3636 7

99 老人福祉施設等 生活支援ハウス 高齢者生活支援ハウス森の家 横手市 横手市 2004-10-01 ー 013-0525 横手市大森町字菅生田245-214 0182-56-4155 15

100 老人福祉施設等 生活支援ハウス 湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ「シルバート」 湯沢市 (福)みなせ福祉会 2001-04-01 ー 012-0183 湯沢市皆瀬字小野181 0183-58-4004 15

101 老人福祉施設等 生活支援ハウス 高瀬ケアセンター高瀬生活支援ハウス 羽後町 羽後町 2002-04-01 ー 012-1351 雄勝郡羽後町下仙道字風平97-1 0183-58-7620 15

102 老人福祉施設等 在宅介護支援センター ケアタウンたかのす在宅介護支援センター (福)北秋田市社会福祉協議会 (福)北秋田市社会福祉協議会 ー ー 018-3454 北秋田市脇神字南陣場岱10 0186-60-1203 ー

103 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 光峰苑在宅介護支援センター 秋田市 (福)ともしび会 ー ー 010-0822 秋田市添川字鶴木台65-3 018-868-1444 ー

104 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 南寿園在宅介護支援センター 秋田市 (福)秋田県厚生協会 ー ー 010-1406 秋田市上北手猿田字後谷地108-3 018-829-0991 ー

105 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 千秋苑在宅介護支援センター 秋田市 (福)憲寿会 ー ー 010-0802 秋田市外旭川字神田592 018-869-7800 ー

106 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 松寿会在宅介護支援センター 秋田市 (福)松寿会 ー ー 010-1654 秋田市浜田字陳ヶ原35-31 018-828-7630 ー

107 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 三楽園在宅介護支援センター 秋田市 (医)久盛会 ー ー 011-0911 秋田市飯島字堀川84-20 018-857-3101 ー

108 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 土崎在宅介護支援センター 秋田市 (医)運忠会 ー ー 011-0946 秋田市土崎港中央四丁目4-26 018-845-4123 ー

109 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 幸楽園在宅介護支援センター 秋田市 (福)幸楽会 ー ー 010-0136 秋田市上新城中字片野4 018-870-2226 ー

110 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 南通在宅介護支援センター 秋田市 (医)明和会 ー ー 010-0001 秋田市中通六丁目14-18 018-837-2502 ー

111 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 新成園在宅介護支援センター 秋田市 (福)新成会 ー ー 010-1654 秋田市浜田字元中村280-9 018-828-0021 ー

112 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 桜の園在宅介護支援センター 秋田市 (福)桜丘会 ー ー 010-0057 秋田市下北手梨平字登館8 018-839-5977 ー

113 老人福祉施設等 在宅介護支援センター ふれ愛の里在宅介護支援センター 秋田市 (福)豊生会 ー ー 010-1653 秋田市豊岩小山字中山216-27 018-888-8201 ー

114 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 男鹿市北部在宅介護支援センター (福)男鹿市社会福祉協議会 (福)男鹿市社会福祉協議会 ー ー 010-0683 男鹿市北浦北浦字平岱山2-24 0185-33-2710 ー

115 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 男鹿市在宅介護支援センター (福)男鹿偕生会 (福)男鹿偕生会 ー ー 010-0342 男鹿市脇本脇本字大石館90-1 0185-22-2244 ー

116 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター和幸苑 (福)若美さくら会 (福)若美さくら会 ー ー 010-0422 男鹿市角間崎字岡見沢86-12 0185-46-2011 ー

117 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 潟上市昭和在宅介護支援センター 潟上市 (福)昭和ふくし会 ー ー 018-1401 潟上市昭和大久保字町後244 018-877-6701 ー

118 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 老人介護支援センターてんのう 潟上市 (福)敬仁会 ー ー 010-0201 潟上市天王字鶴沼台43-231 018-878-7341 ー

119 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 潟上市飯田川在宅介護支援センター 潟上市 (福)ふたあら福祉会 ー ー 018-1502 潟上市飯田川下虻川字上谷地168-1 018-877-7078 ー

120 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 五城目町在宅介護支援センター 五城目町 (福)五城目やまゆり会 ー ー 018-1723 南秋田郡五城目町上樋口字樽沢137 018-852-5400 ー

121 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 井川町在宅介護支援センター 井川町 井川町 ー ー 018-1512 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口106-1 018-874-3300 ー

122 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター「しょうわ」 (医)荘和会 (医)荘和会 ー ー 015-0012 由利本荘市石脇字田尻33 0184-22-7857 ー

123 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター白百合苑 (福)由利本荘市社会福祉協議会 (福)由利本荘市社会福祉協議会 ー ー 015-0341 由利本荘市前郷字家岸79-17 0184-53-2100 ー

124 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 大内在宅介護支援センター (福)由利本荘市社会福祉協議会 (福)由利本荘市社会福祉協議会 ー ー 018-0711 由利本荘市岩谷町字日渡100 0184-65-2808 ー

125 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 東由利在宅介護支援センター (福)由利本荘市社会福祉協議会 (福)由利本荘市社会福祉協議会 ー ー 015-0211 由利本荘市東由利老方字台山39 0184-69-2135 ー

126 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 西目在宅介護支援センター (医)青嵐会 (医)青嵐会 ー ー 018-0604 由利本荘市西目町沼田字新道下2-6 0184-32-1012 ー

127 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 鳥海在宅介護支援センター (福)由利本荘市社会福祉協議会 (福)由利本荘市社会福祉協議会 ー ー 015-0501 由利本荘市鳥海町伏見字赤渋28-1 0184-57-3288 ー

128 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 桜寿苑在宅介護支援センター (福)大仙ふくし会 (福)大仙ふくし会 ー ー 014-0203 大仙市北長野字野口前47 0187-56-2001 ー

129 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 愛幸園在宅介護支援センター (福)大仙ふくし会 (福)大仙ふくし会 ー ー 019-1701 大仙市神宮寺字本郷道南78 0187-87-1080 ー

130 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター緑泉 美郷町 (福)六郷仙南福祉会 ー ー 019-1404 仙北郡美郷町六郷字作山187 0187-84-2284 ー

131 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 千畑在宅介護支援センター 美郷町 (福)美郷町社会福祉協議会 ー ー 019-1541 仙北郡美郷町土崎字上野乙6-1 0187-85-2294 ー

132 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター仙南 美郷町 (福)六郷仙南福祉会 ー ー 019-1235 仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕3-2 0187-87-8010 ー

133 老人福祉施設等 在宅介護支援センター やすらぎの苑在宅介護支援センター (医)興生会 (医)興生会 ー ー 013-0001 横手市杉沢字中杉沢400 0182-33-4401 ー

134 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 在宅介護支援センタービハーラ横手 (福)相和会 (福)相和会 ー ー 013-0821 横手市上境字谷地中139 0182-35-5434 ー

135 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 老人介護支援センターすこやか横手 (福)ファミリーケアサービス (福)ファミリーケアサービス ー ー 013-0044 横手市横山町1-1 0182-33-7777 ー

136 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 横手市増田在宅介護支援センター (福)ファミリーケアサービス (福)ファミリーケアサービス ー ー 019-0701 横手市増田町増田字七日町177 0182-45-4411 ー

137 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 横手市十文字町在宅介護支援センター (福)横手市社会福祉協議会 (福)横手市社会福祉協議会 ー ー 019-0509 横手市十文字町梨木字御休ノ上29 0182-42-5858 ー

138 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 横手市平寿苑在宅介護支援センター (福)横手市社会福祉協議会 (福)横手市社会福祉協議会 ー ー 013-0105 横手市平鹿町浅舞字蒋沼289 0182-24-3282 ー



番号 大分類 中分類 施設名 設置（実施）主体 経営主体（事業主体・委託先） 事業開始年月日 施設長名 郵便番号 所在地 電話番号 定員

139 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 横手市山内在宅介護支援センター (福)横手市社会福祉協議会 (福)横手市社会福祉協議会 ー ー 019-1108 横手市山内土渕字鶴ヶ池31-3 0182-53-3009 ー

140 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 老人介護支援センターすこやか大雄 (福)ファミリーケアサービス (福)ファミリーケアサービス ー ー 013-0373 横手市大雄八柏谷地103-1 0182-56-5055 ー

141 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 横手市雄物川在宅介護支援センター (福)横手市社会福祉協議会 (福)横手市社会福祉協議会 ー ー 013-0205 横手市雄物川町今宿字鳴田1 0182-56-2072 ー

142 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 横手市福祉センター (福)横手市社会福祉協議会 (福)横手市社会福祉協議会 ー ー 013-0072 横手市卸町5-10 0182-33-8668 ー

143 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 湯沢ゆうあい在宅介護支援センター (福)湯沢市社会福祉協議会 (福)湯沢市社会福祉協議会 ー ー 012-0815
湯沢市古館町4-5
（湯沢市福祉センター内）

0183-73-8696 ー

144 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 稲川在宅介護支援センター (福)いなかわ福祉会 (福)いなかわ福祉会 ー ー 012-0105 湯沢市川連町字平城下14－3 0183-56-6212 ー

145 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 雄勝在宅介護支援センター (福)雄勝なごみ会 (福)雄勝なごみ会 ー ー 019-0205 湯沢市小野字大沢田221 0183-52-5210 ー

146 老人福祉施設等 在宅介護支援センター 皆瀬在宅介護支援センター (福)みなせ福祉会 (福)みなせ福祉会 ー ー 012-0183 湯沢市皆瀬字小野188-1 0183-58-4004 ー


