
〈Ｒ4．11．14現在〉

ＮＯ 認証事業者（所）名 事業者名 事業者住所 設立年月 職員数 参加宣言日 認証日

1 社会福祉法人平鹿悠真会
社会福祉法人平鹿悠真会
理事長　西成　忍

〒013-0105
横手市平鹿町浅舞字新堀146番地

Ｈ26.4 37名
・特別養護老人ホーム悠西苑
・ショートステイ悠西苑

・悠西苑居宅介護支援事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3事業所）

H29.6.6 H29.11.10

2 株式会社ケアフルN&Y
株式会社ケアフルN&Y
代表取締役　川尻　信夫

〒016-0014
能代市落合字下釜谷地148番地2

Ｈ24.3 24名
・ショートステイたんぽぽ
・たんぽぽケアマネセンター 　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （2事業所）

H29.6.23 H29.11.10

3 社会福祉法人正和会
社会福祉法人正和会
理事長　小玉　敏央

〒018-1401
潟上市昭和大久保字街道下92-1

Ｈ19.11 176名

・地域密着型特別養護老人ホームたんちょう
・小規模多機能型居宅介護かわせみ
・ショートステイこうのとり
・デイサービスセンターふくろう
・ショートステイ啄木鳥
・潟上居宅介護支援事業所
・地域密着型介護老人福祉施設あかひげ
・訪問看護ステーションみなと町
・訪問介護事業所つばめ
・看護小規模多機能型居宅介護
　ケアコンプレックス将軍野

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護はやぶさ
・大潟村特別養護老人ホームひだまり苑
・大潟村短期ケアセンターひだまり苑
・大潟村デイサービスセンター
・大潟村居宅介護支援センター
・地域密着型介護老人福祉施設ケアコンプレックス寺内
・ケアコンプレックス高清水
　　看護小規模多機能型居宅介護　
・ケアコンプレックス高清水
　　認知症対応型グループホーム　　（18事業所）

H29.7.7 H29.11.10

4
社会医療法人正和会 社会医療法人正和会

理事長　小玉　敏央
〒018-1401
潟上市昭和大久保字街道下92-1

Ｈ6.8 416名

・介護老人保健施設ほのぼの苑
・南秋田訪問看護ステーション
・南秋田在宅総合ケアセンター
・グループホームまめだすか
・介護老人保健施設湖東老健
・湖東居宅介護支援事業所
・湖東快晴クリニツク
・おおくぼ歯科診療所
・グループホームゆかり

・五十嵐記念病院
・五十嵐記念病院在宅総合ケアセンター短期入所生活介護施設
・社会医療法人正和会　小玉医院
・土崎地域包括支援センター永覚町
・介護老人保健施設男鹿老健
・男鹿老健居宅介護支援事業所
・男鹿地域リハビリステーション
・潟上地域リハビリステーション　　　  （17事業所）

H29.7.7 H29.11.10

5 社会福祉法人中央会
社会福祉法人中央会
理事長　藤井　蘭子

〒015-0885
由利本荘市水林284

Ｓ53.3 485名

・特別養護老人ホーム萬生苑
・本荘市指定居宅介護支援事業所
・萬生苑指定訪問介護事業所
・デイサービスセンターてまり指定通所介護事業所
・萬生苑指定短期入所生活介護事業所
・安心サポート本荘
・デイサービスセンターMY!!ともだち
・ショートステイいきいきASOKO
・特別養護老人ホーム楽しいわが家
・仁賀保町指定居宅介護支援事業所
・デイサービスセンターたから指定通所介護事業所
・楽しいわが家指定短期入所生活介護事業所

・安心サポート仁賀保
・特別養護老人ホームふるさと矢島
・ふるさと矢島指定居宅介護支援事業所
・ふるさと矢島指定短期入所生活介護事業所
・安心サポート矢島
・指定介護老人福祉施設ふるさと学び舎
・ふるさと学び舎指定短期入所生活介護事業所
・ケアハウスふるさと学び舎
・デイサービスセンターふるさと学び舎
・指定介護老人福祉施設花ごよみ
・ショートステイ花ごよみ
・ケアハウススマートライフ中通　　　　（24事業所）

H29.7.11 H29.11.10

6 有限会社ルーク
有限会社ルーク
代表取締役　加藤　健悦

〒010-1605
秋田市新屋勝平町10-30

Ｈ16.5 25名
・グループホームソフトハンド
・グループホームソフトハンド茨島

・グループホームソフトハンド浜田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3事業所）

H29.7.14 H29.11.10

7 特定医療法人仁政会
特定医療法人仁政会
理事長　杉山 　和

〒018-1401
潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41

Ｓ55.4 115名
・介護老人保健施設翠香苑
・訪問リハビリテーション杉山

・ケアプランセンター杉山
・ショートステイ杉の里　　　　　　　　　（4事業所）

H29.7.27 H29.11.10
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ＮＯ 認証事業者（所）名 事業者名 事業者住所 設立年月 職員数 参加宣言日 認証日事業所一覧

8 株式会社虹の街
株式会社虹の街
代表取締役社長　原田　賢弥

【事業本部】
〒010-0917
秋田市泉中央5丁目1-16

Ｈ1.4 389名

・株式会社虹の街大館営業所
・株式会社虹の街鷹巣営業所
・株式会社虹の街能代営業所
・株式会社虹の街秋田営業所
・株式会社虹の街本荘営業所
・株式会社虹の街大曲営業所
・株式会社虹の街横手営業所
・虹の街訪問看護ステーション
・虹の街訪問看護ステーション大館
・虹の街訪問看護ステーション大曲
・虹の街訪問看護ステーション横手
・虹の街ヘルパーステーション秋田
・まごころデイサービスセンター
・やすらぎの郷
・やすらぎの郷ヘルパーステーション

・ケアプランセンター虹の街
・虹の街おおまがりケアプランセンター
・虹の楽えん
・虹の街グループホーム本荘
・虹の街小規模多機能本荘
・虹の街看護小規模多機能いずみ
・虹の街看護小規模多機能おおまがり
・福祉用具センター虹の街
・福祉用具センター虹の街大館
・福祉用具センター虹の街鷹巣
・福祉用具センター虹の街能代
・福祉用具センター虹の街本荘
・福祉用具センター虹の街大曲
・福祉用具センター虹の街横手　　　　　（2９事業所）

H29.6.13 H30.3.26

9 医療法人久盛会
医療法人久盛会
理事長　後藤　時子

〒011-0911
秋田市飯島字堀川84-20

H3.6 139名
・介護老人保健施設三楽園
・三楽園居宅介護支援事業所

・三楽園訪問リハビリテーション
・三楽園ヘルパーステーション　　　　　　（4事業所）

H29.6.26 H30.3.26

10
医療法人三愛会
アルテンハウゼ手形住吉町

医療法人三愛会
アルテンハウゼ手形住吉町
理事長　豊田　洋

〒010-0864
秋田市手形住吉町1-3

Ｈ21.10 41名 ・アルテンハウゼ手形住吉町 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1事業所） H29.7.5 H30.3.26

11 社会福祉法人新秋会
社会福祉法人新秋会
理事長　住谷　一男

〒011-0945
秋田市土崎港西三丁目11-5

Ｈ13.11 91名
・特別養護老人ホームひなた
・新秋会ケアプランセンター
・ショートステイひなた

・デイサービスセンターひなた
・グループホームひなた
・認知症対応型デイサービスひなた　　　　 （6事業所）

H29.7.12 H30.3.26

12
社会福祉法人
美郷町社会福祉協議会

社会福祉法人
美郷町社会福祉協議会
会長　鈴木　諄一

〒019-1541
仙北郡美郷町土崎字上野乙6-1

Ｈ16.11 48名 ・美郷町介護事業所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1事業所） H29.7.14 H30.3.26

13 社会福祉法人あけぼの会
社会福祉法人あけぼの会
理事長　北條　康之

〒014-0057
大仙市大曲船場町1丁目1-4

Ｈ9.6 107名
・介護老人保健施設なごみのさと
・なごみ訪問リハビリテーション
・歩行と言葉のリハビリ空間なごみ

・歩行と言葉のリハビリ空間なごみ横手
・なごみ居宅介護支援センター
・特別養護老人ホームなごみの家　　　　　　 （6事業所）

H29.7.28 H30.3.26

14 株式会社松峰園
株式会社松峰園
代表取締役　玉山　智之

〒016-0864
能代市字鳥小屋33番地1

Ｈ17.5 142名

・グループホーム松峰園（共同生活介護）
・グループホーム松峰園（通所介護）
・訪問看護ステーション「松峰園」
・サンビレッジ清風のしろ
・デイサービスセンター清風のしろ

・ケアビレッジ燦々介護支援センター
・小規模多機能型居宅介護事業所「松峰園」
 ・訪問看護ステーション松峰園
 ・ショートステイ「松峰園」
 ・ケアビレッジ燦々デイサービスセンター  （10事業所）

H29.9.22 H30.3.26

15 株式会社松寿苑
株式会社松寿苑
代表取締役　玉山　智之

〒016-0862
能代市字寿域長根4番地8

Ｈ21.3 17名
・ショートステイ松寿苑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （1事業所） H29.9.22 H30.3.26
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ＮＯ 認証事業者（所）名 事業者名 事業者住所 設立年月 職員数 参加宣言日 認証日事業所一覧

16
社会福祉法人
大館圏域ふくし会

社会福祉法人
大館圏域ふくし会
理事長　畠澤　政一

〒017-0845
大館市泉町9番19号

S49.9 364名

・神山荘居宅介護支援事業所
・神山荘ヘルパーステーション
・デイサービスセンターかみやま
・ショートステイ神山荘
・デイサービスセンター大館南
・大館南居宅介護支援事業所
・大館南訪問入浴サービス
・大館南ヘルパーステーション
・居宅介護支援事業所いずみ
・デイサービスセンターいずみ
・特別養護老人ホーム神山荘
・特別養護老人ホーム大館南ガーデン

・長慶荘居宅介護支援事業所
・長慶荘ヘルパーステーション
・ショートステイ長慶荘
・デイサービスセンターたしろ
・特別養護老人ホーム長慶荘
・大館市地域包括支援センター大館南
・大館市地域包括支援センター神山荘
・大館市地域包括支援センター長慶荘
・グループホームかみやま
・グループホームたしろ
・グループホームいずみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23事業所）

H29.6.14 H30.11.6

17 医療法人運忠会
医療法人運忠会
理事長　後藤　英盛

〒011-0946
秋田市土崎港中央四丁目4-26

S31.4 126名
・介護老人保健施設なぎさ
・なぎさ通所リハビリテーション
・ショートステイなぎさ

・土崎ヘルパーステーション
・サービス付き高齢者向け住宅しおさい
・土崎居宅介護支援事業所　　　　　　　　　（6事業所）

H29.7.5 H30.11.6

18
社会福祉法人
小坂町社会福祉協議会

社会福祉法人
小坂町社会福祉協議会
会長　栗山　銕志

〒017-0201
鹿角郡小坂町小坂字上前田7-1

S45.8 39名
・デイサービスゆーとりあ
・デイサービスほっとりあ（休止）

・小坂町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所
・デイサービス心春　　　　　　　　　　　　（4事業所）

H29.7.6 H30.11.6

19 医療法人正観会
医療法人正観会
理事長　皆河　崇志

〒010-1424
秋田市御野場二丁目14-1

S53.6 50名
・御野場病院介護支援センター
・御野場病院デイサービスセンター
・御野場病院ケアプランセンター

・御野場ホームヘルパーステーション
・御野場訪問看護ステーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5事業所）

H29.7.14 H30.11.6

20 社会福祉法人大仙ふくし会
社会福祉法人大仙ふくし会
理事長　伊藤　辰郎

〒019-1701
大仙市神宮寺字本郷道南78

Ｈ20.3 355名

・特別養護老人ホーム愛幸園
・愛幸園短期入所生活介護事業所
・愛幸園デイサービスセンター
・特別養護老人ホーム桜寿苑
・桜寿苑短期入所生活介護事業所
・桜寿苑デイサービスセンター
・特別養護老人ホーム峰山荘
・峰山荘短期入所生活介護事業所
・峰山荘デイサービスセンター

・特別養護老人ホーム福寿園
・福寿園短期入所生活介護事業所
・福寿園デイサービスセンター
・介護老人保健施設八乙女荘
・八乙女荘短期入所療養介護
・八乙女荘通所リハビリテーション
・介護老人保健施設幸寿園
・幸寿園短期入所療養介護
・幸寿園通所リハビリテーション　　　　 　 （18事業所）

H29.7.20 H30.11.6

21
社会福祉法人
横手市社会福祉協議会

社会福祉法人
横手市社会福祉協議会
会長　小野　タヅ子

〒013-0072
横手市卸町5番10号

H17.10 419名

・横手福祉センター指定居宅介護支援事業所
・平寿苑指定居宅介護支援事業所
・雄物川福祉センター指定居宅介護支援事業所
・西部指定居宅介護支援事業所
・山内福祉センター指定居宅介護支援事業所
・十文字福祉センター指定居宅介護支援事業所
・指定訪問介護事業所
・指定訪問入浴介護事業所
・康寿館指定通所介護事業所
・平寿苑指定通所介護事業所

・雄風荘指定通所介護事業所
・大雄福祉センター指定通所介護事業所
・十文字福祉センター指定通所介護事業所
・平寿苑指定短期入所生活介護事業所
・憩寿園指定短期入所生活介護事業所
・雄水苑指定短期入所生活介護事業所
・雄水苑ユニット指定短期入所生活介護事業所
・特別養護老人ホーム平寿苑
・特別養護老人ホーム憩寿園
・特別養護老人ホーム雄水苑
・特別養護老人ホーム雄水苑ユニット　　　  （21事業所）

H29.8.28 H30.11.6

22 社会福祉法人二ツ井ふくし会
社会福祉法人二ツ井ふくし会
理事長　丸岡　一直

〒018-3152
能代市二ツ井字下野家後145

H7.4 67名
・特別養護老人ホームよねしろ
・ショートスティよねしろ短期入所生活介護事業所
・ディサービスセンターよねしろ通所介護事業所

・ヘルプサービスセンターよねしろ訪問介護事業所
・よねしろ指定居宅介護支援事業所
・二ツ井地域包括支援センター　　　　　　　 （6事業所）

H30.4.16 H30.11.6

23 社会福祉法人みなせ福祉会
社会福祉法人みなせ福祉会
理事長　兼子　賢一

012-0183
湯沢市皆瀬字小野188番地1

H16.11 81名

・特別養護老人ホームシャイントピアみなせ
・特別養護老人ホームシャイントピアみなせ
　　　　　　　　　　指定短期入所生活介護事業所
・みなせ指定通所介護事業所

・みなせ指定訪問介護事業所
・みなせ居宅介護支援事業所
・シャイントピアみなせサテライト型　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　特別養護老人ホームふれあいの里 （6事業所）

H29.6.15 H31.3.22
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ＮＯ 認証事業者（所）名 事業者名 事業者住所 設立年月 職員数 参加宣言日 認証日事業所一覧

24 有限会社湯の里
有限会社湯の里
代表取締役　嚴　栄玉

〒018-2303
山本郡三種町森岳字木戸沢199-70

H14.10 60名
・仁井田なごみ居宅介護支援センター
・グループホーム湯の里
・グループホーム茜

・ゆあみ訪問介護センター
・小規模多機能型居宅介護事業所なごみ　　　 （5事業所）

H29.6.27 H31.3.22

25 有限会社せせらぎ
有限会社せせらぎ
代表取締役　池内　文男

〒016-0014
能代市落合字下谷地251-6

H14.10 47名
・グループホームせせらぎ
・ショートステイさわやか

・さわやか居宅介護支援センター（休止）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（3事業所）

H29.6.27 H31.3.22

26 社会福祉法人北杜
社会福祉法人北杜
理事長　碇屋　誠一

〒010-0146
秋田市下新城中野字街道端西11-1

H9.8 163名

・訪問介護ほくと
・デイサービスほくと
・介護支援センターほくと
・リフレッシュコア茨島
・リフレッシュコア中通

・特別養護老人ホーム中通アネックス
・特別養護老人ホーム中通
・障がい者支援施設ほくと（共生型）
・認知症対応型通所介護あさの杜　（9事業所）

H29.6.27 H31.3.22

27 株式会社チームささえ愛
株式会社チームささえ愛
代表取締役　大澤　英夫

〒014-1113
仙北市田沢湖卒田字北竹原39-3

H27.5 25名 ・ケアマネステーションささえ愛 ・デイサービスセンターささえ愛　　　　　 　（2事業所） H29.7.14 H31.3.22

28 社会福祉法人比内ふくし会
社会福祉法人比内ふくし会
理事長　佐藤　剛

〒018-5712
大館市比内町新館字真館21-6

H2.5 263名

・特別養護老人ホームはなみずき
・特別養護老人ホームやまぼうし
・指定短期入所生活介護事業所やまぼうし
・グループホームやまぼうし
・介護サービスセンターひない訪問介護
・比内町福祉センターデイサービス
・介護サービスセンターひないデイサービス
・はなみずき指定短期入所生活介護事業所

・指定居宅介護支援事業所ひない
・グループホーム山王台
・介護サービスセンター山王台（居宅介護支援事業所）
・介護サービスセンター山王台（デイサービス）
・グループホームはなみずき
・みずきの家
・大館市地域包括支援センターひない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15事業所）

H29.8.10 H31.3.22

29
社会福祉法人
大館市社会福祉事業団

社会福祉法人
大館市社会福祉事業団
理事長　名村　伸一

〒018-5601
大館市十二所字大水口4番地5

H9.11 161名

・大館市養護老人ホーム成章園
・大館市特別養護老人ホームつくし苑
・大館市デイサービスセンター大滝
・ケアプランセンターはぎのだい
・大館市ケアハウスほうおう

・大館市社会福祉事業団ホームヘルパーステーション
・大館市特別養護老人ホームつくし苑
　　　　　　　　　　　指定短期入所生活介護事業所
・ケアプランセンターおおたき
・大館市地域包括支援センターおおたき　　　　（9事業所）

H29.8.28 H31.3.22

30 社会福祉法人青嵐会
社会福祉法人青嵐会
理事長　小松　大芽

〒015-0011
由利本荘市石脇字石ノ花194番地230

H26.6 54名
・特別養護老人ホーム夢うさぎ
・短期入所生活介護夢うさぎ

・通所介護夢うさぎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3事業所）

H29.9.11 H31.3.22

31 社会福祉法人いなかわ福祉会
社会福祉法人いなかわ福祉会
理事長　佐藤　正明

〒012-0105
湯沢市川連町字平城下14番地3

H16.10 219名

・くるみケアプランセンター
・いなかわ福祉会ヘルパーステーション
・ケアセンターいなかわデイサービス
・ケアセンターいなかわショートステイ
・小規模多機能型居宅介護スマイルみつなし
・ヘルスカフェ舞夢

・特別養護老人ホーム健寿苑
・健寿苑指定短期入所生活介護事業所
・健寿苑サテライト型特別養護老人ホームスマイルケアみつなし
・小規模多機能型居宅介護スマイルケアみつなし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10事業所）

H29.9.13 H31.3.22

32 株式会社福わらい
株式会社福わらい
代表取締役　大村　喜代子

〒013-0061
横手市横手町字四ノ口51

H16.11 98名

・ショートステイえがお
・ショートステイ花みずき
・グループホーム鳥海
・グループホーム西の森

・小規模多機能型居宅介護事業所なごみ
・居宅介護支援事業所えがお
・あったかいんどレンタル
・デイサービス西の森
・居宅介護支援事業所花みずき　　　　　　　 （9事業所）

H29.9.14 H31.3.22
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ＮＯ 認証事業者（所）名 事業者名 事業者住所 設立年月 職員数 参加宣言日 認証日事業所一覧

33 社会福祉法人花輪ふくし会
社会福祉法人花輪ふくし会
理事長　松浦　　勉

〒018-5201
鹿角市花輪字案内63-1

S40.6 237名

・和光園一般型特定施設
・特別養護老人ホーム東恵園
・東恵園指定短期入所生活介護事業所
・地域密着型介護老人福祉施設月山の郷
・月山の郷指定認知症対応型通所介護事業所
・地域密着型介護老人福祉施設鹿南の郷
・東恵園指定通所介護事業所

・東恵園指定訪問入浴介護事業所
・東恵園指定認知症対応型通所介護事業所
・東恵園指定小規模多機能型居宅介護事業所
・東恵園指定居宅介護支援事業所
・東恵園指定訪問介護事業所
・東恵園指定サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所
・鹿角市十和田包括支援センター　　　　　   （1８事業所）

H30.3.14 H31.3.22

34 社会福祉法人秋田虹の会
社会福祉法人秋田虹の会
理事長　桜田　星宏

〒018-3204
山本郡藤里町矢坂字下一の坂2番地1

S62.5 42名
・特別養護老人ホーム「藤里」
・特別養護老人ホーム「藤里」ショートステイ

・藤里指定通所介護事業所
・特別養護老人ホーム「藤里」指定居宅介護支援事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （4事業所）

H30.7.11 H31.3.22

35 社会福祉法人県南ふくし会
社会福祉法人県南ふくし会
理事長　古屋　一彦

〒014-0067
大仙市飯田字堰東235番地

S46.12 306名

・特別養護老人ホームこもれびの杜
・フレンデイ大曲
・こもれび支援センター
・特別養護老人ホームサン・サルビア
・ナイスデイ大曲
・ハッピーデイ西木

・特別養護老人ホーム清流苑
・清流苑居宅介護支援センター
・ピアホームかたくりの里
・デイサービス角館さくらさくら
・特別養護老人ホームたざわこ清眺苑
・たざわこ清眺苑短期入所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （12事業所）

H30.12.20 H31.3.22

36 有限会社アイ・サポート
有限会社アイ・サポート
代表取締役　平岡　啓樹

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿二丁目６番２８号
（県内連絡先：秋田市御所野元町1丁目1-8）

H18.1 62名
・ショートステイあい
・ショートステイあい・ひかり

・ショートステイあいの森
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3事業所）

H29.7.14 R1.11.11

37 社会福祉法人秋田県民生協会
社会福祉法人秋田県民生協会
理事長　佐藤　修助

〒018-4231
北秋田市上杉字金沢162番地1

S52.9 105名
・特別養護老人ホーム永楽苑
・永楽苑指定短期入所生活介護事業所
・永楽苑ユニット型きよらか

・永楽苑サテライト型アネックス
・永楽苑デイサービスセンター指定通所介護事業所
・永楽苑指定居宅介護支援事業所　　　　　 　（6事業所）

H29.7.25 R1.11.11

38
有限会社
ひまわりケアサービス

有限会社
ひまわりケアサービス
代表取締役　野呂田　巧

〒016-0844
能代市花園町25番7号

S56.5 54名 ・ひまわり訪問介護事業所 ・ひまわりハートケア居宅介護支援事業所　　 （2事業所） H29.8.30 R1.11.11

39
社会福祉法人
由利本荘市社会福祉協議会

社会福祉法人
由利本荘市社会福祉協議会
会長　佐々木　保之

〒015-0866
由利本荘市堤脇40番地１

H17.3 284名

・本荘居宅介護支援事業所
・大内居宅介護支援事業所
・東由利居宅介護支援事業所
・南部居宅介護支援事業所
・岩城居宅介護支援事業所
・西目居宅介護支援事業所
・訪問介護事業所
・中央訪問入浴介護事業所
・通所介護事業所高台苑

・通所介護事業所さつき苑
・矢島通所介護事業所
・岩城通所介護事業所
・通所介護事業所白百合苑
・通所介護事業所鮎川
・特別養護老人ホーム白百合苑短期入所生活介護事業所
・通所介護事業所きざくら
・グループホームきざくら
・特別養護老人ホーム白百合苑　　　　　　  （18事業所）

H30.5.11 R1.11.11

40 社会福祉法人久盛福祉会
社会福祉法人久盛福祉会
理事長　後藤　敬太

〒018-1214
由利本荘市岩城冨田字根本9-3

H8.8 195名

・介護老人保健施設あまさぎ園
・あまさぎ園訪問介護事業所
・あまさぎ園居宅介護支援事業所
・グループホーム田園

・特別養護老人ホーム広洋苑
・特別養護老人ホーム広洋苑短期入所生活介護
・由利本荘市北部地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７事業所）

H29.6.20 R2.3.2
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ＮＯ 認証事業者（所）名 事業者名 事業者住所 設立年月 職員数 参加宣言日 認証日事業所一覧

41 社会福祉法人一真会
社会福祉法人一真会
理事長　佐々木　幸雄

〒019-0514
横手市十文字町睦合字川井川47

H22.5 90名
・特別養護老人ホーム花むつみ
・小規模多機能型居宅介護花むつみ
・風薫る宿花むつみ

・炭酸の湯ほっとデイ花むつみ
・介護の相談所花むつみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （5事業所）

H29.7.10 R2.3.2

42
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会
会長　能美　忠堯

〒014-0347
仙北市角館町小勝田間野54-5

H17.9 115名

・仙北市社会福祉協議会ヘルパーステーション
・仙北市田沢湖デイサービスセンター
・かくのだて桜苑短期入所生活介護事業所
・特別養護老人ホームかくのだて桜苑

・養護老人ホーム角館寿楽荘
・仙北市社会福祉協議会角館ケアマネステーション 
・仙北市社会福祉協議会田沢湖ケアマネステーション 
・仙北市社会福祉協議会西木ケアマネステーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （８事業所）

H29.7.13 R2.3.2

43 社会医療法人青嵐会
社会医療法人青嵐会
理事長　小松　大芽

〒015-8567
由利本荘市岩渕下110

S63.7 89名
・介護老人保健施設グランドファミリー西目
・第一病院居宅介護支援事業所

・グループホームたんぽぽ西目
・第一病院訪問看護ステーション　　　　　 　（4事業所）

H30.5.10 R2.3.2

44 社会福祉法人豊生会
社会福祉法人豊生会
理事長　佐藤　眞紀男

〒010-1653
秋田市豊岩小山字中山216番地27

H9.8 114名
・介護老人保健施設ふれ愛の里
・ふれ愛の里居宅介護支援センター

・グループホームふれ愛の里牛島
・小規模多機能ふれ愛の里　　　　　　　　    （4事業所）

H30.5.28 R2.3.2

45 社会福祉法人晃和会
社会福祉法人晃和会
理事長　伊藤　二雄

〒010-1101
秋田市太平八田字藤の崎231-3

S53.2 156名

・特別養護老人ホーム大平荘
・大平荘ショートステイセンター
・大平荘居宅介護支援事業所
・ひだまり居宅介護支援事業所
・ひだまりデイサービスセンター
・川口居宅介護支援事業所

・川口デイサービスセンター
・本道の街ショートステイセンター
・本道の街デイサービスセンター
・デイサービス本道の街ゆったり館
・本道の街ヘルパーステーション
・東通地域包括支援センターひだまり　　   （１２事業所）

R1.7.29 R2.3.2

46 株式会社三光メディケア
株式会社三光メディケア
代表取締役　安倍秋一

〒018-0411
にかほ市院内字嶋田42-1

H25.2 ５５名

・居宅介護支援事業所ハルモニア・にかほ
・訪問看護ステーションハルモニア・にかほ
・通所介護事業所ハルモニア・にかほ
・複合型サービス事業所ハルモニア・にかほ

・定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所ハルモニア・にかほ
・夜間対応型訪問介護事業所ハルモニア・にかほ
・定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所ハルモニア・本荘
・訪問介護事業所ハルモニア・本荘　　　　　　　（8事業所）

H29.9.27 R3.2.8

47 セントシェアハウス株式会社
セントシェアハウス株式会社
代表取締役　土岐一洋

〒010-1636
秋田市新屋比内町22-22

H26.2 40名
・みんなのまち
・みんなのまち岩城 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2事業所）

H30.1.19 R3.2.8

48 社会福祉法人松寿会
社会福祉法人松寿会
理事長　佐々木　勘右エ門

〒010-1654
秋田市浜田字陳ヶ原15-5

S42.2 149名

・松寿会特別養護老人ホーム松涛園
・松寿会指定短期入所生活介護事業所
・松寿会指定通所介護事業所
・松寿会指定居宅介護支援事業所
・松寿会指定訪問介護事業所
・松寿園指定訪問介護事業所

・松峰園指定訪問介護事業所
・社会福祉法人松寿会外部サービス
　　特定施設入居者生活介護養護老人ホーム松寿園
・社会福祉法人松寿会外部サービス
　　特定施設入居者生活介護（盲）養護老人ホーム松峰園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9事業所）

R2.4.15 R3.3.24

49 社会福祉法人雄勝なごみ会
社会福祉法人雄勝なごみ会
理事長　栗林　孝得

〒019-0205
湯沢市小野字大沢田221番地

S56.6 335名

・特別養護老人ホーム平成園
・老人短期入所事業平成園
・デイサービスセンター平成園
・平成園指定居宅介護支援事業所
・平成園サテライト型特別養護老人ホーム
　ぬくもりの里たてやま
・小規模多機能型居宅介護事業所
　ぬくもりの里たてやま
・東成瀬村特別養護老人ホーム幸寿苑
・東成瀬村老人短期入所生活介護事業幸寿苑
・東成瀬村デイサービスセンターなるせ

・東成瀬村訪問介護事業所仙人の杜
・特別養護老人ホームサン・グリーンゆざわ
・サン・グリーンゆざわ指定短期入所生活介護事業所
・サン・グリーンゆざわサテライト型特別養護老人ホーム桜おかだ
・小規模多機能型居宅介護事業所桜おかだ
・桜おかだ居宅介護支援事業所
・ぱあとなあ指定訪問介護事業所
・特別養護老人ホームいさみが岡
・短期入所生活介護事業所いさみが岡
・デイサービスセンターいさみが岡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19事業所）

R2.4.24 R3.3.24
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50 有限会社福寿
有限会社福寿
代表取締役　長澤　典雄

〒014-0114
大仙市福田字川原道下55-1

H15.8 108名

・訪問看護ステーションかくのだて
・グループホーム福寿草
・サポートハウス髙砂
・ケアホーム星宮

・ケアサポート神岡
・サポートハウス仙北
・ケアライフ心都
・グループホーム角館　　　　　　　　　　　（8事業所）

H29.9.6 R3.11.15

51 社会福祉法人本荘久寿会
社会福祉法人本荘久寿会
理事長　佐藤　大

〒015-0031
由利本荘市浜三川字小山口20

H6.10 275名

・介護老人保健施設ひまわりの里
・特別養護老人ホームひまわり
・ショートステイひまわり
・デイサービスセンターひまわり
・居宅介護支援ひまわり
・グループホーム望海の家
・ショートステイケアステーションゆうゆう

・デイサービスセンターケアステーションゆうゆう
・居宅介護支援ゆうゆう
・小規模多機能型居宅介護しょうぶの郷
・認知症対応型共同生活介護しょうぶの郷
・特別養護老人ホームあじさいの郷
・ショートステイあじさいの郷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13事業所）

R2.4.3 R3.11.15

52 有限会社ケアプランナー横手
有限会社ケアプランナー横手
代表取締役　大坂　隆

〒013-0025
横手市寿町6-3

H17.6 72名
・有限会社ケアプランナー横手
・指定短期入所生活介護朝日のあたる家

・ヘルパーステーション横手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3事業所）

H29.7.27 R4.3.23

53 社会福祉法人交楽会
社会福祉法人交楽会
理事長　赤石　利法

〒018-4301
北秋田市米内沢字七曲51番地
森吉構造改善センター内

H2.7 153名

・介護老人保健施設もりよし荘
・もりよし荘短期入所療養介護
・もりよし荘通所リハビリテーション
・グループホームもりの家

・特別養護老人ホーム森泉荘
・森泉荘老人短期入所
・デイサービスもりの郷
・もりよし荘居宅介護支援事業所　　　　　　（８事業所）

H30.7.6 R4.3.23

54 社会福祉法人賛成福祉会
社会福祉法人賛成福祉会
理事長　鈴木　嘉重

〒010-1106
秋田市太平山谷字中山谷227番地2

H9.7 89名
・介護老人保健施設山盛苑
・地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

・うぐいす城東在宅サポートセンター　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３事業所）

H30.12.5 R4.3.23

55 株式会社ユウメディカル
株式会社ユウメディカル
代表取締役社長　富樫　順子

〒019-1404
仙北郡美郷町六郷字遠槻154-1

H4.10 121名

・株式会社ユウメディカル
・短期入所生活介護いこいの里
・いこいの里介護相談センター
・いこいの里デイサービスセンター
・ショートステイいこいの里増田

・いこいの里介護相談センター増田
・いこいの里訪問看護ステーション
・いこいの里介護相談センター大森
・グループホームいこいの家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9事業所）

R2.1.22 R4.3.23

56 株式会社ケア・ファースト
株式会社ケア・ファースト
代表取締役　工藤　寿廣

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿二丁目6-28
（県内連絡先：南秋田郡八郎潟町川崎字昼寝90-
1）

H10.6 66名
・ショートステイのぞみ
・ショートステイやまびこ

・ショートステイかがやき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3事業所）

R2.6.8 R4.3.23

57 社会福祉法人敬仁会
社会福祉法人敬仁会
理事長　藤原　慶正

〒010-0201
潟上市天王字鶴沼台43番地226

S61.5 170名

・特別養護老人ホーム 松恵苑
・老人保健施設 くらかけの里
・地域密着型特別養護老人ホーム 聚恵苑
・デイサービスセンター はまなす

・ケアプランセンター てんのう
・短期ケアセンター松恵苑
・短期ケアセンター聚恵苑ショートステイかがやき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７事業所）

R2.10.12 R4.11.14

58
社会福祉法人
湯沢市社会福祉協議会

社会福祉法人
湯沢市社会福祉協議会
会長　阿部　家明

〒012-0815
湯沢市古館4番5号

H17.3 54名
・湯沢ゆうあい介護支援センター
・湯沢ゆうあい訪問介護センター
・湯沢ゆうあい訪問入浴介護センター

・デイサービスセンターコスモス
・湯沢そうあい居宅介護支援事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５事業所）

R2.6.24 R4.11.14
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