
事 業 所 の 名 称 事 務 所 の 所 在 地 地区 電話番号
篠田指定居宅介護支援事業所 桜町２番６８号 （第１） 629-8636
至誠堂ケアプランセンター　みらい 旅篭町一丁目７番２３号 （第１） 615-7216
ほほえみ介護 七日町2-7-43 （第１） 666-7300
わたげの会居宅介護支援事業所 上町一丁目９番１７号 （第２） 644-4875
ニチイケアセンター山形 上町三丁目１２番６号 （第２） 647-1951
ゴールデンスタッフ山形居宅介護支援センター 上町五丁目５番２７号 （第２） 646-6868
エ･アロール　コンストラクション・マネジメント 桜田西二丁目５番１２号 （蔵王） 666-6110
指定居宅介護支援事業所どうまち 銅町二丁目１９番４０号 （第３） 615-6440
居宅介護支援事業所六日町あいあい 六日町２番７号 （第４） 634-6018
山形ケアセンターそよ風 荒楯町一丁目４番１号 （第６） 615-4335
にじいろケアマネ事務所 五十鈴1-2-10-8 （鈴川） 622-1971
居宅介護支援事業所わが家 荒楯町二丁目９番７号 （第６） 674-7610
はーと＆はーと居宅介護支援事業所 南栄町二丁目８番１１号 （第６） 615-7071
高柳整形外科クリニック　ケアプランセンター 十日町三丁目７番２２号 （第６） 674-9084
あんずの家居宅介護支援事業所 南一番町５番２６号 （第６） 615-4625
セントケア訪問看護ステーション山形 十日町3-6-43 （第６） 615-1014
アエル介護サービス 城西町二丁目８番２８－５号 （第７） 679-4651
ニチイケアセンター山形中央 城西町四丁目１８番３０号 （第７） 647-7366
指定居宅介護支援事業所　虹 城西町四丁目２７番２５号 （第７） 643-2883
居宅介護支援事業所　馬見ケ崎 桧町一丁目１７番２３号 （第９） 681-5822
指定居宅介護支援事業所よつば 嶋南一丁目１０番７号 （第９） 682-7250
ライフサポートセンターめだか 嶋南二丁目２番７号 （第９） 682-8422
いずみケアセンター居宅介護支援事業所 江俣一丁目９番２３号 （金井） 682-0915
居宅介護支援事業所フォーリーフ嶋 嶋北一丁目１６番３５号 （第９） 666-6112
居宅介護支援事業所さくらホーム山形 嶋北三丁目１４番２４号 （第９） 674-6510
居宅介護支援事業所　樫の木 桧町一丁目１０番１０号 （第９） 665-0511
山形徳洲会介護センター 清住町二丁目３番５１号 （第１０） 647-6969
山形市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 城西町二丁目２番２２号 （第１０） 647-9753
ケアプランセンターすみれ 城西町五丁目1番7号 （第１０） 664-1500
笠原整形外科居宅介護支援センター 久保田一丁目８番２１号 （第１０） 645-1533
あっぷるケアサービス 久保田一丁目７番７号 （第１０） 647-7233
SOMPOケア山形あかねヶ丘 あかねヶ丘一丁目２番３３号 （第１０） 647-7123
居宅介護支援事業所　くるみ あかねケ丘三丁目1番1-205号 （第１０） 674-0926
ソーレケアセンター花楯 花楯二丁目１８番７８－１０１号 （鈴川） 615-6267
指定居宅介護支援事業所ながまち荘 長町７５１番地 （千歳） 681-2865
ケアプランセンターくつろぎ 若宮4-1-1 （南沼原） 646-0772
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事 業 所 の 名 称 事 務 所 の 所 在 地 地区 電話番号
指定居宅介護支援事業所済生会山形訪問看護ステーション 沖町７９番１号 （千歳） 682-0135
指定居宅介護支援事業所サニーヒル菅沢 すげさわの丘７２７番地２０ （本沢） 645-8525
指定居宅介護支援事業所すげさわ すげさわの丘４６番地 （本沢） 646-1162
山形厚生病院居宅介護支援センター 菅沢鬼越２５５番地 （本沢） 645-8118
指定居宅介護支援事業所よねき 大字前明石京旦１２１番地１ （本沢） 645-2621
とかみ共生苑指定居宅介護支援事業所 富神前６番地 （西山形） 646-5037
指定居宅介護支援事業所愛日荘 妙見寺４番地 （東沢） 631-9955
敬寿園居宅介護支援事業所 妙見寺５００番地１ （東沢） 634-2310
指定居宅介護支援事業所あたご荘 大字岩波５番地 （滝山） 632-6099
居宅介護支援事業所つばさ 青田南６番１３号 （滝山） 627-7011
湖山病院ケアプランセンター 上桜田五丁目１番１号 （滝山） 664-1803
しあわせ指定居宅介護支援事業所 元木１－２－３ （滝山） 632-5008
さくらパレス指定居宅介護支援事業所 桜田西四丁目１番１４号 （蔵王） 633-3107
蔵王やすらぎの里指定居宅介護支援事業所 蔵王半郷字石高７９番地７ （蔵王） 688-8002
山形県接骨師会しらい介護支援事業所 蔵王半郷２６５番地１８ （蔵王） 688-5767
SOMPOケア山形桜田 桜田西四丁目１７番１号　桜田悠悠館２F-D号室 （蔵王） 629-8351
居宅介護支援事務所　福寿乃郷 飯田二丁目７番３０号 （蔵王） 625-5212
居宅介護支援センターれんげ草 桜田東四丁目１番２６号１階 （蔵王） 673-0740
居宅介護支援事業所くろさわ 大字黒沢５４７番地６７ （南山形） 674-0037
みこころの園指定居宅介護支援事業所 沼木下河原１１２９番地１ （南沼原） 644-7160
居宅介護支援事業所訪問看護ステーションやまがた 松栄一丁目５番６３号 （南沼原） 685-8082
なごみの里指定居宅介護支援事業所 吉原三丁目10番８号 （南沼原） 647-8860
あかねヶ丘ケアセンターあかねヶ丘居宅介護支援事業所 あかねケ丘三丁目１５番７号 （南沼原） 647-6630
せんじゅ居宅介護支援事業所 深町一丁目２番５号 （南沼原） 673-0514
総合福祉施設いきいきの郷 成安４２５番地２ （大郷） 681-2941
山形市社会福祉協議会うるしやま居宅介護支援事業所 漆山８２２番地 （出羽） 685-5261
笑福ケアプラン 漆山１６９８番地２６ （出羽） 686-9512
居宅介護支援事業所　けやきの森 漆山字念仏段１９０３番地１ （出羽） 674-9327
愛和ケアセンター 漆山１８３５番地 （出羽） 686-9034
介護福祉施設　燦燦（さんさん） 十文字字大原８４８番地１ （楯山） 686-9875
楽聖ケアプランセンター 江俣四丁目１８番２６号 （金井） 687-0606
ケアプランセンター　EMIO 陣場二丁目８番３５号 （金井） 674-0375
サンシャイン大森居宅介護支援センター 大森２１３９番地１ （高瀬） 685-1218
指定居宅介護支援事業所サニーヒル山寺 山寺１９７３番地３３５ （山寺） 667-5007
あすなろケアプランセンター 泉町17-30 （千歳） 624-8801


