
青葉東支部 令和4年度仙台市老人福祉施設協議会会員名簿
令和4年4月1日現在

№ 種別 支部 施設名 設置法人 〒 住　　　所 施設長名 電話 ファックス メール 入所 ショート デイ

1 養護 青葉東 仙台長生園 仙台市社会事業協会 981-0917 仙台市青葉区葉山町8-1 佐藤　文彦 271‐7255 271‐7220 ｍｔ.leaf@orion.ocn.ne.jp 150 0 -

2 特養 青葉東 アルテイル青葉 青葉福祉会 980-0845 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16 久米　大介 214‐0185 214‐0187 kume-d@aofuku.or.jp 55 16 -

3 特養 青葉東 国見苑 国見会 981-0943 仙台市青葉区国見6-40-35 庄司　英子 233‐9235 233‐8222 kunimikai-kunimien@leaf.ocn.ne.jp 58 20 -

4 特養 青葉東 シオンの園 仙台キリスト教育児院 981-0906 仙台市青葉区小松島新堤7-1 福田　宏子 233‐3293 233‐6948 70 10 -

5 特養 青葉東 仙台楽生園 仙台市社会事業協会 981-0917 仙台市青葉区葉山町8-1 植木　祐子 273‐4920 273‐8510 rakuseien-you@arion.ocn.ne.jp 90 20 -

6 特養 青葉東 寳樹苑 無量壽会 981-0924 仙台市青葉区双葉ケ丘2-9-2 只木　和彦 275‐3786 275‐4786 info@mrjk.jp 100 － -

7 特養 青葉東 せんじゅ 大樹 981-0953 仙台市青葉区西勝山14-10 増子　努 277-9455 303-5277 tokuyou@rhythm.ocn.ne.jp 80 20 -

8 ケア 青葉東 ケアハウス青葉ハイツ 青葉福祉会 980-0866 仙台市青葉区八幡4丁目7-6 髙橋　佳世 341-1402 341-1409 aobahaitsu@aofuku.or.jp 30 - -

9 ケア 青葉東 光陽ホーム 青葉福祉会 980-0845 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5 田村　昌一 214‐7111 716‐1617 koyohome2@heart.ocn.ne.jp 50 - -

10 併DS 青葉東 三居沢ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 青葉福祉会 980-0845 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5 田村　昌一 214‐7112 722‐5350 sankyozawaday1@heart.ocn.ne.jp - - 20

11 併DS 青葉東 双葉ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 無量壽会 981-0924 仙台市青葉区双葉ケ丘2-9-2 只木　和彦 275‐3624 275‐4786 info@mrjk.jp - - 30

12 併DS 青葉東 楽園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 仙台市社会事業協会 981-0917 仙台市青葉区葉山町8-1 小船　正明 273-4930 273-8510 rakuseien-u@wing.ocn.ne.jp - - 22

13 併DS 青葉東 八幡デイサービスセンター 青葉福祉会 980-0871 仙台市青葉区八幡4-7-6 庄子　清典 341-1405 341-1409 hachi-ds@aofuku.or.jp - - 20

14 併DS 青葉東 こ～ぷのお家桜ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ こーぷ福祉会 981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-1 木島　弘詞 279-2941 719-3165 sn.m59722hk@todock.coop - - 30

15 単DS 青葉東 仙台市台原ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 仙台市社会福祉協議会 981-0903 仙台市青葉区台原森林公園1-3 吉田　町子 233‐3901 233‐4248 dainohara-day@shakyo-sendai.or.jp - - 20

16 単SS 青葉東 清涼苑 無量壽会 981-0924 仙台市青葉区双葉ケ丘2-9-2 只木　和彦 275‐4348 275‐4786 info@mrjk.jp - 40 -

17 居宅 青葉東 くにみケアプランセンター 国見会 981-0943 仙台市青葉区国見6-40-35 庵原　眞里 233-6665 233-7033 kunimi-careplan@leaf.ocn.ne.jp

18 居宅 青葉東 小松島ケアプランセンター 仙台キリスト教育児院 981-0906 仙台市青葉区小松島新堤7-1 舟生　左知子 233-3293 233-6948

19 居宅 青葉東 社協台原ケアプランセンター 仙台市社会福祉協議会 981-0903 仙台市青葉区台原森林公園1-3 稲邊　真里子 233-3901 233-4248 dainohara-center@cap.ocn.ne.jp

20 地域特養ｻﾃﾗｲﾄ 青葉東 サテライト大石原苑 大石ヶ原会 981-0945 仙台市青葉区荒巻字仁田谷地1-1 笹原　信也 719-1816 719-1817 ｓ.oishiharaen@oishigaharakai.or.jp 29 10 -

21 地域特養ｻﾃﾗｲﾄ 青葉東 アルテイル宮町 青葉福祉会 980-0004 仙台市青葉区宮町1-4-47 内山　弘基 224-6085 224-6086 uchiyama-k@aofuku.or.jp 29 - -

22 地域特養ｻﾃﾗｲﾄ 青葉東 ふたばの杜 すばる 981-0924 仙台市青葉区双葉ケ丘1-42-6 川井　丈弘 344-8581 344-8582 tokuyou-futaba@izuminomori.jp 29 10 -
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