
宮城野・若林支部 令和元年度仙台市老人福祉施設協議会会員名簿
令和元年5月23日現在

№ 種別 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 特養 かむりの里翔裕園 杜の村 983-0821 宮城野区岩切字東河原352-3 板垣　幸一 396‐7522 396‐8083 info@morinomura.com 50 12 -

2 特養 暁星園 カトリック児童福祉会 983-0833 宮城野区東仙台6-2-1 野辺地　実 295‐4751 295‐4752 gyouseien@catholicjido.org 120 20 -

3 特養 パルシア カトリック児童福祉会 983-0822 宮城野区燕沢東3-8-10 升田　顕治 253‐3301 253‐3302 info@palusia.or.jp 50 20 -

4 特養 リーフ鶴ケ谷 宏恵会 983－0824 宮城野区鶴ケ谷字京原79－1 中谷　良子 388－3303 252－1206 koukeikai@ｔｉｔａｎ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ 90 20 -

5 特養 田子のまち 宮城厚生福祉会 983-0021 宮城野区田子字富里153 土谷　ちはる 388-9970 388-9980 c₋tsuｃｈiya@zmkk.org 80 - -

6 特養 Ｊ＆Ｂ 康陽会 983-0845 宮城野区清水沼3丁目7-8 城　桂子 291-2234 291-2214 j-b@sepia.plala.or.jp 61 9 30

7 特養 ハートケア鶴ケ谷 カトリック児童福祉会 983-0824 宮城野区鶴ケ谷2丁目1-13 折腹　実己子 357-0960 357-0687 heart-turu@kind.ocn.ne.jp 120 - -

8 軽費 あけの星荘 カトリック児童福祉会 983-0832 宮城野区安養寺2-24-1 八鍬　廣志 297‐1359 297‐3103 akenohoshi@jcom.home.ne.jp 50 - -

9 ケア ケアハウスインいわきり 太陽 983-0821 宮城野区岩切字稲荷24-1 石川　雄一 396-7277 396-7278 care-hause@iwakiri-hp.jp 42 - -

10 ケア ひまわり 杜の村 983-0821 宮城野区岩切字東河原352-3 板垣　幸一 396‐8082 396‐8083 info@morinomura.com 24 - -

11 ケア 宮城野の里 宮城厚生福祉会 983-0021 宮城野区田子字富里223 大内　誠 388‐8777 388‐8778 m-ouchi@zmkk.org 30 - -

12 併DS 岩切ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰかむりの里翔裕園 杜の村 983-0821 宮城野区岩切字東河原352-3 板垣　幸一 396‐8081 396‐8083 info@morinomura.com - - 30

13 併DS 燕沢ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ カトリック児童福祉会 983-0822 宮城野区燕沢東3-8-10 鶴岡　賢太 253‐3322 253‐3302 info@palusia.or.jp - - 30

14 併DS 福田町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 宮城厚生福祉会 983-0021 宮城野区田子字富里223 黒澤　有美 388‐8777 388‐8778 a-yamada@zmkk.org - - 42

15 単DS 仙台市高砂ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 仙台市社会福祉協議会 983-0014 宮城野区高砂1-24-9 丹野　國広 259‐7861 259‐7882 - - 35

16 小規模DS 短期入所生活介護施設福田町 宮城厚生福祉会 983-0021 宮城野区田子字富里223 鈴木　綾華 388-8777 388‐8778 a-yamada@zmkk.org - 20 -

17 居宅 社協高砂ケアプランセンター 仙台市社会福祉協議会 983-0014 宮城野区高砂1-24-9 吉田　美香 259-7861 259-7882 qqff7cn9k@fine.ocn.ne.jp

18 居宅 居宅介護支援宮城野の里 宮城厚生福祉会 983-0021 宮城野区田子1-26-5 庄司　みどり 388-8700 388-8714 m-shohji@zmkk.org

19 居宅 燕沢ケアプランセンター カトリック児童福祉会 983-0822 宮城野区燕沢東3-8-10 千葉　謙一 253-3355 253-3302 info@palusia.or.jp

宮城野区



宮城野・若林支部 令和元年度仙台市老人福祉施設協議会会員名簿
令和元年5月23日現在

№ 種別 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

20 特養 チアフル遠見塚 敬長福祉会 984-0823 若林区遠見塚1-14-30 今野　雅通 286‐2591 286‐2859 keichotomizuka@leaf.ocn.ne.jp 50 20 -

21 特養 成仁杜の里仙台 杜の里福祉会 984-0030 若林区荒井東2-12-1 内海　史江 289‐7111 289‐9333 f.utsumi@morinosatofukushikai.com 130 20 -

22 特養 萩の風 ウエル千寿会 984-0838 若林区上飯田字天神一番地一 田中　伸弥 289-8555 289‐1755 info@haginokaze.com 40 10 -

23 ケア 千年の杜仙台 杜の里福祉会 984-0030 若林区荒井東2-12-1 内海　史江 289‐5111 287-4165 f.utsumi@morinosatofukushikai.com 50 - -

24 併DS 遠見塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 敬長福祉会 984-0823 若林区遠見塚1-14-30 庄司　正浩 286‐3798 286‐2859 keichotomizuka@leaf.ocn.ne.jp - - 42

25 単DS 仙台市沖野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 仙台市社会事業協会984-0831 若林区沖野7-34-43 植木　祐子 282‐0539 282‐0532 okinodei@ace.ocn.ne.jp - - 25

26 居宅 沖野居宅介護支援センター 仙台市社会事業協会984-0831 若林区沖野7-34-43 植木　祐子 282-0537 282-0532 okikyotaku@clock.ocn.ne.jp

27 居宅 遠見塚居宅介護支援センター 敬長福祉会 984-0823 若林区遠見塚1-14-30 庄司　正浩 286-3879 286-2859

28 居宅 杜の里居宅介護支援センター 杜の里福祉会 984-0030 若林区荒井東2-12-1 渡邉  美智子 289-9777 290-9131

29
地域特養
ｻﾃﾗｲﾄ

チアフル古城 敬長福祉会 984-0825 若林区古城3-12-18 今野　雅通 766-8177 282-2511 k-furujiro@samba.ocn.ne.jp 29 10 -

30
地域特養
ｻﾃﾗｲﾄ

萩の風サテライト ウエル千寿会 984-0838 若林区上飯田字天神1-1 田中　伸弥 369-3907 289-1755 info@haginokaze.com 29 10 -

若林区


