
令和4年3月31日

施設コード 補助事業者 施設等の種類 施設等の名称

1 社会福祉法人庄慶会 特別養護老人ホーム 社会福祉法人庄慶会特別養護老人ホーム洛風苑

2 社会福祉法人仙台市社会事業協会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム仙台楽生園

3 社会福祉法人共和会 特別養護老人ホーム 社会福祉法人共和会特別養護老人ホーム思行園

4 社会福祉法人自生会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム自生苑

5 社会福祉法人仙台キリスト教育児院 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームシオンの園

6 社会福祉法人青葉福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームアルテイル青葉

7 社会福祉法人無量壽会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム寳樹苑

8 社会福祉法人大石ヶ原会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム大石原苑

9 社会福祉法人東北福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームリベラ荘

10 社会福祉法人国見会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム国見苑

11 社会福祉法人東北福祉会 特別養護老人ホーム せんだんの里特別養護老人ホーム

12 社会福祉法人東北福祉会 特別養護老人ホーム 社会福祉法人東北福祉会せんだんの館

13 社会福祉法人敬寿会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム仙台敬寿園

14 社会福祉法人陽光福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームエコーが丘

15 社会福祉法人大樹 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームせんじゅ

16 社会福祉法人七日会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームせんだい郷六の杜

17 社会福祉法人グラディーレ 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム青葉の郷

18 社会福祉法人大石ヶ原会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム青葉ふるさと村

19 社会福祉法人カトリック児童福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム暁星園

20 社会福祉法人カトリック児童福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームパルシア

21 社会福祉法人杜の村 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームかむりの里翔裕園

22 社会福祉法人康陽会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームＪ＆Ｂ

23 社会福祉法人宏恵会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームリーフ鶴ヶ谷

24 社会福祉法人宮城厚生福祉会 特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設田子のまち

25 社会福祉法人カトリック児童福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム　ハートケア鶴ケ谷

26 社会福祉法人美楽会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームいこいの郷・燕沢

27 社会福祉法人敬長福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームチアフル遠見塚

28 社会福祉法人杜の里福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム成仁杜の里仙台

29 社会福祉法人ライフの学校 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム萩の風

30 社会福祉法人宮城ろうふく会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム大東苑

31 社会福祉法人八木山福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム八木山翠風苑

32 社会福祉法人宮城県福祉事業協会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム茂庭苑

33 社会福祉法人仙台ビーナス会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム白東苑

34 社会福祉法人庄慶会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームサン・つばき

35 社会福祉法人杜の里福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム一重の里

36 社会福祉法人みずほ 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム春の森から

37 社会福祉法人ウェルフェア仙台 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム大年寺山ジェロントピア

38 社会福祉法人まほろば 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームまほろばの里向山

39 社会福祉法人ノテ福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームノテとみざわの里

40 社会福祉法人緑愛会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム　オー・ド・エクラ

41 社会福祉法人あおば厚生福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム茂庭台あおばの杜

仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金額確定施設等一覧（養護老人ホームを除く高齢者福祉施設等分）

　令和４年３月31日付けで下記の補助事業者から実績報告のありました下記の施設等に係る標記の補助金については，仙台市補助金等交付規則第13条，仙台市補助金等交付規則施行要領第５条及び仙台
市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金交付要綱第12条第２項の規定により，当該実績報告のとおり補助金の額を確定しましたので，お知らせします。

1/16



令和4年3月31日

施設コード 補助事業者 施設等の種類 施設等の名称

仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金額確定施設等一覧（養護老人ホームを除く高齢者福祉施設等分）

　令和４年３月31日付けで下記の補助事業者から実績報告のありました下記の施設等に係る標記の補助金については，仙台市補助金等交付規則第13条，仙台市補助金等交付規則施行要領第５条及び仙台
市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金交付要綱第12条第２項の規定により，当該実績報告のとおり補助金の額を確定しましたので，お知らせします。

42 社会福祉法人愛泉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム愛泉荘

43 社会福祉法人泉和会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム泉和荘

44 社会福祉法人虹の会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム泉陵虹の苑

45 社会福祉法人幸生会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム水泉荘

46 社会福祉法人泉寿会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム泉寿荘

47 社会福祉法人仙台白百合会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑

48 社会福祉法人やまとみらい福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム抱優館八乙女

49 社会福祉法人愛泉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム泉音の郷

50 社会福祉法人創生会 特別養護老人ホーム 創生園泉大沢

51 社会福祉法人幸生会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム泉クラシック

52 社会福祉法人基弘会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム　リズムタウン仙台

53 社会福祉法人湖星会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームラスール泉

54 社会福祉法人大石ヶ原会 特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設泉ふるさと村

55 社会福祉法人七日会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム八沢の杜

56 社会福祉法人自生会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム自生苑サテライト

57 社会福祉法人青葉福祉会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームアルテイル宮町

58 社会福祉法人すばる 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームふたばの杜

59 社会福祉法人　大石ヶ原会 特別養護老人ホーム サテライト大石原苑

60 社会福祉法人幸生会 特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス

61 社会福祉法人敬長福祉会 特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホームチアフル古城

62 社会福祉法人ライフの学校 特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム萩の風サテライト

63 社会福祉法人仙台ビーナス会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム第二白東苑

64 社会福祉法人　うえるかむ 特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム　てらす鈎取

65 社会福祉法人無量壽会 特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム寳樹苑いずみ

66 社会福祉法人仙台白百合会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム梅が丘

67 社会福祉法人やまとみらい福祉会 特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム　抱優館南光台東

68 社会福祉法人湖星会 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームスターレイク仙台

69 株式会社ウェル 小規模多機能型居宅介護 すけるん家上杉

70 社会福祉法人大樹 小規模多機能型居宅介護 多機能ホーム木かげ

71 社会福祉法人すばる 小規模多機能型居宅介護 杜の家ふたば

72 株式会社エムズ 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームエムズ落合

73 株式会社百母 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護施設ココロ

74 社会福祉法人ノテ福祉会 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護ノテ国見

75 セントケア宮城株式会社 小規模多機能型居宅介護 セントケア仙台田子

76 セントケア東北株式会社 小規模多機能型居宅介護 セントケア仙台福室

77 医療法人尚真会たんのクリニック 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護ダーチャ榴岡

78 医療法人社団清山会 小規模多機能型居宅介護 杜の家みやぎ

79 医療法人社団清山会 小規模多機能型居宅介護 杜の家ゆづる

80 株式会社仙台在宅サービス 小規模多機能型居宅介護 コミュニティホーム東仙台燕沢

81 株式会社仙台在宅サービス 小規模多機能型居宅介護 コミュニティホーム東仙台新田

82 ＳＯＭＰＯケア株式会社 小規模多機能型居宅介護 ＳＯＭＰＯケア　仙台萩野町　小規模多機能
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83 有限会社福祉サポート仙台東 小規模多機能型居宅介護 憩いの園さくら

84 株式会社フェイドレスケア 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護結里

85 有限会社オーバード 小規模多機能型居宅介護 マイムケア

86 株式会社未来企画 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホーム　福ちゃんの家

87 社会福祉法人ノテ福祉会 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護ノテ五橋

88 社会福祉法人仙台ビーナス会 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護結いの館

89 株式会社ソシエニード 小規模多機能型居宅介護 ひより台コラボケアセンター

90 医療法人仙台医療福祉会 小規模多機能型居宅介護 やすらぎホーム柳生

91 株式会社よりあい 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能みその

92 有限会社福祉サポート仙台東 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護　憩いの園れんげ

93 社会福祉法人　うえるかむ 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業所清穏の庵

94 株式会社　ここみケア 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ここさいむら青山

95 社会福祉法人　ノテ福祉会 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護ノテ東大野田

96 有限会社オーバード 小規模多機能型居宅介護 マイムケア長町

97 株式会社ウェルフェアーフォレスト 小規模多機能型居宅介護 ファミリアーレ富沢

98 シンフォニーケア株式会社 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護シンフォニー将監

100 シンフォニーケア株式会社 小規模多機能型居宅介護 シンフォニー松森

101 株式会社ＮＧＵ 小規模多機能型居宅介護 美里の風

102 コスモスケア株式会社 小規模多機能型居宅介護 コスモス南光台東マルチケア

103 コスモスケア株式会社 小規模多機能型居宅介護 コスモス松陵マルチケア

104 宮城県高齢者生活協同組合 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業所いろり庵こぶし

105 社会福祉法人基弘会 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護リズムタウン仙台

106 株式会社ここみケア 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ここさいむら泉中央

107 医療法人社団清山会 小規模多機能型居宅介護 杜の家かぐら

108 株式会社ウェルフェアーフォレスト 小規模多機能型居宅介護 ファミリアーレ長命ヶ丘

109 社会福祉法人元気村 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護　国見あおば翔裕園

110 株式会社ここみケア 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能ここさいむら小田原

111 セントケア東北株式会社 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） セントケア看護小規模仙台中野

112 社会福祉法人カトリック児童福祉会 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護　ハートケア鶴ヶ谷

113 アクアビット・ファクトリー株式会社 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 包括ケアステーション　ソエル

114 医療法人モクシン 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） ＨＯＣカンタキ

115 セントケア東北株式会社 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） セントケア看護小規模仙台荒井

116 医療法人社団　静実会 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） かがやき

117 セントケア東北株式会社 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） セントケア看護小規模太白山田

118 社会福祉法人ノテ福祉会 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護ノテ富沢

119 株式会社リエンズ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護リエンズ

120 株式会社よりあい 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 看護小規模多機能型居宅介護あゆみ

121 医療法人松田会 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 寺岡クリニック　看護小規模多機能

122 医療法人松田会 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 松田病院看護小規模多機能

123 医療法人財団明理会 介護老人保健施設 仙台ロイヤルケアセンター

124 社会福祉法人元気村 介護老人保健施設 老人保健施設国見ナーシングホーム翔裕園
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令和4年3月31日

施設コード 補助事業者 施設等の種類 施設等の名称

仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金額確定施設等一覧（養護老人ホームを除く高齢者福祉施設等分）

　令和４年３月31日付けで下記の補助事業者から実績報告のありました下記の施設等に係る標記の補助金については，仙台市補助金等交付規則第13条，仙台市補助金等交付規則施行要領第５条及び仙台
市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金交付要綱第12条第２項の規定により，当該実績報告のとおり補助金の額を確定しましたので，お知らせします。

126 医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設 せんだんの丘

127 医療法人財団あおば会 介護老人保健施設 ハート五橋

128 医療法人財団明理会 介護老人保健施設 介護老人保健施設仙台青葉ロイヤルケアセンター

129 医療法人社団泉翔会 介護老人保健施設 泉翔の里

130 社会医療法人康陽会 介護老人保健施設 介護老人保健施設メープル小田原

131 医療法人星陵会 介護老人保健施設 介護老人保健施設Ｃｈａｌｌｅｎｇｅすこやか

132 社会医療法人康陽会 介護老人保健施設 介護老人保健施設コジーケアホーム

133 社会医療法人康陽会 介護老人保健施設 介護老人保健施設けやき

134 医療法人杏林会 介護老人保健施設 介護老人保健施設リハビリパーク高砂

135 医療法人松田会 介護老人保健施設 医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガヤ

136 特定医療法人白嶺会 介護老人保健施設 老人保健施設はくれい

137 医療法人杏林会 介護老人保健施設 介護老人保健施設リハビリパーク仙台東

138 医療法人福祉の森 介護老人保健施設 介護老人保健施設春風のころ

139 医療法人社団　葵会 介護老人保健施設 介護老人保健施設　葵の園・仙台東

141 医療法人社団誠英会 介護老人保健施設 老人保健施設ソアーズ

142 独立行政法人地域医療機能推進機構 介護老人保健施設 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台南病院附属介護老人保健施設

143 医療法人翠十字 介護老人保健施設 老人保健施設杜の倶楽部

144 医療法人松田会 介護老人保健施設 医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・ヤギヤマ

145 医療法人社団葵会 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・仙台

146 医療法人社団葵会 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・柳生

147 医療法人社団緑愛会 介護老人保健施設 介護老人保健施設オー・ド・エクラ

148 社会福祉法人ノテ福祉会 介護老人保健施設 介護老人保健施設ノテやるきになる里

149 医療法人松田会 介護老人保健施設 医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・イズミ

150 医療法人徳洲会 介護老人保健施設 医療法人徳洲会介護老人保健施設シルバーホームいずみ

151 医療法人泉整形外科病院 介護老人保健施設 介護老人保健施設コスモス

153 医療法人社団清山会 介護老人保健施設 介護老人保健施設いずみの杜

154 医療法人一秀会 介護老人保健施設 介護老人保健施設プレシオーソ

155 医療法人社団平成会 介護老人保健施設 介護老人保健施設ファンコート泉

156 医療法人社団葵会 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・仙台泉

157 医療法人一秀会 介護老人保健施設 介護老人保健施設エクセレンテ

158 アサヒサンクリーン株式会社 短期入所生活介護 アサヒサンクリーン株式会社あさひ祥葉苑

159 社会福祉法人無量壽会 短期入所生活介護 老人短期入所施設清涼苑

160 社会福祉法人東北福祉会 短期入所生活介護 せんだんの里ショートステイ

161 株式会社ソーシャルライズ 短期入所生活介護 ショートステイはぎの里

162 株式会社ドリームライト 短期入所生活介護 ショートステイひかりの里「かわだいら」

163 社会福祉法人敬寿会 短期入所生活介護 介護付有料老人ホームアルカディア仙台敬寿園

164 社会福祉法人元気村 短期入所生活介護 短期入所生活介護国見あおば翔裕園

165 社会福祉法人こーぷ福祉会 短期入所生活介護 こ～ぷなごみの杜桜ケ丘ショートステイ

166 社会福祉法人宮城厚生福祉会 短期入所生活介護 社会福祉法人宮城厚生福祉会短期入所生活介護施設福田町

167 医療法人社団清山会 短期入所生活介護 ショートステイみはるの杜

168 株式会社カワイチファーム 短期入所生活介護 ショートステイサービスすてら
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令和4年3月31日

施設コード 補助事業者 施設等の種類 施設等の名称

仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金額確定施設等一覧（養護老人ホームを除く高齢者福祉施設等分）

　令和４年３月31日付けで下記の補助事業者から実績報告のありました下記の施設等に係る標記の補助金については，仙台市補助金等交付規則第13条，仙台市補助金等交付規則施行要領第５条及び仙台
市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金交付要綱第12条第２項の規定により，当該実績報告のとおり補助金の額を確定しましたので，お知らせします。

169 コスモスケア株式会社 短期入所生活介護 ショートステイコスモス中野栄

170 株式会社ここみケア 短期入所生活介護 ショートステイここさいむら小田原

171 有限会社奏樹 短期入所生活介護 ショートステイわかなの杜

172 株式会社リビングプラットフォームケア 短期入所生活介護 フループ福室ショートステイ

173 株式会社ケアミックス・ジャパン 短期入所生活介護 六郷の杜

174 株式会社ソシエニード 短期入所生活介護 荒町ショートステイ・スカイ

175 株式会社オリジンケア 短期入所生活介護 ショートステイ和み園

176 セントケア東北株式会社 短期入所生活介護 セントケア太白山田

177 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 短期入所生活介護 富沢ケアセンターそよ風

178 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 短期入所生活介護 南光台ケアセンターそよ風

179 コスモスケア株式会社 短期入所生活介護 ショートステイコスモス南光台

180 ジャパン・グロー株式会社 短期入所生活介護 ショートステイ泉

181 株式会社エムズ 短期入所生活介護 ステイエムズ八乙女

182 社会福祉法人東北福祉会 地域密着型通所介護 せんだんの里国見ヶ丘３丁目デイサービス

183 株式会社敬愛 地域密着型通所介護 リハビリステーションばんざん

184 株式会社敬愛 地域密着型通所介護 リハビリステーションくにみ

185 有限会社ウェルファー 地域密着型通所介護 デイサービスセンタードンクマサー末広

187 株式会社敬愛 地域密着型通所介護 リハビリステーション中山

188 ゴールドエイジ株式会社 地域密着型通所介護 デイサービスまなびや栗生館

189 株式会社ポラリス 地域密着型通所介護 ポラリスデイサービスセンター川平

190 株式会社ポラリス 地域密着型通所介護 ポラリスデイサービスセンター旭ヶ丘

191 株式会社敬愛 地域密着型通所介護 ことのは

192 株式会社オアシーズ 地域密着型通所介護 介護予防センター早稲田イーライフ青葉

194 株式会社ウエルシスパートナーズ 地域密着型通所介護 通所介護事業所ウエックデイサービスセンター愛子東

195 ヒューマンエイド株式会社 地域密着型通所介護 デイサービスあったかの家小松島

196 株式会社きわみケア 地域密着型通所介護 リハビリデイサービスきわみケア

197 株式会社デザイン工房 地域密着型通所介護 サボン

198 株式会社飛天 地域密着型通所介護 デイサービスはるの風

199 株式会社樹 地域密着型通所介護 ポルカハウス「中山７丁目デイ」

200 株式会社宮城介護福祉サービス 地域密着型通所介護 笑生デイサービスあやし

201 特定非営利活動法人シニアサポートセンターみやぎ 地域密着型通所介護 ハーモニーラヴ

202 有限会社アリエス・ケア 地域密着型通所介護 あさがおデイサービス

203 株式会社井上 地域密着型通所介護 レッツ倶楽部アクロスガーデン中山

204 株式会社ロバの耳 地域密着型通所介護 デイサービス湯歩

206 社会福祉法人敬寿会 地域密着型通所介護 老人デイサービスセンターアルカディア仙台敬寿園

208 株式会社健生 地域密着型通所介護 リハビリデイサービスうるおす仙台

209 株式会社介護NEXT 地域密着型通所介護 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ仙台北根黒松

210 株式会社邦友 地域密着型通所介護 ミニミニデイ友友

211 チェンピーライフサービス有限会社 地域密着型通所介護 榴岡デイサービスセンター

212 有限会社大寿 地域密着型通所介護 デイサービス雅苑

213 有限会社在宅支援チームフォーレスト 地域密着型通所介護 サテライトケアセンターみやぎの通所介護事業所
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令和4年3月31日

施設コード 補助事業者 施設等の種類 施設等の名称

仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金額確定施設等一覧（養護老人ホームを除く高齢者福祉施設等分）

　令和４年３月31日付けで下記の補助事業者から実績報告のありました下記の施設等に係る標記の補助金については，仙台市補助金等交付規則第13条，仙台市補助金等交付規則施行要領第５条及び仙台
市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金交付要綱第12条第２項の規定により，当該実績報告のとおり補助金の額を確定しましたので，お知らせします。

214 株式会社中川 地域密着型通所介護 株式会社中川デイサービスNAKAGAWA

215 株式会社イーストケア 地域密着型通所介護 デイサービスくつろぎ

216 株式会社介護ＮＥＸＴ 地域密着型通所介護 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ仙台小田原

217 株式会社敬愛 地域密着型通所介護 リハビリステーションつるがや

218 株式会社カワイチファーム 地域密着型通所介護 デイサービスセンターすてら

219 ヒューマンエイド株式会社 地域密着型通所介護 デイサービスあったかの家鶴ケ谷

220 株式会社レガロ 地域密着型通所介護 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ仙台中野栄

221 株式会社ラ・ペッシュ 地域密着型通所介護 サテライトケアセンター榴ヶ岡通所介護事業所

222 ケアパートナー株式会社 地域密着型通所介護 Ｑアップスタジオ宮城野

224 アースサポート株式会社 地域密着型通所介護 アースサポート仙台高砂

225 アースサポート株式会社 地域密着型通所介護 アースサポート河原町

226 有限会社在宅支援チームフォーレスト 地域密着型通所介護 サテライトケアセンター仙台東通所介護事業所

227 株式会社介護アシスト仙台 地域密着型通所介護 アシスト中倉デイサービス

228 株式会社バイタルケア 地域密着型通所介護 バイタルケア若林デイサービスセンターさふらんの家

229 株式会社ハート＆ドリーム 地域密着型通所介護 ハート＆ドリーム

230 有限会社福祉サポート仙台東 地域密着型通所介護 デイサービス憩いの園すみれ

231 株式会ギブ・アンド・ギブ 地域密着型通所介護 デイサービスセンターこもれびの里東七番丁

233 社会福祉法人ライフの学校 地域密着型通所介護 萩の風デイサービスセンター

234 一般社団法人ＣｏｌｌｅｃｔｉｖｅＩｎｔ． 地域密着型通所介護 デイサービスメロディ

235 株式会社はつらつ 地域密着型通所介護 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ仙台古城

236 アースサポート株式会社 地域密着型通所介護 アースサポート仙台大和町

237 株式会社なりた 地域密着型通所介護 デイサービスいきいき

238 株式会社バイタルケア 地域密着型通所介護 バイタルケア河原町デイサービスセンターさふらんの家

239 株式会社ケア・ハウスさとう 地域密着型通所介護 穂の郷

240 株式会社フリースタイルケア 地域密着型通所介護 デイサービスセンターなずな

241 株式会社オリジンケア 地域密着型通所介護 デイサービスセンター和み園

242 株式会社袋原在宅介護サービスセンター 地域密着型通所介護 デイサービスおいちゃん家

244 社会福祉法人みやぎ会 地域密着型通所介護 デイサービスセンターにこトピア向山の家

245 株式会社敬愛 地域密着型通所介護 リハビリステーション八木山

246 株式会社デイサービス菖 地域密着型通所介護 デイサービス菖

247 株式会社フロンティア 地域密着型通所介護 みどりの杜デイサービスセンター

248 株式会社オアシーズ 地域密着型通所介護 介護予防センター早稲田イーライフ仙台

249 株式会社中川 地域密着型通所介護 ＳＰＡＮＡＫＡＧＡＷＡ

250 株式会社わだち 地域密着型通所介護 デイサービスわだち

251 株式会社もりのやしろ 地域密着型通所介護 デイサービスラヴィフォーレ

252 株式会社フロンティア 地域密着型通所介護 みどりの杜デイサービスセンター中田

253 特定非営利活動法人かえる 地域密着型通所介護 デイサービスかえる

254 医療法人社団祐人会 地域密着型通所介護 デイサービスセンターゆうじん

256 合同会社地域ケア開発機構 地域密着型通所介護 サテライトケアセンター長町南通所介護事業所

257 医療法人若林浜田クリニック 地域密着型通所介護 浜田クリニックデイサービスセンター愛

258 株式会社研仁会 地域密着型通所介護 堀川整骨院デイサービス
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令和4年3月31日

施設コード 補助事業者 施設等の種類 施設等の名称

仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金額確定施設等一覧（養護老人ホームを除く高齢者福祉施設等分）
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259 株式会社サン開発やわらぎ 地域密着型通所介護 デイサービスやわらぎ

262 株式会社ヤマチコーポレーション 地域密着型通所介護 きたえるーむ仙台鈎取

263 特定非営利活動法人おひさまくらぶ 地域密着型通所介護 ＮＰＯ法人おひさまくらぶ

264 社会福祉法人虹の会 地域密着型通所介護 虹の丘デイサービスセンター

265 社会福祉法人泉寿会 地域密着型通所介護 デイサービスセンターラビット

266 特定非営利活動法人雲母倶楽部 地域密着型通所介護 南光だｉ雲母倶楽部

267 社会福祉法人無量壽会 地域密着型通所介護 “日だまりの家”いずみデイサービスセンター

268 株式会社ＺＯＲＲＯＣｏｍｐａｎｙ 地域密着型通所介護 デイサービスてるてる家族

270 医療法人社団喜英会 地域密着型通所介護 デイサービスウェルネスガーデン紫山

271 アースサポート株式会社 地域密着型通所介護 アースサポート仙台泉

272 株式会社ココペリ 地域密着型通所介護 デイサービスセンターみんなの家

273 株式会社トータルケア・悠々 地域密着型通所介護 デイサービス悠々

275 株式会社百母 地域密着型通所介護 デイサービスココロ

276 株式会社ＩＷＡＳＡＫＩ－ＧＵＡＲＤ 地域密着型通所介護 笑鶴亭ひまわり園すこやか元気塾

277 株式会社湧泉会 地域密着型通所介護 通い処湧々庵向陽台

279 さくらヘルスケア仙台株式会社 地域密着型通所介護 リハくる泉中央

280 株式会社湧泉会 地域密着型通所介護 通い処湧々庵将監

281 株式会社笑和時代 地域密着型通所介護 デイサロンぴーちゃん

282 株式会社オアシーズ 地域密着型通所介護 介護予防センター早稲田イーライフ南光台

283 株式会社湧泉会 地域密着型通所介護 湯治郎

285 有限会社ウェルファー 地域密着型通所介護 デイサービスセンタードンクマサー将監

286 株式会社ＧＲＥＥＮＳＥＥＤＳ 地域密着型通所介護 デイサービスグリーンシーズ将監

287 有限会社AKI 地域密着型通所介護 デイサービスもりのひろば

288 ヒューマンエイド株式会社 地域密着型通所介護 デイサービスあったかの家黒松

290 株式会社敬愛 地域密着型通所介護 リハビリステーショングランツ高松

291 株式会社フレンド 地域密着型通所介護 フレンドくらぶ

292 アスミッケル株式会社 地域密着型通所介護 レコードブック仙台通町

293 澁谷メディカルホールディングス株式会社 地域密着型通所介護 デイサービスサロン八千代の家－仙台広瀬－

294 株式会社飛天 地域密着型通所介護 デイサービスはるの風吉成

296 社会福祉法人大樹 地域密着型通所介護 Ｎｅｘｔデイほくと

297 株式会社デュラブル 地域密着型通所介護 アシストクラブ荒巻

298 株式会社ミック・ジャパン 地域密着型通所介護 ミック健康の森北四番丁

299 合同会社フィジカルケア 地域密着型通所介護 フィジカルケア

301 株式会社ケア・ライフ・フェイス 地域密着型通所介護 デイサービス和み宮城野亭

302 合同会社ほうすけ 地域密着型通所介護 でいさーびす畑中

304 株式会社　フェイドレスケア 地域密着型通所介護 お泊り対応型デイサービス　くるみ

306 リベラスポーツ株式会社 通所介護 元氣ジム仙台荒井

307 株式会社サンクスプラン 地域密着型通所介護 レコードブック仙台白萩町

309 株式会社リハサポート 地域密着型通所介護 リハサポート若林

311 有限会社ウィング 地域密着型通所介護 夢うさぎ

312 株式会社ケア・ライフ・フェイス 地域密着型通所介護 デイサービス和み富沢亭
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313 株式会社エムズ 地域密着型通所介護 デイサロンエムズ南仙台

314 株式会社ライズコーポレーション 地域密着型通所介護 プラスワン長嶺フィットネスジム

315 株式会社もりのやしろ 地域密着型通所介護 ラヴィ富沢

316 株式会社サンクスプラン 地域密着型通所介護 レコードブック仙台長町

317 株式会社アールアンドシー湘南 地域密着型通所介護 リハビリ特化型デイサービスムーブメントプロ仙台

318 株式会社宮城介護福祉サービス 地域密着型通所介護 笑生デイサービスあきう

319 株式会社ライズコーポレーション 地域密着型通所介護 プラスワン長嶺リラックス＆お風呂

320 アースサポート株式会社 地域密着型通所介護 アースサポート八本松

321 株式会社ドクターアイズ 地域密着型通所介護 リハニック仙台実沢

322 株式会社LIB 地域密着型通所介護 長命ヶ丘デイサロンルポ

323 合同会社青龍 地域密着型通所介護 トレーニングデイサービス泉ビレジ

324 株式会社グレイス 地域密着型通所介護 グレイス長命

325 株式会社エムズ 地域密着型通所介護 長命ケ丘デイサロン５丁目

326 モットーキュー株式会社 地域密着型通所介護 レコードブック仙台泉中央

327 株式会社湧泉会 地域密着型通所介護 リハいらず将監

328 株式会社　GREEN SEEDS 地域密着型通所介護 デイサービスグリーンシーズいずみ

329 有限会社在宅支援チームフォーレスト 地域密着型通所介護 サテライトケアセンターいずみ

330 医療法人財団明理会 通所リハビリテーション 仙台ロイヤルケアセンター

331 社会福祉法人元気村 通所リハビリテーション 老人保健施設国見ナーシングホーム翔裕園

333 医療法人社団東北福祉会 通所リハビリテーション せんだんの丘

334 医療法人財団あおば会 通所リハビリテーション ハート五橋

335 医療法人財団明理会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設仙台青葉ロイヤルケアセンター

336 医療法人社団泉翔会 通所リハビリテーション 泉翔の里

337 社会医療法人康陽会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設メープル小田原

338 医療法人星陵会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設Ｃｈａｌｌｅｎｇｅすこやか

339 社会医療法人康陽会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設コジーケアホーム

340 社会医療法人康陽会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設けやき

341 医療法人杏林会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設リハビリパーク高砂

342 医療法人松田会 通所リハビリテーション 医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガヤ

343 特定医療法人白嶺会 通所リハビリテーション 老人保健施設はくれい

344 医療法人杏林会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設リハビリパーク仙台東

345 医療法人福祉の森 通所リハビリテーション 介護老人保健施設春風のころ

346 医療法人社団　葵会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設　葵の園・仙台東

349 独立行政法人地域医療機能推進機構 通所リハビリテーション 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台南病院附属介護老人保健施設

351 医療法人松田会 通所リハビリテーション 医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・ヤギヤマ

352 医療法人社団葵会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設葵の園・仙台

353 医療法人社団葵会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設葵の園・柳生

354 医療法人社団緑愛会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設オー・ド・エクラ

355 社会福祉法人ノテ福祉会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設ノテやるきになる里

356 医療法人松田会 通所リハビリテーション 医療法人松田会介護老人保健施設エバーグリーン・イズミ

357 医療法人徳洲会 通所リハビリテーション 医療法人徳洲会介護老人保健施設シルバーホームいずみ
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358 医療法人泉整形外科病院 通所リハビリテーション 介護老人保健施設コスモス

360 医療法人社団清山会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設いずみの杜

361 医療法人一秀会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設プレシオーソ

362 医療法人社団平成会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設ファンコート泉

363 医療法人社団葵会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設葵の園・仙台泉

364 医療法人一秀会 通所リハビリテーション 介護老人保健施設エクセレンテ

365 社会福祉法人こーぷ福祉会 通所介護 こ～ぷのお家桜ヶ丘デイサービスセンター

366 アサヒサンクリーン株式会社 通所介護 アサヒサンクリーン株式会社あやしデイサービスセンター

367 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会 通所介護 仙台市台原デイサービスセンター

368 社会福祉法人大石ヶ原会 通所介護 南吉成デイサービスセンター

369 社会福祉法人無量壽会 通所介護 双葉ヶ丘デイサービスセンター

370 社会福祉法人青葉福祉会 通所介護 三居沢デイサービスセンター

372 社会福祉法人東北福祉会 通所介護 せんだんの里デイサービス

373 アースサポート株式会社 通所介護 アースサポート仙台青葉

374 社会福祉法人東北福祉会 通所介護 社会福祉法人東北福祉会せんだんの館デイサービス

375 医療法人ひろせ会 通所介護 広瀬病院デイサービスセンター

376 有限会社ウェルファー 通所介護 デイサービスセンタードンクマサー上杉

377 社会福祉法人陽光福祉会 通所介護 エコーが丘デイサービスセンター

378 株式会社シグマコミュニティ 通所介護 デイサービスセンターあんずハウス西花苑

379 社会福祉法人青葉福祉会 通所介護 八幡デイサービスセンター

380 株式会社シグマコミュニティ 通所介護 デイサービスセンターあんずハウス西公園

381 パルクシステム株式会社 通所介護 デイサービスセンタールミナきまちどおり

382 株式会社インテック 通所介護 生きがい工房ＶａｒｉｅｔｙＲｏａｄ

383 株式会社バイタルケア 通所介護 バイタルケア大町デイサービスセンターさふらんの家

384 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ台原

385 株式会社飛天 通所介護 デイサービスはるの風中山吉成

386 株式会社アオバヤホールディングス 通所介護 ジョイリハ仙台

387 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ仙台愛子

388 社会福祉法人カトリック児童福祉会 通所介護 燕沢デイサービスセンター

389 アサヒサンクリーン株式会社 通所介護 アサヒサンクリーン株式会社東仙台デイサービスセンター

390 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会 通所介護 仙台市高砂デイサービスセンター

391 社会福祉法人杜の村 通所介護 岩切デイサービスセンターかむりの里翔裕園

392 社会福祉法人宮城厚生福祉会 通所介護 福田町デイサービスセンターⅠ

393 株式会社ベネッセスタイルケア 通所介護 ベネッセデイサービスセンター鶴ヶ谷

394 株式会社ほの花 通所介護 株式会社ほの花

395 有限会社ライフケアエナジー 通所介護 きらりデイサービスみやぎの

396 有限会社ウェルファー 通所介護 デイサービスセンタードンクマサー東仙台

397 社会福祉法人康陽会 通所介護 清水沼デイサービスセンター

398 セントケア宮城株式会社 通所介護 セントケア福田町

399 株式会社やさしい手仙台 通所介護 やさしい手仙台デイサービスゆめふる中野栄

400 コスモスケア株式会社 通所介護 コスモス中野栄デイサービス
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401 株式会社ＰＲＡＹ 通所介護 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ宮城野

402 株式会社和光 通所介護 ブルーミングケア仙台鶴ケ谷

403 有限会社奏樹 通所介護 デイサービスわかなの杜

404 有限会社奏樹 通所介護 デイサービスみやぎの杜

405 医療法人仁泉会 通所介護 デイサービスセンターにこトピア萩野町

406 株式会社リビングプラットフォームケア 通所介護 フループ福室デイサービスセンター

407 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ萩野町

408 株式会社ポラリス 通所介護 ポラリスデイサービスセンター中野栄

409 株式会社井上 通所介護 レッツ倶楽部アクロスプラザ田子西

411 社会福祉法人仙台市社会事業協会 通所介護 仙台市沖野デイサービスセンター

412 社会福祉法人敬長福祉会 通所介護 遠見塚デイサービスセンター

413 コスモスケア株式会社 通所介護 コスモス木ノ下デイサービス

415 アイケアサービス仙台株式会社 通所介護 アイケアデイサービスセンター

416 ケアパートナー株式会社 通所介護 ケアパートナー若林

417 株式会社ウィンズ 通所介護 ウィンズの森やまと倶楽部

418 セントケア東北株式会社 通所介護 セントケア若林

419 株式会社ソシエニード 通所介護 連坊小路デイサービス・スカイ

420 株式会社ケアミックス・ジャパン 通所介護 デイサービスセンター六郷の杜

421 有限会社ティー・シー・エム 通所介護 デイサービスセンターなでしこ

422 株式会社アロネット 通所介護 日々トレはると仙台南小泉

423 株式会社ケアミックス・ジャパン 通所介護 はるかぜデイサービスセンター

424 株式会社和光 通所介護 ブルーミングケア仙台若林

425 株式会社ソシエニード 通所介護 荒町リハビリステーション・スカイ

426 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ若林七郷

427 株式会社アロネット 通所介護 デイスパｈａｒｕｔｏ仙台大和町

428 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 通所介護 山田デイサービスセンターそよ風

429 ファーストメディカル株式会社 通所介護 南大野田デイサービスセンター

430 社会福祉法人仙台ビーナス会 通所介護 四郎丸デイサービスセンター

431 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会 通所介護 仙台市郡山デイサービスセンター

432 社会福祉法人八木山福祉会 通所介護 八木山デイサービスセンター

433 社会福祉法人宮城県福祉事業協会 通所介護 茂庭デイサービスセンター

434 社会福祉法人宮城ろうふく会 通所介護 デイサービスセンター大滝荘

435 株式会社ニチイ学館 通所介護 ニチイケアセンター南仙台

436 はあとふるケアサービス株式会社 通所介護 はあとふるケアサービス

437 株式会社ベネッセスタイルケア 通所介護 ベネッセデイサービスセンター西多賀

438 株式会社ベネッセスタイルケア 通所介護 ベネッセデイサービスセンター長町

439 社会福祉法人仙台ビーナス会 通所介護 中田デイサービスセンター

440 株式会社ケヤキ福祉 通所介護 南仙台デイサービスセンターケヤキの家

441 社会福祉法人庄慶会 通所介護 デイサービスセンターサン・つばき

442 有限会社ウィング 通所介護 デイリゾートスカイウィング長町

444 社会福祉法人こーぷ福祉会 通所介護 こ～ぷのお家緑ヶ丘デイサービスセンター
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445 有限会社福祉サポート仙台東 通所介護 デイサービス憩いの園よつば

446 有限会社ウィング 通所介護 月うさぎ

447 アースサポート株式会社 通所介護 アースサポート仙台八木山

448 セントケア東北株式会社 通所介護 セントケア太白山田

449 医療法人社団誠英会 通所介護 デイサービスソアーズ

450 シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 通所介護 グリーンライフ仙台デイサービスセンター

451 株式会社和光 通所介護 ブルーミングケア仙台向山

452 メディケアライフ株式会社 通所介護 デイサービスセンターメディケアライフ大野田

453 株式会社太長会 通所介護 太長会リハビリセンター

454 リベラスポーツ株式会社 通所介護 元氣ジム仙台富沢

455 株式会社ソシエニード 通所介護 青山リハビリステーション・スカイ

457 株式会社上の組 通所介護 ユースポ愛宕デイサービス

458 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 通所介護 富沢ケアセンターそよ風

459 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ仙台西中田

460 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ仙台富沢

461 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ太白

462 ヒューネッツジャパン株式会社 通所介護 レッツ倶楽部富沢

463 株式会社医光ケア 通所介護 ケア―ジュ山田本町

464 株式会社アオバヤホールディングス 通所介護 ジョイリハ太白

465 社会福祉法人幸生会 通所介護 水泉荘デイサービスセンター

466 株式会社ニチイ学館 通所介護 ニチイケアセンター泉

467 社会福祉法人泉和会 通所介護 仙台市根白石デイサービスセンター

468 社会福祉法人仙台白百合会 通所介護 百合ヶ丘デイサービスセンター

469 株式会社ここみケア 通所介護 ここさいむら泉

470 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 通所介護 南光台ケアセンターそよ風

471 株式会社デザイン工房 通所介護 デイサービスセンター「ギャラリー杜の音」

472 セントケア東北株式会社 通所介護 セントケアアデル北中山

473 コスモスケア株式会社 通所介護 コスモス南光台デイサービス

474 株式会社松田会 通所介護 寺岡デイサービスセンター

475 セントケア東北株式会社 通所介護 セントケア南中山

476 株式会社松田会 通所介護 鶴ケ谷デイサービスセンター

477 株式会社松田会 通所介護 パークタウン・デイサービスセンター

478 コスモスケア株式会社 通所介護 コスモス向陽台デイサービス

479 株式会社いがらしデイセンター 通所介護 いがらしデイセンター

480 チアフルケアサービス株式会社 通所介護 チアフルデイサービスセンター南光台

481 社会福祉法人愛泉会 通所介護 泉中央南デイサービスセンター

482 社会福祉法人創生会 通所介護 グッドタイムクラブ

483 ニイヌマ株式会社 通所介護 デイサービスきたえるーむ仙台向陽台

484 医療法人社団星世会 通所介護 ほし外科デイサービス

485 ＳＯＭＰＯケア株式会社 通所介護 ＳＯＭＰＯケア仙台泉デイサービス

486 株式会社エムズ 通所介護 リハエムズ八乙女
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487 株式会社和光 通所介護 ブルーミングケア仙台泉

488 社会福祉法人大石ケ原会 通所介護 松森デイサービスセンター

490 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ仙台八乙女

491 株式会社ツクイ 通所介護 ツクイ南中山

492 株式会社エムズ 通所介護 Ｍ’ｓＢＲＡＮＣＨ仙台

493 社会福祉法人信和会 特定施設入居者生活介護 有料老人ホームクローバーズ・ピア本町

494 社会福祉法人青葉福祉会 特定施設入居者生活介護 光陽ホーム

495 株式会社ベネッセスタイルケア 特定施設入居者生活介護 グランダ上杉雨宮

496 株式会社シグマコミュニティ 特定施設入居者生活介護 さくらハウス西花苑

497 株式会社ニチイ学館 特定施設入居者生活介護 ニチイケアセンター仙台中山吉成

498 社会福祉法人敬寿会 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームアルカディア仙台敬寿園

499 アサヒサンクリーン株式会社 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームアサヒサンクリーン仙台広瀬

500 株式会社ベストライフ東日本 特定施設入居者生活介護 ベストライフ仙台西

501 株式会社リビングプラットフォームケア 特定施設入居者生活介護 ライブラリ上杉

502 株式会社ベネッセスタイルケア 特定施設入居者生活介護 まどか鶴ヶ谷

503 社会福祉法人太陽 特定施設入居者生活介護 ケアハウスインいわきり

504 社会福祉法人康陽会 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームＪ＆Ｂ

505 ＳＯＭＰＯケア株式会社 特定施設入居者生活介護 SOMPOケア　そんぽの家　仙台岩切

506 株式会社ＰＣＬ 特定施設入居者生活介護 特定施設入居者生活介護ピーコムライフ鶴ケ谷

507 株式会社ニチイ学館 特定施設入居者生活介護 ニチイケアセンター仙台栄

508 アースサポート株式会社 特定施設入居者生活介護 アースサポートクオリア仙台高砂

509 株式会社ネクサスケア 特定施設入居者生活介護 ネクサスコート仙台東

510 株式会社川島コーポレーション 特定施設入居者生活介護 有料老人ホームサニーライフ仙台宮城野

511 チアフルケアサービス株式会社 特定施設入居者生活介護 介護付き有料老人ホーム　チアフルホーム福室

512 株式会社ベストライフ東日本 特定施設入居者生活介護 ベストライフ仙台東

513 株式会社リビングプラットフォームケア 特定施設入居者生活介護 フループライフガーデン

514 株式会社ツクイ 特定施設入居者生活介護 ツクイ・サンシャイン仙台

515 社会福祉法人杜の里福祉会 特定施設入居者生活介護 ケアハウス千年の杜仙台

516 株式会社ケアミックス・ジャパン 特定施設入居者生活介護 六郷の杜

517 株式会社ニチイ学館 特定施設入居者生活介護 ニチイケアセンター仙台若林

518 アースサポート株式会社 特定施設入居者生活介護 アースサポートクオリア仙台大和町

519 株式会社ベネッセスタイルケア 特定施設入居者生活介護 まどか長町

520 有限会社鴻巣 特定施設入居者生活介護 まえだの家仙台中田

521 株式会社ソシエニード 特定施設入居者生活介護 ひより台ケアラウンジ・スカイ

523 株式会社シダー 特定施設入居者生活介護 ラ・ナシカせんだい

524 社会福祉法人仙台ビーナス会 特定施設入居者生活介護 特定施設第三白東苑

525 アースサポート株式会社 特定施設入居者生活介護 アースサポートクオリア仙台富沢

526 シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 特定施設入居者生活介護 グリーンライフ仙台

527 医療法人社団緑愛会 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホーム  オー･ド･エクラ

528 株式会社ベストライフ東日本 特定施設入居者生活介護 ベストライフ仙台南

529 社会福祉法人幸生会 特定施設入居者生活介護 ケアハウス橘館

12/16



令和4年3月31日

施設コード 補助事業者 施設等の種類 施設等の名称

仙台市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金額確定施設等一覧（養護老人ホームを除く高齢者福祉施設等分）

　令和４年３月31日付けで下記の補助事業者から実績報告のありました下記の施設等に係る標記の補助金については，仙台市補助金等交付規則第13条，仙台市補助金等交付規則施行要領第５条及び仙台
市福祉施設等冬季暖房用燃料費等補助金交付要綱第12条第２項の規定により，当該実績報告のとおり補助金の額を確定しましたので，お知らせします。

530 株式会社松田会 特定施設入居者生活介護 株式会社松田会エバーグリーンシティ・寺岡

531 株式会社ニチイ学館 特定施設入居者生活介護 ニチイケアセンター仙台松森

532 株式会社ニチイ学館 特定施設入居者生活介護 ニチイケアセンター仙台市名坂

533 株式会社デザイン工房 特定施設入居者生活介護 ギャラリー杜の音四季彩館

534 医療法人ならの杜 特定施設入居者生活介護 サービス付き高齢者向け住宅こもれび（特定施設）

535 株式会社ベストライフ東日本 特定施設入居者生活介護 ベストライフ仙台

536 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 特定施設入居者生活介護 イリーゼ仙台南光台

537 社会福祉法人東北福祉会 認知症対応型共同生活介護 せんだんの里グループホーム

538 社会福祉法人東北福祉会 認知症対応型共同生活介護 せんだんの里国見ヶ丘３丁目グループホーム

539 社会福祉法人大樹 認知症対応型共同生活介護 グループホームほくと苑

540 株式会社ソーシャルライズ 認知症対応型共同生活介護 グループホームせせらぎの里

541 社会福祉法人共和会 認知症対応型共同生活介護 広瀬の郷

542 社会福祉法人青葉福祉会 認知症対応型共同生活介護 青葉の風

543 社会福祉法人大樹 認知症対応型共同生活介護 グループホームひなた

544 社会福祉法人仙台市社会事業協会 認知症対応型共同生活介護 グループホーム楽庵

545 有限会社さくら 認知症対応型共同生活介護 グループホームさくら高野原

546 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームみやぎの杜

547 有限会社ウエル創建 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホームふれあいの家白鳥

548 社会福祉法人康陽会 認知症対応型共同生活介護 グループホームやわらぎ

549 メディカル・ケア・サービス東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム仙台岩切

550 コスモスケア株式会社 認知症対応型共同生活介護 グループホームコスモス鶴ヶ谷

551 有限会社ケア・メディカル 認知症対応型共同生活介護 グループホームデイジー

552 医療法人杏林会 認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護施設くつろぎ保養館　仙台東

553 株式会社ウェル 認知症対応型共同生活介護 グループホームなんてん伊在荘

554 社会福祉法人仙台ビーナス会 認知症対応型共同生活介護 四郎丸高齢者グループホーム「おちあい」

555 社会福祉法人仙台ビーナス会 認知症対応型共同生活介護 中田高齢者グループホームゆきあい

556 株式会社ウェル 認知症対応型共同生活介護 グループホームなんてん長嶺荘

557 医療法人仙台医療福祉会 認知症対応型共同生活介護 やすらぎホーム富沢

558 有限会社みどりの風 認知症対応型共同生活介護 グループホーム縄文の風

559 株式会社ソーシャルライズ 認知症対応型共同生活介護 グループホームほくとの里

560 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームいずみの杜

561 社会福祉法人仙台白百合会 認知症対応型共同生活介護 グループホームさちの家

562 医療法人泉整形外科病院 認知症対応型共同生活介護 グループホーム蘭

563 有限会社宮城福祉総合研究所 認知症対応型共同生活介護 グループホームフォークソング

564 株式会社ウェル 認知症対応型共同生活介護 グループホームなんてん水の森公園

565 コスモスケア株式会社 認知症対応型共同生活介護 グループホームコスモス松陵

566 有限会社メープル 認知症対応型共同生活介護 グループホームひまわり

567 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 認知症対応型共同生活介護 南光台ケアセンターそよ風

568 株式会社ウェル 認知症対応型共同生活介護 グループホームなんてん上杉

569 社会福祉法人大樹 認知症対応型共同生活介護 グループホーム木かげ

570 セントケア東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 セントケアホーム北根黒松
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571 有限会社メープル 認知症対応型共同生活介護 グループホームみつばち

572 株式会社エスト 認知症対応型共同生活介護 ハートピアエスト

573 株式会社愛総合福祉 認知症対応型共同生活介護 愛・グループホーム仙台栗生

574 社会福祉法人大石ヶ原会 認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護グループホームこころ

575 社会福祉法人　青葉福祉会 認知症対応型共同生活介護 はちまんの風

576 医療法人社団初心会 認知症対応型共同生活介護 医療法人社団　初心会　グループホームみたき

577 社会福祉法人大樹 認知症対応型共同生活介護 グループホーム木だち

578 社会福祉法人康陽会 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム　J&B小田原

579 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームあおばの杜～カメリア～

580 株式会社エムズ 認知症対応型共同生活介護 グループホームエムズ赤坂

581 株式会社ビジュアルビジョン 認知症対応型共同生活介護 けあビジョンホーム仙台上愛子

582 医療法人社団初心会 認知症対応型共同生活介護 医療法人社団　初心会　グループホームひじり

583 株式会社エムズ 認知症対応型共同生活介護 グループホーム愛和の郷

584 社会福祉法人康陽会 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホームＪ＆Ｂ小田原２号館

585 社会福祉法人ノテ福祉会 認知症対応型共同生活介護 グループホームノテ国見

586 株式会社リビングプラットフォーム東北 認知症対応型共同生活介護 ライブラリ北仙台

587 株式会社ツクイ 認知症対応型共同生活介護 ツクイ仙台愛子グループホーム

588 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター仙台福室

589 株式会社テンダー 認知症対応型共同生活介護 グループホームあったかいご燕沢東

590 株式会社ソーシャルライズ 認知症対応型共同生活介護 グループホームかりんの家

591 株式会社ここみケア 認知症対応型共同生活介護 グループホームここさいむら小田原

592 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームゆづるの杜

593 株式会社　愛総合福祉 認知症対応型共同生活介護 愛・グループホーム仙台高砂

594 株式会社仙台在宅サービス 認知症対応型共同生活介護 グループホーム東仙台

596 アクアビット・ファクトリー株式会社 認知症対応型共同生活介護 グループホームよもぎ埜

597 セントスタッフ株式会社 認知症対応型共同生活介護 グループホーム仙台みなみさくらそう

598 メディカル・ケア・サービス東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム仙台燕沢

599 ＳＯＭＰＯケア株式会社 認知症対応型共同生活介護 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家ＧＨ仙台萩野町

600 医療法人仁泉会 認知症対応型共同生活介護 グループホームにこトピア萩野町

601 有限会社ウェル創建 認知症対応型共同生活介護 ふくろうの杜　田子

602 株式会社ウェルフェアーフォレスト 認知症対応型共同生活介護 グループホームすだちの里

603 株式会社ウィンズ 認知症対応型共同生活介護 ウィンズの森やまとグループホーム

604 株式会社ソシエニード 認知症対応型共同生活介護 連坊小路グループホーム・スカイ

605 株式会社リブレ 認知症対応型共同生活介護 グループホームなつぎ埜

606 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター仙台やまとまち

607 テルウェル東日本株式会社 認知症対応型共同生活介護 テルウェルグループホームひなたぼっこ

608 セントケア東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 セントケアホーム若林

610 有限会社福祉サポート仙台東 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　憩いの園

611 社会福祉法人ノテ福祉会 認知症対応型共同生活介護 グループホームノテ五橋

612 株式会社愛総合福祉 認知症対応型共同生活介護 愛・グループホーム荒井西

613 株式会社仙台在宅サービス 認知症対応型共同生活介護 グループホーム大和町
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614 有限会社クラスタ 認知症対応型共同生活介護 やぎあん

615 有限会社みどりの風 認知症対応型共同生活介護 グループホーム人来田の風

616 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター仙台なかた

617 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター仙台柳生

618 株式会社仙台在宅サービス 認知症対応型共同生活介護 グループホーム萩ヶ丘

619 メディカル・ケア・サービス東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム仙台東中田

620 メディカル・ケア・サービス東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム仙台茂庭台

621 医療法人仙台医療福祉会 認知症対応型共同生活介護 やすらぎホーム中田

622 株式会社愛総合福祉 認知症対応型共同生活介護 愛・グループホーム仙台東大野田

623 株式会社　三協宮城 認知症対応型共同生活介護 グループホームあったかいごこおりやま

624 株式会社　三協宮城 認知症対応型共同生活介護 グループホームあったかいご西多賀

625 社会福祉法人ノテ福祉会 認知症対応型共同生活介護 グループホームノテ東大野田

626 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームはるかの杜

627 株式会社リビングプラットフォーム東北 認知症対応型共同生活介護 ライブラリ八木山南

628 株式会社仙台在宅サービス 認知症対応型共同生活介護 グループホーム山田

629 有限会社朋悠生活研究舎 認知症対応型共同生活介護 グループホームあかね

630 株式会社長寿会 認知症対応型共同生活介護 グループホーム長寿の郷青山

631 株式会社愛総合福祉 認知症対応型共同生活介護 愛・グループホーム富沢

632 株式会社　ケア21 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　たのしい家仙台柳生

633 株式会社ツクイ 認知症対応型共同生活介護 ツクイ袋原グループホーム

634 株式会社リビングプラットフォーム東北 認知症対応型共同生活介護 ライブラリ仙台川内

635 社会福祉法人うえるかむ 認知症対応型共同生活介護 グループホームこまち

636 セントケア東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 セントケアホーム北中山

637 株式会社ウェルフェアーフォレスト 認知症対応型共同生活介護 グループホームいずみの里

638 メディカル・ケア・サービス東北株式会社 認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム仙台実沢

639 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター仙台あさひがおか

640 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 ニチイケアセンター仙台八乙女

641 有限会社村伝 認知症対応型共同生活介護 グループホームむらでん高森

642 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームはごうの杜

643 株式会社ケアネット徳洲会 認知症対応型共同生活介護 グループホーム長徳

644 有限会社ウエル創建 認知症対応型共同生活介護 ふくろうの杜寺岡

645 株式会社　テンダー 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　アール・ド・ヴィーヴルやかた　

646 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームゆかりの杜

647 有限会社ウエル創建 認知症対応型共同生活介護 ふくろうの杜泉ヶ丘

648 コスモスケア株式会社 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　コスモス向陽台

649 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームめぶきの杜

650 医療法人一秀会 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム　ファミリア

651 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームななみの杜

652 株式会社ここみケア 認知症対応型共同生活介護 グループホームここさいむら泉中央

653 コスモスケア株式会社 認知症対応型共同生活介護 グループホームコスモス八乙女

654 医療法人社団清山会 認知症対応型共同生活介護 グループホームかぐらの杜
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655 社会福祉法人国見会 認知症対応型通所介護 デイサービスセンター陽だまりの家

656 社会福祉法人仙台市社会事業協会 認知症対応型通所介護 楽園デイサービスセンター

657 アサヒサンクリーン株式会社 認知症対応型通所介護 アサヒサンクリーン株式会社東仙台デイサービスセンター

658 社会福祉法人宮城厚生福祉会 認知症対応型通所介護 社会福祉法人宮城厚生福祉会福田町デイサービスセンターⅡ

659 株式会社ここみケア 認知症対応型通所介護 ここさいむら　つむぎ

660 社会福祉法人敬長福祉会 認知症対応型通所介護 遠見塚デイサービスセンター

661 株式会社ここみケア 認知症対応型通所介護 ここさいむら　いろは

662 社会福祉法人仙台白百合会 認知症対応型通所介護 グループホームさちの家

663 医療法人社団清山会 認知症対応型通所介護 デイホームいずみの杜

664 医療法人社団清山会 認知症対応型通所介護 ゆかりの杜

665 医療法人　星陵会 認知症対応型通所介護 柏木すこやかデイサービス

666 医療法人社団清山会 認知症対応型通所介護 グループホームあおばの杜～カメリア～

668 メディカル・ケア・サービス東北株式会社 認知症対応型通所介護 愛の家デイサービスセンター

669 株式会社ここみケア 認知症対応型通所介護 ここさいむら小田原

670 メディカル・ケア・サービス東北株式会社 認知症対応型通所介護 愛の家デイサービス仙台燕沢

671 アクアビット・ファクトリー株式会社 認知症対応型通所介護 デイサービスよもぎ埜

672 セントケア東北株式会社 認知症対応型通所介護 セントケア若林デイサービスセンター

674 株式会社リブレ 認知症対応型通所介護 グループホームなつぎ埜デイサービス

676 はあとふるケアサービス株式会社 認知症対応型通所介護 はあとふるケアサービス・上野

679 株式会社ツクイ 認知症対応型通所介護 ツクイ袋原グループホーム

680 医療法人社団清山会 認知症対応型通所介護 ゆかりの樹

681 セントケア東北株式会社 認知症対応型通所介護 セントケア北中山

683 株式会社ここみケア 認知症対応型通所介護 ここさいむら泉中央

684 株式会社エムズ 認知症対応型通所介護 ケアエムズ八乙女

686 社会福祉法人大石ケ原会 軽費老人ホーム サウスコーゼ吉成

687 社会福祉法人東北福祉会 軽費老人ホーム フェリコ館

688 社会福祉法人青葉福祉会 軽費老人ホーム ケアハウス青葉ハイツ

689 社会福祉法人杜の村 軽費老人ホーム ひまわり

690 社会福祉法人宮城厚生福祉会 軽費老人ホーム 宮城野の里

691 社会福祉法人仙台ビーナス会 軽費老人ホーム ケアハウス大宮

692 社会福祉法人泉寿会 軽費老人ホーム ドルフィン

693 社会福祉法人仙台白百合会 軽費老人ホーム それいゆ

694 社会福祉法人大石ケ原会 軽費老人ホーム 松森の郷

695 社会福祉法人愛泉会 軽費老人ホーム 松香の郷
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