
Ｎｏ 施設名 施設種別 種別 住　　　所

1 仁慈の会さくらんぼの家 就労継続支援Ｂ型事業ほか 社会福祉 米沢市大字吾妻町4-25 ○

2 米沢こころの病院 病院 医療施設 アルカディア一丁目808-18 ○

3 有料老人ホームなごみの部屋 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市泉町2丁目1-6 ○

4 戸塚山こども園 認定こども園 社会福祉 米沢市大字上新田2008 ○

5 青空保育たけの子 届出保育施設 社会福祉 米沢市大字上新田1166 ○

6 サンメイトさんゆう 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市金池1丁目1-31 ○

7 ニチイケアセンター米沢 通所介護（デイサービス） 社会福祉 米沢市金池5丁目13-21 ○

8 にこにこホーム 就労継続支援事業所 社会福祉 米沢市金池5丁目6-29 ○

9 清ら家 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市金池7丁目6-60 ○

10 びゅありす金池 小規模多機能型居宅介護 社会福祉 米沢市金池７丁目6-60 ○

11 米沢工業高等学校 高等学校 学校 米沢市川井300 ○

12 学童保育所しゃぼん玉クラブ窪田 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市窪田町窪田1134-11 ○

13 デイサービスセンター四季彩 通所介護（デイサービス） 社会福祉 米沢市窪田町窪田1421-1 ○

14 グループホームあすなろ窪田 認知症対応型共同生活介護 社会福祉 米沢市窪田町窪田1421-1 ○

15 米沢市窪田児童センター学童クラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市窪田町窪田424 ○

16 窪田小学校 小学校 学校 米沢市窪田町窪田655-3 ○

17 窪田児童センター 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市窪田町窪田424 ○

18 西部乳児園 保育所 社会福祉 米沢市御廟2-3-17 ○

19 米沢西部こども園 幼稚園 社会福祉 米沢市御廟2-3-8 ○

20 つばき１ 共同生活援助事業所（グループホーム） 社会福祉 米沢市御廟2-4-16-5ﾗｲｵﾝｽﾞﾊｲﾂK ○

21 つばき２（みづき） 共同生活援助事業所（グループホーム） 社会福祉 米沢市御廟2-4-16-5ﾗｲｵﾝｽﾞﾊｲﾂK ○

22 サン十字デイサービス 通所介護（デイサービス） 社会福祉 米沢市桜木町1-64 ○

23 デイサービスさくら 通所介護（デイサービス） 社会福祉 米沢市桜木町1-74 ○

24 米沢中央保育園 保育所 社会福祉 米沢市桜木町1-75 ○

25 興道北部保育園 保育所 社会福祉 米沢市塩井町塩野1476-1 ○

26 みどり乳児園 保育所 社会福祉 米沢市塩井町塩野1480-30 ○

27 湖山ケアサービス米沢 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市塩井町塩野1482-4 ○

28 湖山ケアサービス米沢 小規模多機能型居宅介護 社会福祉 米沢市塩井町塩野1482-4 ○

29 さくらクリニック 診療所 医療施設 米沢市塩井町塩野1495-5 ○

30 グループホームふきのとう 認知症対応型共同生活介護 社会福祉 米沢市塩井町塩野2057 ○

31 塩井保育園 保育所 社会福祉 米沢市塩井町塩野2081-6 ○

32 アップルハウス 放課後等デイサービス 社会福祉 米沢市塩井町塩野3419-3 〇

33 塩井小学校 小学校 学校 米沢市塩井町塩野3760 ○

34 塩井さくらんぼクラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市塩井町塩野3760 ○

35 サンファミリア米沢 介護老人保健施設 社会福祉 米沢市塩井町塩野520 ○

36 愛の郷 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市塩井町塩野字下坊上2048-3 ○

37 公徳会米沢就労支援センター 就労継続支援Ｂ型事業所 社会福祉 米沢市下花沢2丁目134-7 ○

38 興道東部保育園 保育園 社会福祉 米沢市下花沢3丁目10-9 ○

39 デイサービスセンター東陽館 認知症対応型共同生活介護ほか 社会福祉 米沢市城北1丁目2-5 ○

40 北部地区学童保育所たんぽぽクラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市城北2丁目1-52 ○

41 北部地区学童保育所コスモスクラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市城北2丁目1-52 ○

42 フラワーコート米沢 就労継続支援事業所 社会福祉 米沢市城西1丁目6-36-3 ○

43 たんぽぽの家 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市城西2丁目4-82 ○

44 松田外科医院 診療所 医療施設 米沢市城西4丁目4-25 ○

45 上郷児童センター 児童センター 社会福祉 米沢市竹井2588-304 ○

46 米沢市上郷児童センター学童クラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市竹井2588-304 ○

47 くらら 就労継続支援Ｂ型事業 社会福祉 米沢市中央3丁目1-48 ○

48 米沢幼稚園 幼稚園 社会福祉 米沢市中央3丁目6-45 ○

49 さくら保育園 保育園 社会福祉 米沢市中央3丁目8-24 ○

50 米沢市立ひまわり学園 児童発達支援事業所 社会福祉 米沢市中央6丁目1-45 ○

51 そらの輪 就労継続支援事業所ほか 社会福祉 米沢市中央7丁目3-15 ○

52 北部小学校 小学校 学校 米沢市中央7丁目4-33 ○

53 おぼこ広場「北斗塾」 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市中央7丁目4-37 ○

54 三友堂看護専門学校 専門学校 学校 米沢市中央7丁目5-3-1 ○

55 米沢中央高等学校 高等学校 学校 米沢市中央7丁目5-70-4 ○

56 米沢中央幼稚園 幼稚園 社会福祉 米沢市中央7丁目5-70-5 ○

57 赤とんぼ 就労移行支援事業所ほか 社会福祉 米沢市通町2丁目11-28 ○

58 松川小学校学童保育所風の子クラブ第2 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市通町2丁目11-6 ○

59 松川小学校区学童保育所風の子クラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市通町2丁目12-1 ○

60 松川小学校 小学校 学校 米沢市通町4丁目10-15 ○

61 米沢女子短期大学 短期大学 学校 米沢市通町六丁目6-15-1 〇

62 米沢栄養大学 大学 学校 米沢市通町六丁目6-15-1 〇

63 米沢共同生活ポッケ 共同生活援助事業所（グループホーム） 社会福祉 米沢市徳町3-22 ○

64 サンメイトきらら 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市徳町4-26 ○

65 キッズピーパル 企業主導型保育園 社会福祉 米沢市中田町760-2 ○

66 三友堂リハビリセンター 病院 医療施設 米沢市成島町3-2-90 ○

67 米沢ヤクルト販売西大通保育室 事業所内保育施設 社会福祉 米沢市西大通1丁目5-40 ○

68 万世小学校 小学校 学校 米沢市八幡原5丁目3948-4 ○

69 米沢ヤクルト販売米沢保育室 事業所内保育施設 社会福祉 米沢市花沢3056-1 ○

70 ウェルリービング悠々 有料老人ホーム 社会福祉 米沢市花沢3069-2 ○

71 小規模多機能ホームこもれびの家 小規模多機能型居宅介護 社会福祉 米沢市花沢3069-2 ○
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72 グループホームこもれびの家 グループホーム 社会福祉 米沢市花沢3612-1 ○

73 森の子園第1学童クラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市万世町牛森4172-6 ○

74 森の子園第2学童クラブ 放課後児童健全育成施設 社会福祉 米沢市万世町牛森4172-6 ○

75 森の子園保育所 保育所 社会福祉 米沢市万世町牛森4172-6 ○

76 森の子ひかり園 生活介護事業所ほか 社会福祉 米沢市万世町牛森4172-7 ○

77 なせば成る 指定障がい福祉サービス事業所 社会福祉 米沢市万世町片子295-3 ○

78 そらいろ保育園 保育園 社会福祉 米沢市万世町片子343 ○

79 デイサービスセンター愛遊 通所介護（デイサービス） 社会福祉 米沢市広幡町上小菅638-4 ○

80 六郷小学校 小学校 学校 米沢市六郷町一漆40-1 ○

81 米沢市立第六中学校 中学校 学校 米沢市六郷町西藤泉160 ○

82 かにの家（chotto e cafe） 就労継続支援B型事業 社会福祉 米沢市広幡町京塚2614-2 〇

101 戸塚山こども園 認定こども園 社会福祉 米沢市大字上新田2008 ○ 〇

102 関根小学校 小学校 学校 米沢市大字関根13541 ○

103 万世園 特別養護老人ホーム 社会福祉 米沢市万世町梓山5496-12 ○

104 栄光園 障がい者支援施設 社会福祉 米沢市万世町梓山字大石山5493-1 ○

105 松風園 障がい者支援施設 社会福祉 米沢市万世町梓山字大石山5494-1 ○

106 介護老人保健施設あづま 老人保健施設 社会福祉 米沢市大字李山8132-11 ○


