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詳細につきましては別冊「障害福祉のしおり」をご覧ください。 

申請は事前申請が原則です。 

障害福祉サービス  
サービス事業所一覧 

 



 

 

はじめに 
当冊子は、鶴岡市内の障害福祉サービス事業所を掲載したものです。サービスの内容

につきましては、「障害福祉のしおり」で紹介しております。対応したページ番号を

掲載しておりますので、障害福祉のしおりとあわせてご活用ください。 

 

サービスの内容について    

 

利用までの流れ     

 

利用料金について 

         

お問い合わせ 

鶴岡市役所 健康福祉部 福祉課 障害福祉係 

TEL０２３５－３５－１２７３  FAX０２３５－２５－９５００ 
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自立支援給付サービス提供事業所一覧 

 

※ 事業所名は正式名称ではありません。 

 

 

居宅介護・重度訪問介護・同行援護 
 

事業所名 所在地 電話番号 
居宅

介護 

重度

訪問

介護 

同行

援護 

すずらん・ケア 日出一丁目 3-31 24-7557 〇 〇 〇 

温寿荘 槇代丁 53-1 43-2182 〇 〇  

ふじの花荘 藤の花一丁目 18-1 64-5880 〇 〇  

かみじ荘 羽黒町手向字薬師沢 198-3 62-2007 〇   

ホームヘルパーセンターともえ 北茅原町 17-1 35-0913 〇 〇  

なえづ ほなみ町 3-1 25-9255 〇 〇  

とようら 三瀬字菖蒲田 67-1 38-8155 〇 〇  

ふれあい 西新斎町 14-26 29-0370 〇 〇  

おおやま 大山三丁目 34-1 38-0255 〇 〇  

くしびき 上山添字成田 21-9 57-5080 〇 〇  

あつみ 湯温海字湯ノ尻 521-12 43-3266 〇 〇  

翔（はばたき） 美咲町 26-1 29-7088 〇 〇  

そよ風の森 下川字龍花崎 41-1035 68-5860 〇 〇  

ニチイ（鶴岡） 若葉町 23-38 29-6889 〇 〇  

ニチイ（鶴岡みさき） 美咲町 7-16 29-0305 〇 〇  

ニチイ（桜新町） 桜新町 12-12 28-1810 〇 〇  

ニチイ（宝田） 宝田三丁目 10-45 33-8527 〇 〇  

健楽園 美原町 3-7 25-3047 〇 〇  

庄内たがわ農協 上藤島字備中下 3-1 64-3000 〇 〇 〇 

しんわかい みどり町 22-43-2 64-0777 〇 〇  

みつたま 大西町 19-14 23-7208 〇   

なの花荘 三川町横山城下 228-9 66-4832 〇 〇  
 

 

行動援護（知的、精神の方のホームヘルプ）・重度障害者包括支援 
※ 鶴岡市内に提供事業所がありません。 
 

 

短期入所（ショートステイ） 

事業所名 所在地 電話番号 

恵風園  羽黒町川代字向山 136-1 78-0255 

慈丘園 栃屋字天保恵 10-1 35-1755 

しおん荘 湯野浜一丁目 17-35 76-3735 

障害福祉 

しおり 

 

 

の 

 

次ページにつづく 



 

 

事業所名 所在地 電話番号 

かたくり荘 熊出字東村 157-2 53-2300 

ゆきやなぎ 青柳町 40-5 23-1040 

愛光園 藤沢字軽井沢 68 35-2399 

はちもり 三瀬字菖蒲田 64-2 64-0122 

永寿荘 茅原町 28-10 25-6111 

よつばの里 本町三丁目 1-11 23-4282 

あじさい 安丹字村上 3-13 33-8160 

おおやま 大山三丁目 34-1 38-0250 

鶴峰園 栃屋字天保恵 10-1 35-1371 

ふじの花荘 藤の花一丁目 18-1 64-5884 

鳥海学園(児) 遊佐町藤崎字茂森 14－178 0234-75-3334 

吹浦荘 遊佐町菅里字菅野南山 21-14 0234-76-2516 

月光園 遊佐町当山字上戸 8-1 0234-72-5611 

日本海総合病院 酒田市あきほ町 30 0234-26-2001 

光風園 酒田市宮野浦三丁目 21-28 0234-31-2266 

和光園 酒田市相沢字北森 155 0234-62-3344 

山水園 庄内町狩川字笠山 433-3 0234-56-3522 

ドレミファ 庄内町松陽三丁目１-4 0234-42-2455 

 

 

生活介護（障害者支援施設を除く） 
事業所名 所在地 電話番号 

なえづ ほなみ町 3-1 25-9255 

かたぐるま ほなみ町 3-2 28-3136 

もみじが丘 湯温海字湯ノ尻 555 43-4386 

ラブラドール 西茅原町 14-23 25-8110 

作業所月山 中野京田字壱柳 4-1 24-8541 

工房せい 大山三丁目 36-35 33-1108 

つばさクラブ 大宝寺町 3-35 22-6088 

スローワーク新町 新海町 30-7 64-1600 

ひので 日出一丁目 7-7 25-2943 

であい 熊出字東村 157-2 53-2850 

愛寿園 湯温海字湯之尻 521-12 43-3266 

温寿荘 槇代丁 53－１ 43-2351 

そよ風の森 下川字龍花崎 41-1039 76-2170 

ハビビ伊勢原 伊勢原町 16-16 23-8576 

よつばの里 本町三丁目 1-11 24-4282 

のぞみの家 北茅原町 5-54 25-8335 

 

 

 



 

 

自立訓練（機能訓練） 
事業所名 所在地 電話番号 

であい 熊出字東村 157-2 53-2850 

愛寿園 湯温海字湯之尻 521-12 43-3266 

そよ風の森 下川字龍花崎 41-1039 76-2170 

 

宿泊型自立訓練（生活訓練） 
事業所名（施設を除く） 所在地 電話番号 

日本海 酒田市泉町 11-18 0234-28-8426 

 

 

自立訓練（生活訓練） 
事業所名（施設を除く） 所在地 電話番号 

慈丘園 栃屋字天保恵 10-1 35-1755 

かたぐるま ほなみ町 3-2 28-3136 

つばさクラブ 大宝寺町 3-35 22-6088 

あすか 朝暘町 4-10 64-1260 

アスピアソーシャルアクション 宝田三丁目 19-20 22-9001 

メグシイ 茅原町 27-19 23-3583 

絆 中山字瓜沢 60-4 64-8149 

 

 

就労移行支援 
事業所名 所在地 電話番号 

いちほ 青柳町 42-32 64-8690 

作業所月山 中野京田字壱柳 4-1 24-8541 

アスピアソーシャルアクション 宝田三丁目 19-20 22-9001 

 

 

就労継続支援（A型） 
事業所名 所在地 電話番号 

羽黒山ぶしいたけファーム 常盤木字木原 8-14 57-4766 

ｆｅふぁーむ 神明町 8-44 64-0560 

こっこ 羽黒町荒川字漆畑 33 64-8733 

よつば鶴岡 self-A 文園町 6-42 77-5661 

 

 



 

 

就労継続支援（B型） 
事業所名 所在地 電話番号 

さくらが丘 羽黒町川代字桜ケ丘 115-4 62-2333 

根っこ杉 藤の花一丁目 20-1 64-4376 

作業所月山 中野京田字壱柳 4-1 24-8541 

かたぐるま ほなみ町 3-2 28-3136 

かたぐるま別館 家中新町 18-50 24-5610 

もみじが丘 湯温海字湯ノ尻 555 43-4386 

青柳作業所 青柳町 31-14 25-8010 

工房せい 大山三丁目 36-35 33-1108 

つどいの家 美咲町 26-1 25-7729 

じゃがいも 泉町 5-70 23-7640 

きらり 日枝字宮脇 79-1 24-7283 

きらり弁当部とんが村 大宝寺町 3-35 24-3667 

いなほ作業所 美咲町 26-1 24-3688 

おからや 若葉町 15-5 25-3460 

やまびこ 新海町 8-33 25-3801 

あすか みどり町 28-16 64-1260 

よつばの里 本町三丁目 2-5 24-4282 

愛光園 藤沢字軽井沢 68 35-2399 

愛光園ワークセンター大山 友江字川向 46-4 33-8100 

あけぼの 西新斎町 21-8 23-7626 

レインボー広場 双葉町 5-22 22-2964 

ひので 日出一丁目 7-7 25-2943 

さんのう 山王町 12-3 64-0169 

もみの木 青龍寺字村上 182-1 64-8885 

スローワーク新町 新海町 30-7 64-1600 

いちほ 陽光町 18-24 64-8690 

りーふ 朝暘町 5-3 29-3881 

こっこ 羽黒町荒川字漆畑 33 64-8733 

鶴峰園 栃屋字天保恵 10-1 35-1351 

のぞみの家 北茅原町 5-54 25-8335 

 

 

就労定着支援 
事業所名 所在地 電話番号 

いちほ 陽光町 18-24 64-8690 

就労定着支援事業所 アスピア 宝田三丁目 19-20 22-9001 

 

 

 



 

 

共同生活援助（グループホーム）包括型 
運営主体 事業所名 所在地 電話番号 定員 

恵泉会 

（愛光園） 

軽井沢 藤沢字軽井沢 45-1 35-3410 7 

けやきの杜 泉町 8-50 25-9496 5 

すばる 藤沢字西側 163 35-4255 6 

楽しい家 家中新町 2-40 24-4567 4 

たんぽぽ 若葉町 23-2 23-9118 4 

仲間の家 家中新町 2-39 23-1077 5 

藤沢の家 藤沢字荒沢甲 305 35-4580 6 

まちなか 三和町 6-11-3 25-6420 6 

山形県社会福祉

事業団 

（慈丘園） 

かりん 友江字川向 63-1 33-0018 5 

ゆず 友江字川向 63-1 33-1018 7 

みんと 大山一丁目 21-21 33-0255 6 

たいよう 大山一丁目 21-21 33-0111 6 

親和会 

あたご 中野京田字大坪 22-5 23-5732 10 

希望荘 高坂字仏供沢 55-19 25-7327 5 

まごころ みどり町 22-43 33-8889 5 

みらい みどり町 22-44 25-3778 10 

大山の家 友江町 2-21 33-0811 9 

ラブラドール つくしんぼ 熊出字日鑓 69-1 53-2332 4 

ゆきやなぎ 
青柳下宿 青柳町 40-5 23-1040 6 

大西下宿 大西町 12-30 22-2675 4 

共生 

（よつばの里） 

えがおホーム 東新斎町 10-40 24-4282 5 

えがおホームネオ 東新斎町 10-40 24-4282 4 

やすらぎの会 

柿の木荘 宝町 4-5 24-7283 10 

けやき荘 平京田字屋敷廻 94-2 22-4941 20 

さくら荘 稲生一丁目 20-48 25-7554 9 

かくほう 
ゆずり葉 安丹字村上 3-13 33-8160 10 

あじさい 安丹字村上 3-13 33-8160 10 

野のゆり 
Ｆｏｒ ゆう 新形町 2-38 080-9629-2

669 

4 

Ｙｏｕ どえる 新形町 2-40 4 

Diverse Life はないろ 西新斎町 4-14 28-2601 5 

鶴岡ダルク DISCOVERY HOUSE 青柳町 32-9 64-8149 7 

鶴岡福祉村 共生の家「ひので」 日出一丁目 7-9 29-3666 5 
鶴岡市社会福祉協議会 茶ヤ町荘 温海戊 645-40 43-2810 6 

愛陽会 ハイツ平島ＡＢＣ 三川町横山字提 38-7 66-4567 各 10 

 

 

共同生活援助（グループホーム）外部型 
運営主体 事業所名 所在地 電話番号 定員 

絆の会 どんぐり第 1住居 稲生一丁目 3-11-5 22-3192 3 

絆の会 どんぐり第 2住居 稲生一丁目 3-11-3 22-3192 3 

絆の会 くるみ 青柳町 16-22 22-2015 6 



 

 

施設入所支援（主な障害者支援施設） 
事業者名 住所 電話 備考（旧法） 

鶴峰園 栃屋字天保恵 10-1 35-1351 身体障害者入所授産 

慈丘園 栃屋字天保恵 10-1 35-1755 知的障害者入所更生 

愛光園 藤沢字軽井沢 68 35-2399 知的障害者入所授産 

恵風園 羽黒町川代字向山 136-1 78-0255 知的障害者入所更生 

吹浦荘 遊佐町菅里字菅野南山 21-14 0234-76-2516 知的障害者入所更生 

月光園 遊佐町当山字上戸 8-1 0234-72-5611 身体障害者入所療養 

和光園 酒田市相沢字北森 155 0234-62-3344 知的障害者入所更生 

光風園 酒田市宮野浦三丁目 21-28 0234-31-2266 知的障害者入所更生 

 

 

  



 

 

障害児通所支援サービス提供事業所一覧 
 

 

児童発達支援・放課後等デイサービス 

＜実施機関＞ 

事業所名 所在地 電話番号 
児童

発達

支援 

放課

後等

デイ

サー

ビス 

鶴岡市立あおば学園 宝町 18-50 29-1502 ○  

サポートセンターラブラドール 西茅原町 14-23 25-8110 ○ ○ 

ラブラドールあさひ館 熊出字日鑓 68-1 53-3660 ○ ○ 

合同会社ハウスカ 美原町 17-17 64-8910  ○ 

合同会社ハウスカ・キートス 道田町 27-27 64-8492  ○ 

愛光園デイサービスセンター 藤沢字軽井沢 68 35-2903  ○ 

みんなのそら 宝田一丁目 7-28-9 24-6017  ○ 

アトリエ 中野京田字壱柳 4-1 24-8541  ○ 

のぞみの家 北茅原町 5-54 25-8335 ○ ○ 

多機能型発達支援事業所メグシィ 高坂字杉ケ沢 72-33 23-3583 ○ ○ 

キッズスクールメグシィ 新形町 16-37 23-3583 ○ ○ 

キッズスクールメグシィ茅原町教室 茅原町 27-12 23-3583 ○ ○ 

エールメグシィ ほなみ町 1-3 23-3583  ○ 

アドバンスメグシィ 新形町 10-28 23-3583 ○ ○ 

ドレミファデイサービス 庄内町松陽三丁目 1-5 0234-42-2455 ○ ○ 

 

保育所等訪問支援 

＜実施機関＞ 

事業所名 所在地 電話番号 

キッズスクールメグシィ茅原町教室 茅原町 27-12 23-3583 

酒田市はまなし学園 酒田市住吉町 10-24 0234-33-3283 

 

医療型児童発達支援 

＜実施機関＞ 

事業所名 所在地 電話番号 

山形県立こども医療療育センター 上山市河崎三丁目 7－1 0236-73-3366 

障害福祉 

しおり 

 

 

の 

 



 

 

相談支援事業所一覧 

 

 

サービス等利用計画の作成 

 

＜実施機関＞                障害児：１８歳未満 障害者：１８歳以上 

事業者名 住所 電話番号 児 者 

鶴岡市障害者相談支援センター 泉町 5-30 25-2794 〇 〇 

相談支援センターあおば 
宝町 18-50 29-1502 〇   

藤沢字軽井沢 68 35-3740   〇 

ぱすてる みどり町 22番 43-2号 25-0080   〇 

翔（はばたき） 美咲町 26-1 29-7088   〇 

つるおか 栃屋字天保恵 10-1   35-1212   〇 

一柳（ひとやなぎ） 中野京田字壱柳 4-1 35-0701 〇 〇 

アスピア 宝田三丁目 19-20 35-0770   〇 

く～たも相談室 末広町 5－22－201 Ｂ-３ 28-1877 〇 〇 

 

 

地域生活への移行に向けた支援 

（地域移行・地域定着） 

 

＜実施機関＞ 

事業者名 住所 電話番号 

鶴岡市障害者相談支援センター 泉町 5-30 25-2794 

相談支援センターあおば 藤沢字軽井沢 68 35-3740 

ぱすてる みどり町 22番 43-2号 25-0080 

翔（はばたき） 美咲町 26-1 29-7088 

アスピア 宝田三丁目 19-20 35-0770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉 

しおり 

 

 

の 

 

障害福祉 

しおり 

 

 

の 

 



 

 

 地域生活支援事業 
 

 

移動支援事業  

 

＜実施機関＞ 

事業者名 住所 電話 

すずらん・ケア 日出一丁目 3-31 24-7557 

鶴岡田川視覚障害者福祉協会 日出一丁目 4-7 24-6221 

なえづ ほなみ町 3-1 25-9275 

とようら 三瀬字菖蒲田 67-1 38-8155 

ふれあい 西新斎町 14-26 29-6129 

おおやま 大山三丁目 34-1 33-0202 

そよ風の森 下川字龍花崎 41-1035 68-5860 

くしびき 上山添字成田 21-9 57-5080 

庄内たがわ農協 上藤島字備中下 3-1 64-3000 

 

 

日中一時支援事業（日帰り短期入所・タイムケア） 

 

日帰り短期入所事業所（障害者） 

事業者名 住所 電話 

慈丘園 栃屋字天保恵 10-1 35-1755 

かたぐるま ほなみ町 3-2 28-3136 

しおん荘 湯野浜一丁目 17-35 76-3735 

恵風園 羽黒町川代字向山 136-1 78-0255 

山形病院 山形市行才 126-2 023-684-5566 

光風園 酒田市宮野浦三丁目 21-28 0234-31-2266 

ドレミファ 庄内町松陽三丁目 1-4 0234-42-2455 

吹浦荘 遊佐町菅里字菅野南山 21-14 0234-76-2516 

作業所月山 中野京田字壱柳 4-1 24-8541 

和光園 酒田市相沢字北森 155 0234-62-3344 

のぞみの家 茅原町 26-23 25-8335 

 

タイムケア事業所（障害児） 

事業者名 住所 電話 

愛光園 藤沢字軽井沢 68 35-2399 

ラブラドール 西茅原町 14-23 25-8110 

あおば学園 宝町 18-50 29-1502 

アトリエ 中野京田字壱柳 4-1 24-8541 

ハウスカ 美原町 17-17 64-8910 

障害福祉 

しおり 

 

 

の 

 

障害福祉 

しおり 

 

 

の 

 

次ページにつづく 



 

 

 

事業者名 住所 電話 

みんなのそら 宝田一丁目 7-28-9 24-6017 

のぞみの家 茅原町 26-23 25-8335 

鳥海学園 遊佐町藤崎字茂森 14-178 0234-75-3334 

 

 



 

 

 

障害福祉サービス事業所一覧 
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