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生きがい型デイ
サービス

アスモ 中野３丁目２－１２ ５５－６８２８ 25 〇

デイサービスセンター岩木 駒越字村元１２３－１ ３４－６７２０ 30 〇

デイサービスセンターいわき山 五代字従弟沢１０３０－５０ ８３－２１００ 17 〇

デイサービスセンターウエルパーク 福田字巻屋４－１ ２９－４１４１ 30

エールリハビリデイサービス 外崎三丁目１－９ ８８－６８６４ 10 ○

エコールデイサービスセンター 駅前町１０－６ ３９－６６５５ 10 〇

おうよう園デイサービスセンター 城南５丁目１３－１５ ３８－０４００ 34 〇

大開デイサービス 小沢大開４４－６ ８９－２１４０ 10 ○

デイサービスセンター　きらら弘前 藤野２丁目６－１ ３１－１６１１ 22 〇

草薙ディサービスセンター 大森字勝山２７８－１８ ９３－２２２２ 35 〇

ケアパートナー弘前 向外瀬３丁目２－４ ３１－３３９３ 65

ことぶき荘温泉デイサービスセンター 福村字早稲田２７－１ ２７－０３３０ 30 〇

SAKURAS REHACARE SERVICE 大町１丁目３－１ ８８－５７６２ 25 〇

サポートセンターいきいき　武さん家　弘前 田園３丁目１－８ ５５－０６９７ 10 〇

サンアップルホームデイサービスセンター 高杉字尾上山３５０ ９７－２１１１ 49 〇

デイサービスセンター　サンタハウス弘前公園 元大工町２６－１ ８８－７７０７ 20 〇

デイ３６５ 独狐字松ヶ沢３８－２ ８８－８３８８ 30 〇

デイサービスセンター　サン・フラワー 向外瀬字豊田３２０－１ ３４－３４３４ 37 〇

デイサービスセンター　三和園 三和字上恋塚１９ ９３－３９６０ 30 〇

デイサービスセンターＳＰＡ大浦の湯 五代字山本６００－１ ８８－６８８６ 10 〇

樹楽おいの杜 狼森字西元３－９ ８８－６８１１ 10

ジョイライフ倶楽部かさい 田町１丁目１－６ ３１－３９５５ 18 〇

通所介護事業　松山荘ケアステーション 賀田２丁目４-２ ８２－３３３０ 35 〇

デイサービスセンター　城西 茜町２丁目１－１８ ３１－４５４４ 40 〇

城東デイサービスセンター 城東中央４丁目１－４ ２８－００５４ 25 〇

小規模デイサービス静 中崎字野脇１７６ ５５－５５３５ 10 〇

草菴デイサービスセンター 城東２丁目２－６ ２７－７２２１ 15 〇

デイサービスセンター　たいよう 田園１丁目１２－９ ８８－７１３３ 10

デイサービスセンター　鷹匠町百沢の湯 百沢字小松野８７－１ ８３－２３２１ 20 〇

デイサービスセンター　高舘山温泉 五代字従弟沢１０３０－５０ ８３－２１００ 55 〇

通所介護事業所ちとせ 千年３丁目１－６ ８８－７３６２ 10 〇
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長慶苑デイサービスセンター 坂市字亀田５３－３ ８４－１０１０ 29 〇

ツクイ弘前大町 大町１丁目１７－２０ ３１－２１５０ 40

富田町デイサービスセンター 富田町１６３ ３２－１１６５ 30 〇

通所介護事業　パインハウス城南 原ヶ平字山元１１８－１ ８８－１７６４ 35 〇

通所介護事業　パインハウス弘前 国吉字坂本１３８－１０ ８６－３８００ 35 〇

デイサービスセンター　白寿園 大沢字稲元３－２ ９２－２０３１ 25 〇

ビーンズリハビリセンターひろさき 高田３丁目１－１０ ２９－３５４５ 25 〇

ひなた 神田１丁目６－３ ３９－１０６１ 51 〇

ひなたスマイルパーク 青山２丁目１－２ ８８－６５０２ 50 〇

ひなたストレッチ 南城西二丁目２－１ ４０－００１６ 10 〇

通所介護事業　ピノカーサ岩木 五代字田屋敷２４０－１ ８２－１５１５ 35 〇

特別養護老人ホーム弘前園通所介護事業所 鬼沢字山ノ越２４９ ９９－５０５０ 20 〇

弘前静光園デイサービスセンター 豊原１丁目１－２ ３７－８５００ 32 〇

弘前特別養護老人ホーム介護保険サービス事業センター 自由ヶ丘５丁目５－３ ８８－１４３３ 20 〇

デイサービスファミリー 撫牛子２丁目８－４ ５５－９７８３ 25 〇

デイサービスセンター　ふれあい温泉 旭ヶ丘２丁目６－４ ３１－８００８ 120 〇

デイサービスセンター倶楽部フレディ 百石町４７－１ ３１－３１３２ 40

ほりこし介護福祉センター 堀越字柳田１－１６ ２９－５２２０ 37 〇

デイサービスセンターまるめろ 東長町３８-３ ３９－６２０２ 30 〇

デイサービスセンターみのり 大原２丁目１０ー１ ５５－５４７３ 18

デイサービスセンター由来処 門外１丁目７－２３ ２７－３３６６ 10

デイサービス　よし 小比内５丁目２０－１ ２９－１９７０ 10 〇

デイサービスセンター　わ 取上４丁目３－２５ ８８－８１８５ 14

デイサービスセンター　わかば 若葉２丁目１５ ３７－１１６５ 25 〇

デイサービス我が家 川先３丁目９－１ ２７－８８７５ 11 〇

機能訓練特化型しのだデイサービス 青森市篠田１丁目９－１１　
青森クリニック３階
（０１７）

７６３－０５２７ 10

デイサービスセンター　いたや荘 板柳町大字辻字岸田６６ ７９－２１００ 35 〇

ライフケア高増デイサービスセンター 板柳町大字大俵字和田４２３－６ ７７－４１７０ 30 〇

デイサービスセンターひばの里 板柳町大字掛落林字前田１４０－１ ７３－２６５１ 20

あずみ野デイセンター 大鰐町鯖石字浅瀬渕３５ー５ ４７－６５５６ 35
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大鰐温泉介護センター　あぜりあ 大鰐町大鰐字湯野川原７－２ ４９－１０１５ 25 〇

おおわにデイサービスセンターゆけむり荘 大鰐町大鰐字湯野川原９２－８８ ４８－５７１１ 24 〇

アップル鶴の里 鶴田町大字横萢字矢留崎97
（０１７３）
２７－１２３４ 50

鶴松園デイサービスセンター 鶴田町大字廻堰字上野尻１４２
（０１７３）
２２－２２９２ 30

湖水荘デイサービスセンターみずもと 鶴田町大字廻堰字下桂井２６－２
（０１７３）
２２－６７５０ 40 〇

デイサービスいぶし銀 田舎館村大字川部字中西田99-1 ８８－６２５６ 25 〇

デイサービス　さいかち 田舎館村大字東光寺字前田７０－２ ４０－２０１３ 24

デイサービスあすかの湯 平川市町居西田１１１－１ ４３－１１６５ 40 〇

デイサービスセンター　おのえ 平川市中佐渡上石田３６－１ ４３－５２２５ 45 〇

デイサービスセンターさわやか園 平川市日沼樋田８５ ４３－５４３２ 30

ふるさと温泉 平川市唐竹堀合５９－２ ４４－０１５５ 10

デイサービスセンター三笠 平川市館田西和田２００ ４４－８８３３ 40

平賀デイサービスセンター 平川市沖舘和田８４ ４４－７５８８ 65

デイサービスセンター　えびす 藤崎町大字藤崎字西浅田６０ ８９－７７２２ 40

デイサービスセンターメープルの里ふじさき 藤崎町大字藤崎字東村井１４ ７５－２６００ 30 〇

れいたく苑デイサービスセンター 岩手県滝沢市高屋敷１５
（０１９）

６８４－５２２７ 24

グリーンライフ仙台デイサービスセンター 宮城県仙台市大白区あすと長町３－１
（０２２）

３０４－３１８３
25 〇

石戸谷皮膚科泌尿器科医院 北川端町１ ３２－９０２８ 20 生きがい型のみ

介護老人保健施設ヴィラ弘前 岩賀２丁目１２－１１ ３７－７３００ 20 生きがい型のみ

介護老人保健施設希望ヶ丘ホーム 小沢字山崎４４－９ ８７－６６５５ 30 生きがい型のみ

介護老人保健施設サンタハウス弘前 大川字中桜川１８－１０ ９９－１１１５ 40 生きがい型のみ

介護老人保健施設鳥井野荘 鳥井野字長田２６５ ８２－５６００ 78 生きがい型のみ

下田クリニック 城東中央４丁目１－３ ２７－２００２ 20 生きがい型のみ

小規模多機能ホーム自由ヶ丘 金属町５－３０ ８９－１６００ 2 生きがい型のみ

中野整骨院 一町田字村元６０８－１７ ８２－４８３７ 17 生きがい型のみ

平成の家 独狐字石田１２１－１ ９５－３９８１ 88 生きがい型のみ

吉田クリニック通所リハビリテーション　フレディ２ 百石町４９－１吉田クリニック内３階 ３７－６３０１ 20 生きがい型のみ

ライフジム　ニューフィットネス弘前
城東北３丁目１０－１
さくら野弘前４階 ５５－７０２５ 10 生きがい型のみ
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※　生きがい型デイサービス欄に「〇」の記載がある事業所は、生きがい型デイサービス事業所としても
　指定を受けている事業所です。また、「生きがい型のみ」の記載がある事業所は、通所介護相当サービス
　の指定は受けていません。


