
令和4年4月現在

No 施設名 受入対象者 管理主体

1 グループホーム　やすらぎ 弘前市大字 石川字大仏下53 高齢者 医療法人　恩幸会

2 有料老人ホーム　やすらぎ 弘前市大字 石川字大仏下25-1 高齢者 医療法人　恩幸会

3 介護老人保健施設　ヴィラ弘前 弘前市大字 岩賀2丁目12-11 高齢者 医療法人　サンメディコ

4 グループホーム　ヴィラ弘前 弘前市大字 岩賀2丁目12-11 高齢者 医療法人　サンメディコ

5 介護老人保健施設　あしたばの里・黒石 黒石市 黒石市末広6-1 高齢者 医療法人　済寿会

6 グループホーム　さくら 弘前市大字 高杉字五反田173-7 高齢者 医療法人　仙知会

7 弘前リカバリーセンター 弘前市大字 高田1丁目10-7 高齢者 医療法人　鶴豊会

8 介護療養型老人保健施設　うめむら 弘前市大字 石渡1丁目1-6 高齢者 医療法人　芳真会

9 グループホーム　西弘 弘前市大字 中野1丁目9-12 高齢者 医療法人　光成会

10 草菴デイサービスセンター 弘前市大字 城東2丁目2-6 高齢者 株式会社　草菴

11 有料老人ホーム　草菴倶楽部 弘前市大字 城東中央3丁目1-13 高齢者 株式会社　草菴

12 有料老人ホーム　大雄荘 弘前市大字 高杉字五反田231 高齢者 株式会社　大与

13 有料老人ホーム　メゾン花月 弘前市大字 高杉字五反田231 高齢者 株式会社　大与

14 有料老人ホーム　メゾン田茂木町 弘前市大字 田茂木町80 高齢者 株式会社　大与

15 有料老人ホーム　メゾン長寿温泉 弘前市大字 東城北3丁目4-7 高齢者 株式会社　大与

16 有料老人ホーム　メゾン長楽 弘前市大字 銅屋町2-4 高齢者 株式会社　大与

17 有料老人ホーム　きらら 南津軽郡田舎館村 大字堂野前字前川原80-1 高齢者 株式会社　福寿

18 特別養護老人ホーム　福寿園 弘前市大字 福村字新舘添50-8 高齢者 社会福祉法人　一葉会

19 老人保健施設ながだい荘 西津軽郡鰺ヶ沢町
大字長平町字甲音羽山65-
412

高齢者 社会福祉法人　音羽会

20 有料老人ホーム　シニアシティ弘前 弘前市大字 向外瀬字豊田319-1 高齢者 社会福祉法人　音羽会

21 グループホーム　パインの里 弘前市大字 国吉字坂本138-10 高齢者 社会福祉法人　嶽暘会

22 グループホーム　パインの街 弘前市大字 原ヶ平字山元118-1 高齢者 社会福祉法人　嶽暘会

23 グループホーム　パインの森 弘前市大字 一町田字浅井440-2 高齢者 社会福祉法人　嶽暘会

24 グループホーム　ピノッ郷 弘前市大字 五代字田屋敷240-1 高齢者 社会福祉法人　嶽暘会

25 特別養護老人ホーム　松山荘 弘前市大字 一町田字浅井443-1 高齢者 社会福祉法人　嶽暘会

26 介護老人保健施設　湖水荘 北津軽郡鶴田町 廻堰字東下山９１－２ 高齢者 社会福祉法人　桂久会

27 特別養護老人ホーム大鰐ホーム 南津軽郡大鰐町 大字大鰐字萢頭9-2 高齢者 社会福祉法人　北光会

28 ケアハウス　サン・フラワー 弘前市大字 向外瀬字豊田320-1 高齢者 社会福祉法人　弘友会

29 有料老人ホーム　ふじの郷 南津軽郡藤崎町 大字藤崎字高瀬２－４ 高齢者 社会福祉法人　弘友会

30 介護老人保健施設　ふじ苑 弘前市大字 土堂字長瀬385-1 高齢者 社会福祉法人　桜友会

31 特別養護老人ホーム　白寿園 弘前市大字 大沢字稲元3-2 高齢者 社会福祉法人　沢朋会
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32 グループホーム　わかば 弘前市大字 若葉2丁目15-1 高齢者 社会福祉法人　七峰会

33
特別養護老人ホーム　サンアップルホー
ム

弘前市大字 高杉字尾上山350 高齢者 社会福祉法人　七峰会

34 介護老人保健施設　平成の家 弘前市大字 独狐字石田121-1 高齢者 社会福祉法人　伸康会

35 グループホーム　あけぼの 弘前市大字 浜の町東1丁目7-4 高齢者 社会福祉法人　伸康会

36 グループホーム　ふれあい 弘前市大字 独狐字石田172-1 高齢者 社会福祉法人　伸康会

37 ショートステイ　平成の館 弘前市大字 石渡4丁目13-7 高齢者 社会福祉法人　伸康会

38 生活支援ハウス　観音の里 弘前市大字 独狐字松ヶ沢38-1 高齢者 社会福祉法人　伸康会

39 デイサービスセンター　さんふじ 南津軽郡藤崎町 大字柏木堰字南亀田１－１ 高齢者 社会福祉法人　千栄会

40 特別養護老人ホーム　さんふじ 南津軽郡藤崎町 大字柏木堰字南亀田１－１ 高齢者 社会福祉法人　千栄会

41 特別養護老人ホーム　さわやか園 平川市 日沼堵樋田85 高齢者 社会福祉法人　直心会

42 グループホーム　城西 弘前市大字 茜町2丁目1-18 高齢者 社会福祉法人つがる三和会

43 短期入所生活介護施設　常源 弘前市大字 南袋町5-16 高齢者 社会福祉法人つがる三和会

44 特別養護老人ホーム　三和園 弘前市大字 茜町2丁目1-2 高齢者 社会福祉法人つがる三和会

45 ケアセンター弘前 弘前市大字 山崎1丁目3-7 高齢者 社会福祉法人津軽富士見会

46 特別養護老人ホーム　弘前園 弘前市大字 鬼沢字山ノ越249 高齢者 社会福祉法人津軽富士見会

47 弘前特別養護老人ホーム 弘前市大字 自由ヶ丘5丁目5-3 高齢者 社会福祉法人津軽富士見会

48 特別養護老人ホーム鶴住荘 北津軽郡板柳町 野中字鶴住102-2 高齢者 社会福祉法人　鶴住会

49 特別養護老人ホーム　鶴松園 北津軽郡鶴田町 廻堰字上野尻146-1 高齢者 社会福祉法人　鶴松会

50 グループホーム　自由ヶ丘 弘前市大字 金属町5-30 高齢者 社会福祉法人　愛成会

51 特別養護老人ホーム　弘前静光園 弘前市大字 豊原1丁目1-2 高齢者 社会福祉法人　愛成会

52 養護盲老人ホーム　津軽ひかり荘 弘前市大字 金属町5-1 高齢者 社会福祉法人　愛成会

53 養護老人ホーム　弘前温凊園 弘前市大字 金属町5-1 高齢者 社会福祉法人　愛成会

54 小規模多機能ホーム自由ヶ丘 弘前市大字 金属町5-30 高齢者 社会福祉法人　愛成会

55 特別養護老人ホーム　おうよう園 弘前市大字 城南5丁目13-15 高齢者 社会福祉法人　わかば会

56 ショートスティ　おうよう園山崎 弘前市大字 山崎3丁目6-1 高齢者 社会福祉法人　わかば会

57 特別養護老人ホーム　大清水ホーム 弘前市大字 清原４丁目9-2 高齢者 社会福祉法人　藤聖母園

58 養護老人ホーム　景風荘 黒石市 赤坂池田136 高齢者 社会福祉法人　報徳会

59 介護老人保健施設　三笠ケアセンター 平川市 館田西和田200 高齢者 社会福祉法人　三笠苑

60 グループホーム サンライフ碇ヶ関 平川市 碇ヶ関鯨森90-1 高齢者 社会福祉法人　三笠苑

61 グループホームサンライフ浦町 黒石市 浦町一丁目82 高齢者 社会福祉法人　三笠苑

62 グループホーム　サンライフ堀越 弘前市大字 堀越字柳元293-1 高齢者 社会福祉法人　三笠苑
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63 グループホーム サンライフ三笠 平川市 館田西和田201-2 高齢者 社会福祉法人　三笠苑

64 グループホーム　太陽の里 弘前市大字 堀越字柳田3-12 高齢者 社会福祉法人　緑風会

65 特別養護老人ホーム　緑青園 平川市 沖館和田84 高齢者 社会福祉法人　緑風会

66 有料老人ホーム　ひなた神田 弘前市大字 神田1丁目6-3 高齢者 日本健康開発　株式会社

67 ワークランド茜 弘前市大字 自由ヶ丘4丁目1-1 障害者（精神のみ） 社会福祉法人　茜育友会

68 ワークキャンパス大鰐 南津軽郡大鰐町
大字三ツ目内字水沢出口
117-1

障害者（知的のみ） 社会福祉法人　阿闍羅会

69 玄輝門住宅Ａ 南津軽郡藤崎町 大字中島字種元31-5 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　極光の会

70 障害者支援施設　山郷館 弘前市大字 百沢字東岩木山2628 障害者（身体のみ） 社会福祉法人　七峰会

71 障害者支援施設　拓光園 弘前市大字 百沢字東岩木山2628 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　七峰会

72 通勤寮　拓心館 弘前市大字 熊嶋字亀田184-1 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　七峰会

73 障害者グループホーム　さくら草 弘前市大字 独狐字松ヶ沢20-5 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　聖康会

74 障害者ケアホーム　さくら寮 弘前市大字 独狐字山辺197-1 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　聖康会

75 障害者支援施設　さくら園 弘前市大字 独狐字山辺183 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　聖康会

76 大鰐療育センター 南津軽郡大鰐町 大字苦木字野尻170-1 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　素樸会

77 障害者支援施設　千年園 弘前市大字 原ヶ平字山中39-1 障害者（身体のみ） 社会福祉法人　千年会

78 障害者支援施設　三和の里 弘前市大字 三和字下恋塚189-7 障害者（知的のみ） 社会福祉法人つがる三和会

79 であいの家あうん 弘前市大字 高屋字安田735-3 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　抱民舎

80 ゆいまある 弘前市大字 藤代字平田14-2 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　抱民舎

81 就労継続支援B型事業所　ワークいずみ 弘前市大字 文京町4-38 障害者（知的のみ） 社会福祉法人　万陽会

82 児童デイサービスセンター　ピース 北津軽郡板柳町 大字館野越字早稲田54-2 障害者（知的のみ）
特定非営利活動法人
あいゆう

83 就労継続支援センター　あいゆう工房 北津軽郡板柳町 大字館野越字早稲田54-2 障害者（精神のみ）
特定非営利活動法人
あいゆう

84 日中一時支援事業所　オアシス 北津軽郡板柳町 大字館野越字早稲田54-2 障害者（精神のみ）
特定非営利活動法人
あいゆう

85 みどり保育園 弘前市大字 吉野町3-3 児童・母子（父子）
財団法人医療と育成のため
の研究所清明会

86 児童養護施設　幸樹園 北津軽郡鶴田町 妙堂崎字米山187-1 児童・母子（父子） 社会福祉法人　厚生会

87 大開保育園 弘前市大字 大開2丁目11-4 児童・母子（父子） 社会福祉法人　三千会

88 新里こども園 弘前市大字 新里字中樋田63-1 児童・母子（父子） 社会福祉法人　東豊福祉会

89 ひまわり保育園 弘前市大字 松原東4丁目2-21 児童・母子（父子）
社会福祉法人
ひまわり福祉会

90 児童養護施設　弘前愛成園 弘前市大字 豊原1丁目1-3 児童・母子（父子） 社会福祉法人　愛成会

91 児童発達支援センター　大清水学園 弘前市大字 清原4丁目17-1 児童・母子（父子） 社会福祉法人　藤聖母園

92 ちとせ幼保園 弘前市大字 狼森字天王33-1 児童・母子（父子） 社会福祉法人　陽明会

92施設 48法人等


