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所　在　地 電話番号

アースサポート弘前 小比内４丁目５－１５ ２６－３２１１

愛成居宅介護支援事業所 豊原１丁目１－２ ３３－７１００

居宅介護支援事業所あおいもり 茂森町２５－１エスケイビル１０２号 ５５－０８９０

居宅介護支援事業所青森県ケアマネ連合会 堅田４丁目４－３おしゃれハウス２　B２０３号室 ５５－５３７０

石川訪問看護ステーションやすらぎ 石川字大仏下２５－１ ９２－３３７２

介護老人保健施設　ヴィラ弘前 岩賀２丁目１２－１１ ３７－７３００

居宅介護支援事業所　ウエルパーク 福田字巻屋２５－８ ２９－４１６３

うめむら 石渡１丁目１－６ ３２－３５９３

エコール居宅介護支援センター 駅前町１０－６ ３９－６６５５

Ｍ＆Ｃサービスステーション 福村字新舘添２２－２ ２９－５０００

居宅介護支援事業所　えんむすび 狼森字天王２３－１５ ８７－５０００

おうよう園介護相談センター 城南５丁目１３－１５ ３６－２０７４

鷹揚郷弘前介護支援事業所 小沢字山崎９０ ８７－１２２１

オリーブ居宅介護支援事業所 鷹匠町１６－１ ３９－２２００

介護サポート居宅介護支援事業所 川先１丁目６－１０ ２８－４１６５

希望ヶ丘居宅介護支援事業所 小沢字山崎４４－９ ８７－６６５６

居宅介護支援事業所　「きずな」 高崎２丁目７－７ ２９－３７３０

草薙居宅介護支援事業所 大森字勝山２７８－１８ ９３－２２２２

居宅介護支援事業所くんぷうしゃ 代官町８６ ２６－７０２０

ケアサービスハロー 南富田町１１－１ ８８－５０６５

ケアサービス弘前指定居宅介護支援事業所 品川町１５５－２ ３６－３０１１

（有）ケアサポートかがやき 野田１丁目４－１６ ３９－７０５１

ケアセンター弘前介護保険サービス事業センター 山崎１丁目３－７ ８８－５２０７

ケアプランセンターむくのき 松原東１丁目1-5 ﾒｿﾞﾝ･ｱﾙｶﾃﾞｨｱ103号室 ５５－０５５１

ケアプランセンター早稲田 早稲田３丁目１１－１１ ２８－１９４１

（株）ケアライフ青森弘前営業所 神田２丁目６－１ ３１－２０２３

津軽保健生活協同組合健生介護センター虹居宅介護支援事業所 湯口字一ノ細川５１－５ ８４－２７８７

津軽保健生活協同組合　健生クリニック居宅介護支援事業所 野田２丁目２－１ ３８－３２９５

津軽保健生活協同組合　健生病院 野田２丁目２－１ ３２－１１７１

津軽保健生活協同組合　健生訪問看護ステーションたまち 田町５丁目２－２ ３６－８８３２

幸陽荘居宅介護支援事業所 清野袋字岡部４３３－１ ３７－８７９０

ことぶき荘居宅介護支援事業所 福村字早稲田２７－１ ２８－２９９２

サンアップル居宅介護支援センター 高杉字尾上山３５０ ９７－２１３１

サンケアネット弘前指定居宅介護支援事業所 大町２丁目１０－１３ ３６－３１３２

山郷館居宅介護支援センター 百沢字東岩木山２６２８ ９６－０２５０

居宅介護支援事業　サンタハウス弘前 大川字中桜川１８－１０ ９５－３１２３

居宅介護支援事業センター　サン・フラワー 向外瀬字豊田３２０－１ ３４－３４３４

サンワ訪問ステーション 清水３丁目１－１５ ３９－６３７７

しあわせサポート 早稲田３丁目１４－３ ８８－７７１４

居宅介護支援事業所寿楽 城東中央１丁目２－１０ ２６－２２７０

居宅介護支援事業所　城西 茜町２丁目１－１８ ３１－４５４４

城東居宅介護支援センター 城東中央４丁目１－４ ２８－００８２

①居宅介護支援
事　業　所　名
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所　在　地 電話番号

伸栄会 泉野３丁目１６－５ ５５―８６８６

医療法人仙知会　居宅介護支援事業所 高屋字本宮４８０－４ ８２－３２４８

草菴居宅介護支援事業所 城東２丁目２－６ ２７－７２２１

（株）大与居宅介護支援事業所 茂森新町１丁目１－２７ ３９－２７０１

居宅介護支援事業所　高舘山温泉 五代字沼田１３－５ ８２－３３３７

長慶苑ケアプランセンター 坂市字亀田５３－３ ８４－１０１０

居宅介護支援事業所円 三世寺字月見野５３－１ ５５－９９４４

（有）つるかめケアセンター 門外４丁目５－１２ ２９－１１１７

鳥井野荘居宅介護支援センター 鳥井野字長田２６５ ８２－１１３３

居宅介護支援事業所なごみの里ひろさき 三和字川合５９－１６ ９３－３３３０

ニチイケアセンター弘前 城東中央５丁目４－１ ２９－６０１５

ハーベスト居宅介護支援事業所 小比内１丁目１－７ ２６－１６２１

（有）ハートウエル 紺屋町７１　アップルファームＡ号 ３１－８３３８

居宅介護支援事業所　パインハウス城南 原ヶ平字山元１１８－１ ８８－１７６４

居宅介護支援事業所　パインハウス弘前 国吉字坂本１３８－１０ ８６－３８００

白寿園居宅介護支援事業所 大沢字稲元３－２ ９２－２０３１

バンドーウエルフェアグループ（株）ケアプランセンターバンドー 西城北２丁目６－３ ３１－１５２６

バンドー介護サポート（株）ケアプランセンター弘前 西城北２丁目３－４ ３７－２０２０

居宅介護支援事業所ひなたスマイル 青山２丁目１－２ ３３－８８９８

居宅介護支援事業所　ピノカーサ岩木 五代字田屋敷２４０－１ ８２－１５１５

ひのき居宅介護支援センター 取上４丁目５－２ ５５－５１６５

居宅介護支援センター　「ひばり」 藤代字広田１３１－５ ３９－２０２０

弘前介護相談センター 文京町１８－２ ３３－７７２１

弘前市医師会居宅介護支援事業所 野田２丁目７－１ ３２－２３７１

居宅介護支援事業所　弘前リカバリーセンター 高田１丁目１０－７ ２７－３３２２

居宅介護支援事業所ファルマ 北横町１９－１ ４０－０１１９

居宅介護支援事業所　ふれあい温泉 旭ヶ丘２丁目６－４ ３１－８０１１

フレディ居宅介護支援事業所 百石町４９－１１ ３１－３１３２

訪問看護ステーション　ふれあい 八幡町３丁目１－１ ３２－００１１

居宅介護支援事業所北斗桜ヶ丘 桜ヶ丘４丁目１－５ ８７－９４７１

訪問看護ステーション　ほのか 泉野５丁目６－７ ８９－３１２５

ほりこし介護福祉センター 堀越字柳田１－１６ ２９－５２２０

松森ケアプランセンター 松森町５３－２ ５５－８８１７

居宅介護支援センターみのり 大原２丁目１０－１ ８８－６７１５

ライフＩＷＡＫＩ 賀田字大浦３０－２ ８８－７３３４

ライフサポート平成の家 独狐字石田１２１－１ ９５－２８０１

ライフスマイル弘前 桔梗野５丁目１－１３ ８８－８７１１

居宅介護支援事業所　りんご 取上２丁目１４-１ ３７－８０７０

（財）黎明郷　弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 扇町１丁目２－１ ２８－８２２０

ろうかつプランセンター 中野５丁目８－１３ ５５－５２６２

（有）ヘルパーステーション　わ 取上５丁目７－４０ ３４－３２８３

早稲田ケアサポート 早稲田４丁目７－９ ２９－１９１１

事　業　所　名
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所　在　地 電話番号

総・予 アースサポート弘前 小比内４丁目５－１５ ２６－３２１１

総・予 アースサポート弘前浜の町 浜の町西２丁目１－１ ３９－４８００

総・予 ヘルパーステーション　アイ・ケア 高杉字五反田２３０－１ ９５－３９１５

予 ヘルパーステーションあずさ 松原東１丁目１－５ メゾン・アルカディア103号室 ５５－０７９０

総・予 ヘルパーステーション　あやとり 堅田４丁目１－１ ２９－１８５５

総・予 訪問介護ステーション「いこい」 石川字川原田９－５ ９２－３９５５

総・予 石川ヘルパーステーションくどう 石川字大仏下２５－１ ４９－７７２５

総・予 イーケアゆきあかり 豊田１丁目１－１豊田スカイマンション１Ｆ ２９－５８８１

総・予 エコールヘルパーセンター 駅前町１０－６ ３９－６６５５

総・予 Ｍ＆Ｃサービスステーション 福村字新舘添２２－２ ２９－５０００

総・予 ヘルパーステーション　えんむすび 狼森字天王２３－１５ ８７－５０００

総・予 ヘルパーステーション　オアシス 館野１丁目３－２３ ４０－０５４３

総・予 オリーブヘルパーステーション 鷹匠町１６－１ ３９－１００５

総・予 ヘルパーステーション花だん 取上５丁目４－１７ ３５－２３１９

総・予 ヘルパーステーション川先 川先４丁目３－５ ２８－３４３４

総・予 ホームヘルパーステーション　「きずな」 高崎２丁目７－７ ２９－３７３０

総・予 希望ヶ丘訪問介護事業所 小沢字山崎４４－９ ８７－６７６５

総・予 ヘルパーステーション　グッド・ケア 高杉字五反田１７４－５ ９９－１１５０

総・予 訪問介護事業所　くによし 高崎２丁目３－２ ５５－８５８５

総・予 訪問介護　くんぷうしゃ 代官町１０２ ３８－３５２２

総・予 ケアースタッフ・グリーン 高田１丁目５－２２ ２９－３３４５

総・予 ケアサービスハロー 南富田町１１－１ ８８－５０６５

総・予 ケアサービス弘前訪問介護 品川町１５５－２ ３６－３０１１

総・予 （有）ケアサポートかがやき 野田１丁目４－１６ ３９－７０５１

総・予 ケアステーション撫牛子 撫牛子２丁目４－２４ ３２－８６９３

総・予 （株）ケアライフ青森弘前営業所 神田２丁目６－１ ３１－２０２３

総・予 特定非営利活動法人ケアリバイブ（訪問介護） 青山２丁目２－６ ３５－３３２２

総・予 津軽保健生活協同組合健生ヘルパーステーションあじさい 向外瀬字豊田２９４－１ ３１－１０５０

総・予 津軽保健生活協同組合健生ヘルパーセンターかけはし 田町５丁目２－２ ３９－７３３９

総・予 訪問介護センター　幸陽荘 清野袋字岡部４３３－１ ３７－８７９０

総・予 ことぶき荘ホームヘルプサービス 福村字早稲田２７－１ ２８－２９９２

総・予 サンアップル　ヘルパーセンター 高杉字山下２９８－１ ９５－３７５８

総・予 訪問介護ステーション咲 湯口字一ノ細川４９－１ ５５－５５５１

総・予 ヘルパーステーション　さくらの樹 若党町１８－１ ３９－６５１５

総・予 サンケアネット弘前 大町２丁目１０－１３ ３６－３１３２

総・予 山郷館訪問介護センター 大久保字西田９２－３ ３３－７３５７

②訪問介護 （介護予防・総合事業訪問介護）
事　業　所　名

※　左欄外の「総」・「予」の記載のある事業所は、「介護予防」又は「総合事業」の事業所としても指定を受けて
　　 いる事業所です。
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所　在　地 電話番号

総・予 ホームヘルプサービス　サンタハウス弘前 大川字中桜川１４ ９９－１１８７

総・予 訪問介護ステーション　サン・フラワー 向外瀬字豊田３２０－１ ３４－３４３４

総・予 サンワ訪問ステーション 清水３丁目１－１５ ３９－６３７７

総・予 在宅介護支援センター　三和園 三和字上恋塚１９ ９３－３９６０

総・予 しあわせ介護 早稲田３丁目１４－３ ８８－７７１４

総・予 ヘルパーステーションしおん 城南１丁目２８－１８ ５５－９３２６

総・予 訪問介護事業所下湯口 湯口字一ノ細川８１－２５ ８８－８４３３

総・予 自由ヶ丘ホームヘルパーステーション 金属町５－３０ ８９－１６００

総・予 ヘルパーステーション寿楽 城東中央１丁目２－１０ ２６－２２７０

総・予 訪問介護事業　松山荘ケアステーション 五代字田屋敷２４０－１ ８２－１５１５

総・予 城東ホームヘルプセンター 城東中央４丁目１－４ ２８－００５４

総・予 ホームヘルプステーション城西 茜町２丁目１－１８ ３１－４５４４

総・予 （有）介護サービスしらゆり 福村字福富５６－２ ２９－５０３１

総・予 ヘルパーステーションシルバースター 湯口字一ノ安田８６ ８４－２０３０

総・予 伸栄会 泉野３丁目１６－５ ５５－８６８６

予 訪問介護事業所スイートケア 代官町４９－２ ６８－０７１８

総・予 （株）すまいる介護ステーション２１ 水木在家字桜井８０－１ ８４－２８４３

総・予 草菴ヘルパーステーション 城東２丁目２－６ ２７－７２２１

総・予 ステーションそよかぜ 城南４丁目１－１８シャーメゾン城南１０３号室 ５５－０２８５

総・予 ヘルパーステーション　高舘山 五代字沼田１３－５ ８２－３３３７

総・予 長慶苑ホームヘルプセンター 坂市字亀田５３－３ ８４－１０１０

総・予 （有）つるかめケアセンター 門外４丁目５－１２ ２９－１１１７

予 訪問介護事業所円 三世寺字月見野５３－１ ５５－９９４４

総・予 ニチイケアセンター弘前 城東中央５丁目４－１ ２９－６０１５

総・予 （有）ハートウエル 紺屋町７１　アップルファームＡ号 ３１－８３３８

総・予 白寿園訪問介護事業所 大沢字稲元３－２ ９２－２０３１

総・予 ハッピーＩＷＡＫＩ 五代字早稲田５０８－４５ ８８－７３３３

総・予 ヘルパーステーション晴 神田５丁目４－２２ ５５－０６５５

総・予 バンドーウエルフェアグループ（株）弘前事業所 西城北２丁目６－３ ３７－００５２

総・予 バンドーケアフレンズ弘前事業所 西城北２丁目３－４ ３９－２６７７

総・予 ひなた茂森 南城西２丁目２－１ ３１－２９６６

総・予 ひのきヘルパーセンター 取上４丁目５－２ ５５－５１６５

総・予 訪問介護事業所ひまわり 千年３丁目１－８ ８８－８６０９

総・予 弘前園ヘルパーセンター 鬼沢字山ノ越２４９ ９９－５０５０

総・予 弘前静光園ホームヘルパーステーション 豊原１丁目１－２ ３１－３８６２

総・予 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

事　業　所　名

※　左欄外の「総」・「予」の記載のある事業所は、「介護予防」又は「総合事業」の事業所としても指定を受けて
　　 いる事業所です。
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所　在　地 電話番号

総 ヘルパーステーション福々 黒石市大字浅瀬石字村元１６１－１ ５５－６６７８

総・予 訪問看護ステーション　ふれあい 八幡町３丁目１－１ ３２－００１１

総・予 訪問介護事業所　ふれあい温泉 旭ヶ丘２丁目６－４ ３１－０８５８

総・予 Ｐｌａｎ　Ｄｏ 泉野２丁目７－１ ８９－１３６１

総・予 フレディ訪問介護ステーション 百石町４７－１ 住宅型有料老人ホームフレディ弘前内 ３１－３１３２

総・予 ホームケア平成の里 独狐字石田１２１－１ ８８－７１１６

総・予 ホームヘルパーステーション　北星 新寺町６２－１ ３３－３５５５

総・予 北斗桜ヶ丘 桜ヶ丘４丁目１－５ ８７－９４７１

総・予 訪問看護ステーション　ほのか 泉野５丁目６－７ ８９－３１２５

総・予 ヘルパーステーション　ほほえみの里 文京町１８－６ ３３－７７２２

総・予 ヘルパーステーション　みのり 大原２丁目１０－１ ５５－８２５９

総・予 訪問介護ステーション　みのり 小比内１丁目１－７ ２６－１６２１

総・予 ヘルパーステーション　向外瀬 田町５丁目６－４ ３４－１０７７

総・予 訪問介護ステーションユー 原ヶ平２丁目５－３５ ８８－７１８０

総・予 ホームサポート呼鈴 和徳町１２４－１ ５５－０８８４

総・予 （有）ヘルパーステーション　わ 取上５丁目７－４０ ３４－３２８３

総・予 早稲田ケアサポート 早稲田４丁目７－９ ２９－１９１１

予 ビーンズ訪問介護ステーション 高田３丁目１－１０ ２９－３５４５

※　左欄外の「総」・「予」の記載のある事業所は、「介護予防」又は「総合事業」の事業所としても指定を受けて
　　 いる事業所です。

事　業　所　名
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所　在　地 電話番号

予防 アースサポート弘前 小比内４丁目５－１５ ２６－３２１１

予防 エコール訪問入浴サービスセンター 駅前町１０－６ ３９－６６５５

予防 訪問入浴サービス　トナカイ 大川字中桜川１８－１０ ９５－３１２３

予防 バンドーウエルフェアグループ（株）弘前事業所 西城北２丁目６－３ ３７－００５２

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

所　在　地 電話番号

予防 訪問看護ステーションあいびす 館野１丁目３－２３ ４０－０５４３

予防 訪問看護ステーション　アシスト 川先３丁目４－５ ２６－６４６０

予防 石川訪問看護ステーションやすらぎ 石川字大仏下２５－１ ９２－３３７２

予防 エコール訪問看護ステーション 駅前町１０－６ ３９－６６５５

予防 訪問看護事業所共 清原２丁目１０－２０ ３５－００７８

予防 （有）ケアサポートかがやき 野田１丁目４－１６ ２６－９５６６

予防 津軽保健生活協同組合　健生訪問看護ステーションたまち 田町５丁目２－２ ３６－８８３３

予防 訪問看護ステーション　ことぶき 清野袋字岡部４３３－１ ３７－６０７０

予防 サンワ訪問ステーション 清水３丁目１－１５ ３９－６３７７

予防 訪問看護ステーション　自由ヶ丘 金属町５－３０ ８９－１６００

予防 城東訪問看護ステーション 城東中央４丁目１－２ ２８－００４６

予防 訪問看護ステーション高舘山 五代字沼田１３－５ ８２－３３３７

予防 訪問看護事業所円 三世寺字月見野５３－１ ５５－９９４４

予防 訪問看護ステーション　トナカイハウス 大川字中桜川１４ ９９－１１８７

予防 ナースステーション向外瀬 田町５丁目６－４ ３４－１０７７

予防 ニチイケアセンター弘前訪問看護ステーション 城東中央５丁目４－１　Ｄ-ＷＩＮＧ１階 ２９－６０１５

予防 訪問看護ステーション　のぞみ 高杉字五反田２３０－１ ９５－２３３７

予防 訪問看護ステーション　原ケ平 原ケ平２丁目５－３５ ８８－７１８０

予防 バンドーウエルフェアグループ（株）訪問看護事業部 西城北２丁目６－３ ３７－００５２

予防 ひいらぎ訪問看護ステーション 南大町１丁目１１－３ ３１－０５７５

予防 訪問看護ステーションひなた 青山２丁目１－２ ８８－５７８８

予防 訪問看護ステーション　ふれあい 八幡町３丁目１－１ ３２－００１１

予防 フレディ訪問看護ステーション 徒町１６－１第八狩野弘前ビル２０５ ３１－１１０５

予防 訪問看護ステーション　ほのか 泉野５丁目６－７ ８９－３１２５

予防 訪問看護ステーション　りんご 取上２丁目１４－１ ３７－８１００

予防 早稲田ケアサポート 早稲田４丁目７－９ ２９－１９１１

予防 ビーンズ訪問看護ステーション 高田３丁目１－１０ ２９－３５４５

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。

③訪問入浴介護 （介護予防訪問入浴介護）

事　業　所　名

事　業　所　名

④訪問看護 （介護予防訪問看護）

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。

- 6 -



所　在　地 電話番号 定員

総・予 アスモ 中野３丁目２－１２ ５５－６８２８ 25

予 デイサービスセンター岩木 駒越字村元１２３－１ ３４－６７２０ 20

総・予 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

総・予 駅前デイサービスセンターはくじゅ 大沢字稲元１－１３ ５５－９５１１ 20

総・予 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

総・予 デイサービスセンター　きらら弘前 藤野２丁目６－１ ３１－１６１５ 22

総・予 草薙ディサービスセンター 大森字勝山２７８－１８ ９３－２２２２ 35

総・予 デイサービス孔雀庵 富田３丁目８－２０ ３８－４１６５ 25

総・予 ケアパートナー弘前 向外瀬３丁目２－４ ３１－３３９３ 50

総・予 津軽保健生活協同組合　健生介護センター虹 向外瀬字豊田２９２－１ ３５－７６１１ 40

総・予 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

総・予 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

総・予 デイサービスセンター　サンタハウス弘前 大川字中桜川１８－１０ ９５－３１２２ 40

総・予 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

総・予 デイサービスセンター　三和園 三和字上恋塚１９ ９３－３９６０ 30

総・予 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

総・予 デイサービスセンター　城西 茜町２丁目１－１８ ３１－４５４４ 40

総・予 城東デイサービスセンター 城東中央４丁目１－４ ２８－００５４ 25

総・予 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

総・予 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 50

総・予 長慶苑デイサービスセンター 坂市字亀田５３－３ ８４－２０３０ 29

総・予 ツクイ弘前大町 大町１丁目１７－２０ ３１－２１５０ 40

総・予 富田町デイサービスセンター 富田町１６３ ３２－１１６５ 20

総・予 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

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

総・予 デイサービスセンター　白寿園 大沢字稲元３－２ ９２－２０３１ 25

総・予 ひなた 神田１丁目６－３ ３９－１０６１ 51

総・予 ひなたスマイルパーク 青山２丁目１－２ ８８－６５０２ 60

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

※　左欄外の「総・予」の記載のある事業所は、「介護予防及び総合事業の」事業所としても指定を受けている
　　 事業所です。

⑤通所介護 （介護予防・総合事業通所介護）

事　業　所　名
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所　在　地 電話番号 定員

総・予 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

総・予 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

総・予 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

総・予 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

総・予 デイサービスファミリー 撫牛子２丁目８－４ ５５－９７８３ 25

総・予 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

総・予 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

総・予 ほりこし介護福祉センター 堀越字柳田１－１６ ２９－５２２０ 37

総・予 デイサービスセンターまるめろ 東長町３８-３ ３９－６２０２ 25

総・予 みんなのサークル弘前店 宮川３丁目１７－７ ３５－３３００ 20

総・予 みんなの学び舎弘前校 独狐字松ヶ沢３８－２ ８８－８３８８ 30

総・予 デイサービスセンター　わかば 若葉２丁目１５ ３７－１１６５ 25

所　在　地 電話番号 定員

予防 石戸谷皮膚科泌尿器科医院 北川端町１ ３２－９０２８ 20

予防 介護老人保健施設　ヴィラ弘前 岩賀２丁目１２－１１ ３７－７３００ 20

予防 うめむら 石渡１丁目１－６ ３２－３５９３ 20

予防 近江整形外科通所リハビリテーション 山下町１－１ ５５－０３０６ 40

予防 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

予防 老人保健施設　ケアセンター弘前 山崎１丁目３－７ ８７－０１１１ 30

予防 津軽保健生活協同組合健生クリニック 野田２丁目２－１ ３３－２０２１ 60

予防 老人保健施設　幸陽荘 清野袋字岡部４３３－１ ３７－８３１１ 30

予防 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

予防 下田クリニック 城東中央４丁目１－３ ２７－２００２ 20

予防 関医院中津軽診療所 賀田１丁目１４－２ ８２－３００６ 10

予防 老人保健施設　鳥井野荘 鳥井野字長田２６５ ８２－５６００ 100

予防 西弘前クリニック 中野１丁目９－８ ３２－４１２１ 10

予防 弘前リカバリーセンター 高田１丁目１０－７ ２７－３３２２ 30

予防 老人保健施設　ふじ苑 土堂字長瀬３８５－１ ３８－５５５０ 100

予防 平成の家 独狐字石田１２１－１ ９５－３９８１ 88

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。

※　左欄外の「総・予」の記載のある事業所は、「介護予防及び総合事業の」事業所としても指定を受けている
　　 事業所です。

事　業　所　名

⑥通所リハビリテーション （介護予防通所リハビリテーション）

事　業　所　名
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所　在　地 電話番号 定員

予防 おうよう園ショートステイ 城南５丁目１３－１５ ３６－２０７４ 50

予防 ショートステイおうよう園山崎 山崎３丁目６－１ ８７－１１６５ 80

予防 短期入所生活介護オリーブコート 新町１６２－８ ３４－３２５２ 21

予防 オリーブコート城西一丁目 城西一丁目８－７ ５５－５９０８ 14

予防 津軽保健生活協同組合　健生介護センター虹 向外瀬字豊田２９２－１ ３５－７６１１ 38

予防 サンアップル短期入所生活介護センター 高杉字尾上山３５０ ９７－２１１１ 19

予防 短期入所生活介護　サンタハウス弘前 大川字中桜川１８－１０ ９９－１１２２ 60

予防 特別養護老人ホーム　三和園 茜町２丁目１－２ ８８－８８９０ 25

予防 短期入所生活介護事業　松山荘ケアステーション 一町田字浅井４４３－１ ８２－３５００ 32

予防 短期入所生活介護施設　常源 南袋町５－１６ ５５－０５３３ 38

予防 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯あすなろ荘 百沢字小松野８７－３１９ ８３－２２５４ 20

予防 ショートステイ　長慶苑 坂市字亀田５３－３ ８４－１０１０ 5

予防 ショートステイ　長慶の里 坂市字亀田５３－３ ８４－１０１０ 21

予防 白寿園短期入所生活介護事業所 大沢字稲元３－２ ９２－２０３１ 30

予防 特別養護老人ホーム弘前園介護保険サービス事業センター 鬼沢字山ノ越２４９ ９９－５０５０ 10

特別養護老人ホーム　弘前大清水ホーム 清原４丁目９－２ ３６－２２６６ 2

予防 弘前静光園　短期入所生活介護事業所 豊原１丁目１－２ ３３－１１８１ 10

予防 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 ８８－１４３１ 20

予防 特別養護老人ホーム　福寿園 福村字新舘添５０－８ ２８－０９００ 15

予防 ショートステイ平成の館 石渡４丁目１３－７ ３２－２３１７ 20

予防 ライフケア高増ショートステイ津軽の里豊原 豊原１丁目４－１１ ３３－３１００ 100

所　在　地 電話番号 定員

医療法人聖誠会　石澤内科胃腸科 新町１５１ ３４－３２５２ 10

予防 介護老人保健施設　ヴィラ弘前 岩賀２丁目１２－１１ ３７－７３００ 115

予防 うめむら 石渡１丁目１－６ ３２－３５９３ 60

予防 介護老人保健施設　希望ヶ丘ホーム 小沢字山崎４４－９ ８７－６６５５ 100

予防 工藤医院 石川字石川９７ ９２－３３１６ 6

予防 老人保健施設　ケアセンター弘前 山崎１丁目３－７ ８７－０１１１ 100

予防 老人保健施設　幸陽荘 清野袋字岡部４３３－１ ３７－８３１１ 100

予防 医療法人楽清会　さがらクリニック 桔梗野１丁目３－３ ３７－２０７０ 4

予防 介護老人保健施設　サンタハウス弘前 大川字中桜川１８－１０ ９９－１１３３ 100

予防 老人保健施設　鳥井野荘 鳥井野字長田２６５ ８２－５６００ 100

予防 弘前リカバリーセンター 高田１丁目１０－７ ２７－３３２２ 112

予防 老人保健施設　ふじ苑 土堂字長瀬３８５－１ ３８－５５５０ 100

予防 平成の家 独狐字石田１２１－１ ９５－３９８１ 100

⑦短期入所生活介護 （介護予防短期入所生活介護）

⑧短期入所療養介護 （介護予防短期入所療養介護）

事　業　所　名

事　業　所　名

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。
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予防 介護用品販売　えんむすび 販 狼森字天王２３－１５ ８７－５０００

予防 （株）ＯＫリフォーム對馬 販 馬屋町２５-１０ ８８－８１７４

予防 （株）介護サポート　レンタル事業部 貸 富田３丁目８－２０ ３８－４１６５

予防 （株）介護サポート　福祉用具販売事業部 販 富田３丁目８－２０ ３８－４１６５

予防 介護サービス活彩 貸 販 田町１丁目１－６ ３１－３９５５

予防 亀屋（株）弘前店 貸 販 田園１丁目１２－５ ２６－２７９１

予防 介護用品販売・レンタル　きずな 貸 販 高崎２丁目７－７ ２９－３７３０

予防 福祉用具貸与事業所くんぷうしゃ 貸 代官町８６ ２６－７０２０

予防 （株）ケア・テック弘前出張所 貸 販 青山４丁目２０－３ ５５－５８８６

予防 津軽保健生活協同組合　健生ヘルパーセンターかけはし 貸 販 田町５丁目２－２ ３９－７３３９

予防 サカエ福祉サービス弘前 貸 販 境関字西田２８－１ ２９－１７０７

予防 （株）シバタ医理科 貸 販 高田３丁目７－１ ２７－２２２１

予防 （株）住まいる二十二 販 小比内５丁目２０－２ ２６－０２２６

予防 医療法人仙知会　福祉用具貸与事業所 貸 高杉字五反田１７４－３ ９９－１１７３

予防 高舘山福祉用具サービス 貸 販 五代字沼田１３－５ ８２－３３３７

予防 ダスキンヘルスレント弘前ステーション 貸 販 野田２丁目１－１ ８８－６００９

予防 たんぽぽ 貸 販 宮川３丁目１７ー１３ ５５－８８１１

予防 東北化学薬品（株） 貸 販 神田１丁目３－１ ３２－２２１１

予防 （株）東管サービス 販 山崎３丁目５－９ ８８－０８０５

予防 東北システム（株）介護福祉部 貸 販 神田１丁目２－１４ ３２－９８２１

予防 （株）ハピネスケア 貸 販 清原３丁目３－１３ ３３－７５９２

予防 ハピネス福祉サービス 貸 販 門外４丁目５－１２ ２７－７３３７

予防 ハッピーツールＩＷＡＫＩ 貸 賀田字大浦３０－２ ８８－７３０４

予防 ひなた宮川 貸 販 青山２丁目１－２ ３１－１１７５

予防 （株）フィット・ケアサービス 貸 販 泉野４丁目２－１１ ８９－２４９０

予防 福祉用具貸与事業所　ゆりかご 貸 販 安原３丁目３－１ ８７－４８２２

予防 （株）サンメディカル弘前営業所 貸 販 早稲田１丁目１３－９ ５５－６９６２

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。

⑨福祉用具貸与・福祉用具販売 （介護予防福祉用具貸与・介護予防福祉用具販売）

所　在　地 電話番号事　業　所　名
貸与・販
売の別

※　「福祉用具貸与事業所　ゆりかご」は、販売事業者としては「特定福祉用具販売事業所  ゆりかご」
　の名称です。
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所　在　地 電話番号 定員

総・予 デイサービスセンターあやとり 堅田２丁目４－１ ５５－６４２０ 18

総・予 デイサービス　「石川」 石川字川原田９－５ ９２－３９５５ 12

デイサービス岩木河 熊嶋字豊田２６５－４ ８２－２５２５ 10

総・予 デイサービスセンターいわき山 五代字従弟沢１０３０－５０ ８３－２１００ 15

総・予 大開デイサービス 小沢字大開４４－２１ ８９－２１４０ 12

総・予 オリーブデイサービスセンター 新町１６５－２ ３３－３９１１ 10

予 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

総・予 山郷館デイサービスセンター弘前 大久保字西田９２－３ ３３－７３００ 15

総・予 樹楽おいの杜 狼森字西元３－９ ８８－６８１１ 10

総・予 小規模デイサービス静 中崎字野脇１７６ ５５－５５３５ 10

総・予 草菴デイサービスセンター 城東２丁目２－６ ２７－７２２１ 10

総・予 デイサービスセンター　たいよう 境関字亥ノ宮５３－１４ ８８－７１３３ 10

総・予 通所介護事業所ちとせ 千年３丁目１ ８８－７３６２ 10

総・予 ひなたストレッチ 南城西２丁目２－１ ４０－００１６ 10

総・予 デイサービスセンターみのり 大原２丁目１０ー１ ５５－５４７３ 10

総・予 みんなのフィットネス弘前店 浜の町東１丁目７－４ ５５－８１５０ 15

総・予 悠悠いきいき倶楽部かさい 田町１丁目１－６ ３１－３９５５ 15

総・予 デイサービス　よし 小比内５丁目２０－１ ２９－１９７０ 10

予 デイサービス由来処 門外１丁目７－２３ ２７－３３６６ 10

総・予 デイサービスセンター　わ 取上４丁目３－２５ ８８－８１８５ 14

総・予 デイサービス我が家 川先３丁目９－１ ２７－８８７５ 10

事　業　所　名 所　在　地 電話番号

予防 生活支援多機能ホーム　パインの雫 一町田字浅井４４０－２ ８２－３２００

小規模多機能ホーム城南山崎 山崎三丁目６－１ ８７－６５１４

予防 小規模多機能ホーム　自由ヶ丘 金属町５－３０ ８９－１６００

予防 福村字新舘添４９－４ ２８－０１５０

予防 高杉字長谷野１４３－１ ２６－５３３０

⑩地域密着型通所介護 （介護予防・総合事業通所介護）

事　業　所　名

※　左欄外の「総」・「予」の記載のある事業所は、「介護予防」又は「総合事業」の事業所としても指定を受けて
　　 いる事業所です。

⑪小規模多機能型居宅介護 （介護予防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「たんぽぽの丘」

小規模多機能ホーム　サンアップル
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所　在　地 電話番号 定員

予防 ケアハウス　サン・フラワー 向外瀬字豊田３２０－１ ３４－３４３４ 30

予防 養護老人ホーム　津軽ひかり荘 金属町５－１ ５５－５５７８ 70

予防 養護老人ホーム　弘前温凊園 金属町５－１ ４０－０２００ 120

所　在　地 電話番号 定員

予防 デイサービスセンター　朝日温泉 福田字巻屋４－１ ２９－４１４１ 12

予防 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

予防 デイサービスセンター　鷹匠町 鷹匠町１６－１ ３９－２２００ 12

予防 デイサービスセンター　土手町 土手町２１１－５ ３５－２２６１ 10

予防 通所介護事業　パインハウス岩木 賀田２丁目４－２ ８２－３３３０ 12

予防 デイサービスセンター　白寿園 大沢字稲元３－２ ９２－２０３１ 12

予防 デイサービスセンター　はるなの家 福村字新舘添５０－２ ２８－７６６１ 9

予防 デイサービス　バンドー弘前城北 西城北２丁目３－４ ３９－２６８１ 6

いずみ野 泉野２丁目８－６ ８９－３５５３ 3

事　業　所　名

事　業　所　名

⑬認知症対応型通所介護 （介護予防認知症対応型通所介護）

⑫特定施設入居者生活介護 （介護予防特定施設入居者生活介護）

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。
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所　在　地 電話番号 定員

予防 グループホーム  あけぼの 浜の町東１丁目７－４ ３８－１７７０ 9

予防 グループホーム　アップル 高杉字尾上山３４９ ９７－２７７８ 9

予防 グループホーム　アップルハウス 境関字亥ノ宮２９－１ ２７－７８７８ 27

予防 グループホーム　いわき 一町田字村元７１１－３ ８２－３３３１ 18

予防 グループホーム　ヴィラ弘前 岩賀２丁目１２－１１ ３７－７１００ 27

予防 グループホーム　ウエルパーク 福田字巻屋２５－８ ２９－５５３３ 27

予防 グループホーム　うぐいすの里弘前 向外瀬字豊田３１９－１ ３６－００２８ 12

予防 グループホーム　大森 大森字勝山２７８－２１ ９３－２００３ 18

予防 グループホーム　鬼沢 鬼沢字山ノ越２４９ ９９－５００２ 9

予防 グループホーム　かわばた 西川岸町６－１ ３４－８２８３ 12

予防 グループホーム　ききょうの 桔梗野１丁目２－３ ３３－３６７４ 18

予防 グループホーム　薫風舎 大久保字西田１０５－４２ ３７－８８００ 18

予防 津軽保健生活協同組合　健生介護センター虹 向外瀬字豊田２９２－１ ３５－７６１１ 18

予防 グループホーム　さくら 高杉字五反田１７３－７ ９９－１１８８ 18

予防 グループホーム　「さくらの里」 藤代字広田１３１－１ ３９－２１２２ 9

予防 グループホーム　さくらばやし 桜林町３－１ ３１－００２２ 18

予防 グループホーム　三共グリーンホーム 泉野２丁目８－６ ８９－３５５３ 18

予防 グループホーム　サンタの家 大川字中桜川１８－１０ ９９－１１１５ 18

予防 グループホーム　サン・フラワー 向外瀬字豊田３２０－１ ３４－３４２６ 6

予防 グループホーム　サンライフ堀越 堀越字柳元２９３ ２９－５５１１ 18

予防 グループホーム　自由ヶ丘 金属町５－３０ ８９－１６０１ 18

予防 グループホーム　城西 茜町２丁目１－１８ ３１－４５３３ 18

予防 草菴グループホーム 城東２丁目２－６ ２７－７２２１ 9

予防 太陽の里 堀越字柳田３－１２ ２９－３７７７ 9

予防 グループホーム　西弘 中野１丁目９－１２ ３１－６６５５ 18

予防 グループホーム　ハールト 中崎字苅田２６０－２ ９５－２８１８ 9

予防 グループホーム　パインの里 国吉字坂本１３８－１０ ８６－３８００ 9

予防 グループホーム　パインの街 原ヶ平字山元１１８－１ ８８－１７６４ 18

予防 グループホーム　パインの森 一町田字浅井４４０－２ ８２－３２００ 9

予防 グループホーム白寿の家 石川字岸田１５２－２ ４９－７０００ 9

予防 グループホーム　はるなの家 福村字新舘添５０－２ ２８－７６６１ 9

⑭認知症対応型共同生活介護 （介護予防認知症対応型共同生活介護）

事　業　所　名

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。

   〔グループホーム〕
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所　在　地 電話番号 定員

予防 グループホーム　はるなの里 自由ヶ丘３丁目１５－９ ３２－３３３１ 9

予防 グループホーム　バンドー弘前 西城北２丁目３－１１ ３１－０１２６ 18

予防 グループホーム　バンドー弘前城北 西城北２丁目３－４ ３９－２６８１ 18

予防 グループホーム　バンドー弘前公園 亀甲町７０ ５５－５７１1 27

予防 グループホーム　バンドー弘前安原 泉野３丁目１２－１ ８９－２６０１ 18

予防 グループホーム　ピノッ郷 五代字田屋敷２４０－１ ８２－１５１５ 18

予防 グループホーム　フリージア 川先１丁目６－１０ ２８－４１６５ 9

予防 グループホーム　ふれあい 独狐字石田１７２－１ ９５－３０００ 27

予防 グループホーム　ふれあい温泉 旭ヶ丘２丁目６－４ ３５－８２８２ 18

予防 グループホーム　ベルフラワー 城南５丁目１３－１５ ３６－６５１７ 9

予防 グループホーム　やすらぎ 石川字大仏下５３ ４９－７０３５ 18

予防 グループホーム　賀田 大久保字西田９８－４ ３９－４７８８ 18

予防 グループホーム　りんご座 坂市字亀田５３－３ ８４－１３１０ 9

予防 グループホーム　わかば 若葉２丁目１５ ３７－１１７６ 18

事　業　所　名

※　左欄外の「予防」の記載のある事業所は、介護予防事業所としても指定を受けている事業所です。
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所　在　地 電話番号 定員

特別養護老人ホーム　おうよう園 城南５丁目１３－１５ ３６－２０７４ 50

特別養護老人ホーム　サンアップルホーム 高杉字尾上山３５０ ９７－２１１１ 80

特別養護老人ホーム　三和園 茜町２丁目１－２ ８８－８８９０ 75

特別養護老人ホーム　松山荘 一町田字浅井４４３－１ ８２－３５００ 75

特別養護老人ホーム　長慶苑 坂市字亀田５３－３ ８４－１０１０ 30

特別養護老人ホーム　白寿園 大沢字稲元３－２ ９２－２０３１ 50

特別養護老人ホーム　弘前園 鬼沢字山ノ越２４９ ９９－５０５０ 50

特別養護老人ホーム　弘前大清水ホーム 清原４丁目９－２ ３６－２２６６ 80

特別養護老人ホーム　弘前静光園 豊原１丁目１－２ ３３－１１８１ 80

弘前特別養護老人ホーム 自由ヶ丘５丁目５－３ ８８－１４３１ 75

特別養護老人ホーム　福寿園 福村字新舘添５０－８ ２８－０９００ 90

所　在　地 電話番号 定員

認 介護老人保健施設　ヴィラ弘前 岩賀２丁目１２－１１ ３７－７３００ 115

うめむら 石渡１丁目１－６ ３２－３５９３ 60

介護老人保健施設　希望ヶ丘ホーム 小沢字山崎４４－９ ８７－６６５５ 100

老人保健施設　ケアセンター弘前 山崎１丁目３－７ ８７－０１１１ 100

老人保健施設　幸陽荘 清野袋字岡部４３３－１ ３７－８３１１ 100

認 介護老人保健施設　サンタハウス弘前 大川字中桜川１８－１０ ９９－１１３３ 100

認 老人保健施設　鳥井野荘 鳥井野字長田２６５ ８２－５６００ 100

老人保健施設　ふじ苑 土堂字長瀬３８５－１ ３８－５５５０ 100

平成の家 独狐字石田１２１－１ ９５－３９８１ 100

弘前リカバリーセンター 高田１丁目１０－７ ２７－３３２２ 112

所　在　地 電話番号 定員

医療法人聖誠会　石澤内科胃腸科 新町１５１ ３４－３２５２ 10

工藤医院 石川字石川９７ ９２－３３１６ 6

医療法人楽清会　さがらクリニック 桔梗野１丁目３－３ ３７－２０７０ 4

⑮介護老人福祉施設 〔特別養護老人ホーム〕

施　　　設　　　名

施　　　設　　　名

施　　　設　　　名

⑯介護老人保健施設

⑰介護療養型医療施設 〔療養病床〕

※　左欄外の「認」の記載のある施設は認知症専門棟があります。
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⑱通所型サービスＣ（総合事業）

事　業　所　名 所　在　地 電話番号

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

介護老人保健施設  ヴィラ弘前 岩賀二丁目12-11 37-7300

津軽保健生活協同組合　健生介護センター虹 向外瀬字豊田292－1 35-7611

デイサービスセンターひなた 神田一丁目6-3 39-1061

デイサービスセンターひなたスマイルパーク 青山二丁目1-2 88-6502

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

デイサービスセンターサンタハウス弘前 大川字中桜川18-10 95-3122

デイサービスセンターきらら弘前 藤野二丁目6-1 31-1611

弘前静光園デイサービスセンター 豊原一丁目1-2 37-8500

おうよう園デイサービスセンター 城南五丁目13-15 38-0400

デイサービスセンターふれあい温泉 旭ヶ丘二丁目6-4 31-8008

下田クリニック 城東中央四丁目1-3 27-2002

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

通所介護事業　松山荘ケアステーション 賀田二丁目4-2 82-3330

通所介護事業　ピノカーサ岩木 五代字田屋敷240-1 82-1515

介護老人保健施設　鳥井野荘 鳥井野字長田265 82-5656

通所介護事業　パインハウス弘前 国吉字坂本138-10 86-3800

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

自由ヶ丘五丁目5-3 88-1431

通所介護事業　パインハウス城南 原ヶ平字山元118-1 88-1764

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 97-2131

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

おの接骨院 青山三丁目2-5 32-6480

関整骨院 野田二丁目4-4 36-0703

笹整骨鍼灸院 長坂町19-2 55-8232

なりた接骨院 下白銀町17-11メゾン白銀1F2号室 88-6839

河西整骨院 石渡三丁目4-21 36-3474

孝仁堂接骨院 松森町142-1 35-5421

鶴田接骨院 品川町2-2 32-4646
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⑲弘前市地域包括支援センター

桔梗野一丁目1-5　桔梗野三上ビル1－B 55-8240

会津接骨院 松原西一丁目2-47 87-5195

やすだ整骨院 板柳町大字福野田字増田12-8 73-5668

事　業　所　名 所　在　地 電話番号

ナリノ整骨院 南大町二丁目10-2 39-6311

安井整骨院 住吉町17-6 34-1424

いけだ整骨院 早稲田二丁目8-6 26-0158

　 お気軽に地域包括支援センターまでご相談ください。

※高齢者の介護予防、健康や福祉、生活などについて総合相談・支援を行います。　

プリモ整骨院 泉野五丁目13-3 87-6832

中野整骨院 一町田字村元608-17 82-4837

ココロ整骨院

 第四・石川・相馬・
 南中学校区
 （南中は文京・松原小
   を除く）

 弘前市南部地域包括支援センター
小沢字山崎４４－９
（希望ヶ丘ホーム内）

８７－６７７９

賀田２丁目４－２
（パインハウス岩木内）

８２－１５１６

 新和・北辰・船沢・
 裾野中学校区

 弘前市北部地域包括支援センター 高杉字山下２９８－１ ９５－２１００

 東・第五中学校区  弘前市東部地域包括支援センター 福村字早稲田２７－１
（福寿園向かい）

２６－２４３３

 津軽・常盤野・東目
 屋中学校区

 弘前市西部地域包括支援センター

 第二中学校区  弘前市第二地域包括支援センター 藤野２丁目６－１
（きらら弘前隣）

３１－３８１１

 南・第三中学校区
 （南中は文京・松原小
   に限る）

 弘前市第三地域包括支援センター
豊原１丁目１－２
（弘前静光園内）

３９－２５１５

担当地区 地域包括支援センター 所　在　地 電話番号

 第一中学校区  弘前市第一地域包括支援センター
野田１丁目１－２７
（コープあおもり和徳店隣）

３１－１２０３
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事　業　所　名 所　　在　地 電話番号

石戸谷皮膚科泌尿器科医院 北川端町１ 32-9028

介護老人保健施設ヴィラ弘前 岩賀２丁目１２-１１ 37-7300

うめむら 石渡１丁目１-６ 32-3593

駅前デイサービスセンターはくじゅ 大沢字稲元１-１３ 55-9511

おうよう園デイサービスセンター 城南５丁目１３-１５ 38-0400

オリーブデイサービスセンター 新町１６５-２ 33-3911

老人保健施設希望ヶ丘ホーム 小沢字山崎４４-９ 87-6655

デイサービスセンターきらら弘前 藤野２丁目６-１ 31-1611

草薙デイサービスセンター 大森字勝山２７８-１８ 93-2222

津軽保健生活協同組合　健生介護センター虹 向外瀬字豊田２９２-１ 35-7611

老人保健施設幸陽荘 清野袋字岡部４３３-１ 37-8311

ことぶき荘温泉 福村字早稲田２７-１ 27-0330

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

山郷館デイサービスセンター弘前 大久保字西田９２-３ 33-7300

デイサービスセンターサンタハウス弘前 大川字中桜川１８-１０ 95-3122

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

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

デイサービスセンター三和園 三和字上恋塚１９ 93-3960

下田クリニック 城東中央４丁目１-３ 27-2002

小規模多機能ホーム自由ヶ丘 金属町５-３０ 89-1600

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

城東デイサービスセンター 城東中央４丁目１-４ 28-0054

小規模デイサービス静 中崎字野脇１７６ 55-5535

弘前静光園デイサービスセンター 豊原１丁目１-２ 37-8500

草菴デイサービスセンター 城東２丁目２-６ 27-7221

デイサービスセンター鷹匠町 鷹匠町１６-１ 39-2200

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

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

長慶苑デイサービスセンター 坂市字亀田５３-３ 84-1010

ツクイ弘前大町 大町１丁目１７-２０ 31-2150

デイサービスセンター土手町 土手町２１１-５ 35-2261

⑳生きがい対応型デイサービス事業所
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事　業　所　名 所　　在　地 電話番号

富田町デイサービスセンター 富田町１６３ 32-1165

老人保健施設鳥井野荘 鳥井野字長田２６５ 82-5600

西弘前クリニック 中野１丁目９-８ 32-4121

通所介護事業パインハウス岩木 賀田２丁目４－２ 82-3330

通所介護事業パインハウス城南 原ヶ平字山元１１８-１ 88-1764

通所介護事業パインハウス弘前 国吉字坂本１３８-１０ 86-3800

デイサービスセンター白寿園 大沢字稲元３-２ 92-2031

ひなた 神田１丁目６-３ 39-1061

ひなたスマイルパーク 青山２丁目１－２ 88-6502

通所介護事業ピノカーサ岩木 五代字田屋敷２４０-１ 82-1515

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

岩木保健福祉センター 賀田字大浦４-１ 82-2353

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

弘前リカバリーセンター 高田１丁目１０-７ 27-3322

デイサービスファミリー 撫牛子２丁目８-４ 55-9783

老人保健施設ふじ苑 土堂字長瀬３８５-１ 38-5550

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

デイサービスセンター倶楽部フレディ 百石町４７-１ 31-3132

平成の家 独狐字石田１２１-１ 95-3981

ほりこし介護福祉センター 堀越字柳田１-１６ 29-5220

デイサービスセンターまるめろ 東長町３８-３ 39-6202

みんなのサークル弘前店 宮川３丁目１７－７ 35-3300

みんなのフィットネス弘前店 浜の町東１丁目７－４ 55-8150

みんなの学び舎弘前校 独狐字松ケ沢３８-２ 88-8388

デイサービスよし 小比内５丁目２０-１ 29-1970

吉田クリニック通所リハビリテーション 百石町４９－１ 37-6301

デイサービスセンターわ 取上４丁目３－２５ 88-8185

デイサービスセンターわかば 若葉２丁目１５ 37-1165
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事　業　所　名 所　　在　　地 電話番号

ヘルパーステーションあやとり 堅田４丁目１－１ 29-1855

イーケアゆきあかり 豊田１丁目１－１ 29-5881

ヘルパーステーションえんむすび 狼森字天王２３－１５ 87-5000

オリーブヘルパーステーション 鷹匠町１６－１ 39-1005

介護サポート訪問介護ステーション 川先１丁目６－１０ 28-4165

有限会社ケアサポートかがやき 野田１丁目４－１６ 39-7051

津軽保健生活協同組合健生ヘルパーセンターかけはし 田町５丁目２－２ 39-7339

ホームヘルパーステーション「きずな」 高崎２丁目７－７ 29-3730

希望ヶ丘訪問介護事業所 小沢字山崎４４－９ 87-6765

訪問介護くんぷうしゃ 代官町１０２ 38-3522

ケアサービス弘前訪問介護 品川町１５５－２ 36-3011

ケアステーション撫牛子 撫牛子２丁目４－２４ 32-8693

株式会社　ケアライフ青森　弘前営業所 神田２丁目６－１ 31-2023

訪問介護センター　幸陽荘 清野袋字岡部４３３－１ 37-8790

ことぶき荘ホームヘルプサービス 福村字早稲田２７－１ 28-2992

ヘルパーステーションさくらの樹 若党町１８－１ 39-6515

サンアップルヘルパーセンター 高杉字山下２９８－１ 95-3758

サンケアネット弘前 大町２丁目１０－１３ 36-3132

山郷館訪問介護センター 大久保字西田９２－３ 33-7357

ホームヘルプサービス　サンタハウス弘前 大川字中桜川１４ 99-1187

訪問介護事業松山荘ケアステーション 五代字田屋敷２４０－１ 82-1515

在宅介護支援センター　三和園 三和字上恋塚１９ 93-3960

城東ホームヘルプセンター 城東中央４丁目１－４ 28-0054

有限会社　介護サービスしらゆり 福村字福富５６－２ 29-5031

伸栄会 泉野３丁目１６－５ 55-8686

長慶苑ホームヘルプセンター 坂市字亀田５３－３ 84-1010

ニチイケアセンター弘前 城東中央５丁目４－１ 29-6015

有限会社ハートウエル 紺屋町７１ 31-8338

白寿園訪問介護事業所 大沢字稲元３－２ 92-2031

バンドーウエルフェアグループ株式会社弘前営業所 西城北２丁目６－３ 37-0052

ひなた茂森 南城西２丁目２－１ 31-2966

弘前園ヘルパーセンター 鬼沢字山ノ越２４９ 99-5050

弘前静光園ホームヘルパーステーション 豊原１丁目１－２ 31-3862

㉑生活支援事業事業所
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事　業　所　名 所　　在　　地 電話番号

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

訪問看護ステーション　ふれあい 八幡町３丁目１－１ 32-0011

訪問介護事業所ふれあい温泉 旭ヶ丘２丁目６－４ 31-0858

フレディ訪問介護ステーション 徒町１６－１ 第八狩野弘前ビル２０５号室 31-1105

ホームケア平成の里 独狐字石田１２１－１ 88-7116

ほりこし介護福祉センター 堀越字柳田１－１６ 29-5220

有限会社　ヘルパーステーションわ 取上５丁目７－４０ 34-3283
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所　在　地 電話番号 定員

有料老人ホーム 赤い花 城東３丁目８－９ ８８－７９６２ 20

あやとり 撫牛子１丁目７－３ ５５－９１８８ 25

安心ハウス いずみの 泉野４丁目１３－１８ ８９－３２７１ 21

安心ハウス 城東 外崎３丁目４－４ ８８－７８３７ 24

安心ハウス 松森町 松森町３－６ ３３－９３９０ 10

住宅型有料老人ホーム　Ｅshana 泉野２丁目７－１ ８９－１３６１ 11

エルダーファミリー弘前 早稲田４丁目７－９ ５８－３９６２ 45

おあしす 館野１丁目３－２３ ８８－７４４７ 36

桜美苑文京 文京町１８－２ ３３－６４８０ 36

桜美苑南川端 南川端町５ ３３－００６７ 40

大浦の里 五代字沼田１３－２ ８２－３７８８ 14

オリーブコート西大工町 西大工町２－４ ３４－１５５５ 9

住宅型有料老人ホーム 川先 川先４丁目３－５ ２８－３３４３ 39

クオーレ寿楽 城東中央１丁目２－１０ ２６－２２７０ 29

生活支援付アパートメント 孔雀庵 富田３丁目８－２０ ３８－４１６５ 9

ケアポート　バンドー弘前 石渡３丁目１－４３ ３９－００２６ 64

有料老人ホーム　五代の里 五代字早稲田５６０－１ ８２－５９５１ 44

サンタハウス迎賓館 大川字中桜川１８－１０ ９９－１２３４ 103

健生弘前ホームあじさい 向外瀬字豊田２９４－１ ３１－１８５５ 40

桜咲（さくら） 泉野２丁目１５－６ ８７－６１６４ 10

彩音（しおん） 城南１丁目２８－１８ ５５－９３２６ 14

シニアガーデン大原みのりの里 大原２丁目１０－１ ５５－５１８８ 49

シニアガーデン下湯口 下湯口字青柳６３－１ ８８－５２９５ 22

シニアガーデンみのりの里 稔町２３－１５ ３３－４４５５ 24

シニアシティ弘前 向外瀬字豊田３１９－１ ３１－３３０５ 57

城下町 駒越町３９ ３３－１５１６ 11

常源 南袋町５－１６ ５５－０５７７ 20

シルバースター 松原西１丁目６－１ ８８－８３１３ 100

住宅型有料老人ホーム 伸栄会 泉野３丁目１６－５ ８８－７５３３ 25

草菴倶楽部 城東中央３丁目１－１３ ８８－７５０５ 20

大雄荘 高杉字五反田２３１ ９５－２３２１ 52

たかさき 高崎２丁目３－２ ５５－８５８５ 33

高舘山温泉 五代字従弟沢１０３０－６ ８３－２１４７ 40

施　設　名

㉒有料老人ホーム
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所　在　地 電話番号 定員

ちいんの郷そうま 湯口字一ノ安田４７－４ ８８－６４７８ 34

ちいんの郷ゆぐち 湯口字一ノ細川８１－２５ ８４－２０５５ 52

住宅型有料老人ホーム ちとせの里 千年３丁目１－８ ８８－８６０９ 11

なごみの里岩木 駒越字村元１２３－１ ３４－６３２２ 35

なごみの里三和 三和字川合５９－１６ ９３－３３３０ 28

住宅型有料老人ホーム虹　青樹町ホーム 青樹町３－３ ５５－５５５０ 29

ハッピーライフＩＷＡＫＩ 五代字早稲田５０８－１２ ８８－７３３１ 23

ハッピーライフＹＯＳＨＩＴＡ 賀田字大浦３０－２ ８２－２２２５ 18

ひなた神田 神田１丁目６－３ ３９－６５４１ 20

ひばり 高杉字五反田１７３－７ ９９－１１６５ 15

ふれあい取上 取上５丁目９－１３ ３７－０６６０ 48

ふれあい長坂町 長坂町４－１ ３１－００７０ 22

住宅型有料老人ホーム ほうじゅ 取上４丁目５－２ ５５－５７８１ 27

北斗桜ヶ丘 桜ヶ丘４丁目１－５ ８７－９４７１ 34

Ｈospitality Ｇarden フレディ弘前 百石町４７－１ ３１－３１３２ 48

ほのか 泉野５丁目６－６ ８７－６８８２ 10

ほのぼの 石川字大仏下５５－１ ４９－７６１１ 20

メゾン花月 高杉字五反田２３１ ９９－１１９７ 45

メゾン田茂木町 田茂木町８０ ３１－４５７７ 23

メゾン長寿温泉 東城北３丁目４－７ ３１－０７７５ 32

メゾン長楽 銅屋町２－４ ３１－４４５５ 63

有料老人ホーム メープルの里三和 三和字川合５９－１ ９３－３９００ 50

やすらぎ 石川字大仏下２５－１ ４９－７０７１ 9

湯ったり荘 撫牛子１丁目１０－２２ ３１－０８８７ 16

わかば 若葉２丁目１５－２ ３２－１８８８ 26

施　設　名
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施　術　所　名 種 類 所　　在　　地 電話番号

会津針灸接骨院 鍼・灸 松原西１丁目2-47 87-5195

アキュア治療院 鍼・灸
大町３丁目11-9
   サンデュエル弘前駅前１階

35-3359

越後谷鍼灸院 あ・鍼・灸 富士見町1-43 36-2843

小野出張指圧 あ 青樹町14-11 87-6185

小山マッサージ治療所 あ 中崎字野脇117-2 95-2551

亀谷針灸マッサージ院 あ・鍼・灸 宮川２丁目16-1 36-2250

指圧マッサージ治療院コダテ あ 清水３丁目1-2 33-7916

桜山治療室 あ 糠坪字桜山173-1 95-2820

笹整骨鍼灸院 鍼・灸 長坂町19-2 55-8232

そうま治療院 あ・鍼・灸 中野３丁目4-21 38-2185

つかり治療院 あ・鍼・灸 紺屋町160 34-5971

笑里治療院　出張専門 あ・鍼・灸 桜ヶ丘２丁目23-18 090-9537-2484

白龍堂治療院 あ・鍼・灸 大開２丁目10-6 88-0566

ひまわり治療院 あ・鍼・灸 取上５丁目10-36 36-1315

廣寛堂 あ・鍼・灸 上瓦ヶ町11-4 36-9066

ひろさき鍼灸整骨院 鍼・灸 北横町110-2 33-6616

吹田鍼灸治療院 あ・鍼・灸 松森町111 32-2628

福村治療院 あ・鍼・灸 早稲田３丁目6-6 26-1219

藤田治療院  あ 石渡２丁目1-17 33-1741

藤田はりきゅう接骨院 あ・鍼・灸 紺屋町90 33-6435

前田整体指圧院 あ・鍼 桔梗野５丁目8-6 32-5160

安井治療院 あ・鍼・灸 住吉町17-6 34-1424

雪田マッサージ治療所 あ 桶屋町102 32-7760

 ※　あ：あんま、マッサージ、指圧

㉓はり・きゅう・マッサージ指定施術所
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弘前市健康福祉部
介護福祉課

事業所等一覧について　➠　介護事業係　４０－７０９９（直通）

弘前市ホームペ－ジ　www.city.hirosaki.aomori.jp


