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介護保険施設等一覧 

１　介護老人福祉施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（平成26年７月１日現在）

　区分 定員

施設名 (名)

愛泉寮 (〒040-0014) 中島町35－7 52－1065 社福）函館共愛会 160 H12.4.1

旭ヶ岡の家 (〒042-0916) 旭岡町78 50－2121 社福）函館カリタスの園 83 H12.4.1

幸成園（従来型） 50 H12.4.1

幸成園（ﾕﾆｯﾄ型） 60 H26.4.1

福寿荘さくら館 (〒041-0802) 石川町189-19 34－7101 社福）函館仁愛会 80 H12.4.1

函館はくあい園（従来型） 50 H12.4.1

函館はくあい園（ﾕﾆｯﾄ型） 50 H26.4.1

函館百楽園 (〒042-0955) 高丘町3-1 57－7418 社福）函館厚生院 100 H12.4.1

潮寿荘 (〒041-0252) 釜谷町605-1 82－3535 社福）戸井福祉会 50 H12.4.1

恵楽園 (〒041-0523) 柏野町117 85－2893 社福）恵山恵愛会 50 H12.4.1

みなみかやべ荘 (〒041-1611) 川汲町986-13 25－5300 社福）函館共愛会 50 H12.4.1

シンフォニー (〒042-0912) 中野町74-1 58－2000 社福）禎人会 100 H15.4.1

松濤 (〒040-0035) 松風町18-15 27－0077 社福）函館大庚会 50 H16.4.16

おおぞら (〒042-0908) 銅山町12 36－1100 社福）函館愛育会 50 H17.4.25

ももハウス (〒041-0804) 赤川町390-2 47－3335 社福）函館厚生院 60 H22.4.1

あい亀田港 (〒041-0822) 亀田港町56-12 62－6300 社福）心侑会 60 H26.3.19

桔梗みのりの里 (〒041-0808) 桔梗1-3-8 46－5151 社福）敬聖会 100 H26.4.30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　介護老人保健施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区分 定員

施設名 (名)

グランドサン亀田 (〒041-0802) 石川町191-4 46－3151 医療）亀田病院　　　 100 H12.4.1

ロイヤルヒルズ日吉 (〒041-0841) 日吉町4-7-81 31－3113 医療）富田病院　　　　 100 H12.4.1

ジョイウェルス桔梗 (〒041-0801) 桔梗町557 46－8881 医療）聖仁会　　　　　 100 H12.4.1

ケンゆのかわ (〒042-0932) 湯川町3-29-15 59－1211 社福）函館厚生院 150 H12.4.1

響の杜 (〒041-0833) 陣川町91-4 31－8320 医療）函館友愛会 100 H12.4.1

ゆとりろ (〒040-0043) 宝来町14-27 23－7223 社医）高橋病院 150 H12.4.1

やわらぎ苑西桔梗 (〒041-0824) 西桔梗町735-4 49－8555 医療）やわらぎ会 100 H17.3.29

住慶の郷 (〒040-0045) 住吉町2-13　 22－3166 医社）向仁会 188 H20.4.1

もも太郎 (〒041-0804) 赤川町388-1 47－5550 社福）函館厚生院 100 H22.4.1

所在地 電話 設置および経営主体 指定年月日

所在地 電話 設置および経営主体 指定年月日

(〒041-0801) 桔梗町435-28 47－1113 社福）函館幸成会

(〒040-0077) 吉川町3-16 45－5250 社福）函館松寿会　
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３　介護療養型医療施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区分 定員

施設名 (名)

竹田病院 (〒040-0054) 元町29-21 26－5811 医療）尚仁会 60 H12.4.1

協立消化器循環器病院 (〒041-0806) 美原3-2-16 46－1300 医社）協立消化器循環器病院 26 H12.4.1

森病院 (〒041-0801) 桔梗町557 47－2222 医療）聖仁会 52 H12.4.1

函館おしま病院 (〒040-0021) 的場町19-6 56－2308 医療）敬仁会 36 H12.4.1

高橋病院 (〒040-0054) 元町32-18 23－7221 社医）高橋病院 60 H12.4.1

椴法華クリニック (〒041-0611) 新浜町171-9 86－2807 医社）清邑会　椴法華ｸﾘﾆｯｸ 12 H17.4.1

４　短期入所施設

区分 定員

施設名 (名)

幸成園（従来型） 17 H12.4.1

幸成園（ﾕﾆｯﾄ型） 4 H26.4.1

福寿荘さくら館 (〒041-0802) 石川町189-19 34－7101 社福）函館仁愛会 10 H12.4.1

旭ヶ岡の家ベレル (〒042-0916) 旭岡町76 50－5656 社福）函館カリタスの園 30 H12.4.1

旭ヶ岡の家 (〒042-0916) 旭岡町78 50－2121 社福）函館カリタスの園 7 H12.4.1

函館共愛会愛泉寮 (〒040-0014) 中島町35-7 52－1065 社福）函館共愛会 6 H12.4.1

みなみかやべ荘 (〒041-1611) 川汲町986-13 25－5300 社福）函館共愛会 2 H12.4.1

永楽荘 (〒042-0955) 高丘町3-1 57－1366 社福）函館厚生院 9 H12.4.1

函館百楽園 (〒042-0955) 高丘町3-1 57－7418 社福）函館厚生院 20 H12.4.1

函館はくあい園 (〒040-0077) 吉川町3-16 45－5250 社福）函館松寿会 6 H12.4.1

恵楽園 (〒041-0523) 柏野町117 85－2893 社福）恵山恵愛会 10 H12.4.1

戸井潮寿荘 (〒041-0252) 釜谷町605-1 82－3535 社福）戸井福祉会 2 H12.4.1

グランドサン亀田 (〒041-0802) 石川町191-4 46－3151 医療）亀田病院 空床利用 H12.4.1

ロイヤルヒルズ日吉 (〒041-0841) 日吉町4-7-81 31－3113 医療）富田病院 8 H12.4.1

ジョイウェルス桔梗 (〒041-0801) 桔梗町557 46－8881 医療）聖仁会 10 H12.4.1

ケンゆのかわ (〒042-0932) 湯川町3-29-15 59－1211 社福）函館厚生院　　 空床利用 H12.4.1

響の杜 (〒041-0833) 陣川町91-4 31－8320 医療）函館友愛会 10 H12.4.1

ゆとりろ (〒040-0043) 宝来町14-27 23－7223 社医） 高橋病院 15 H12.4.1

森病院 (〒041-0801) 桔梗町557 47－2222 医療）聖仁会 空床利用 H12.4.1

高橋病院 (〒040-0054) 元町32-18 23－7221 社医） 高橋病院 空床利用 H12.4.1

こうじゅ (〒040-0072) 亀田町7-1 41－5100 社福）函館鴻寿会 30 H12.5.10

シンフォニー (〒042-0912) 中野町74-1 58－2000 社福）禎人会 10 H15.4.1

ベーネ函館 (〒041-0834) 東山町144-52 35－3333 (株)ハーモニー 6 H16.1.15

松濤 (〒040-0035) 松風町18-15 27－0077 社福）函館大庚会 13 H16.4.28

やわらぎ苑西桔梗 (〒041-0824) 西桔梗町735-4 49－8555 医療）やわらぎ会 空床利用 H17.3.29

椴法華クリニック (〒041-0611) 新浜町171-9 86－2807 医社） 清邑会 椴法華ｸﾘﾆｯｸ 空床利用 H17.4.1

(〒041-0801) 桔梗町435-28 47－1113 社福）函館幸成会

指定年月日　　　所在地 電話 設置および経営主体

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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区分 定員

施設名 (名)

おおぞら (〒042-0908) 銅山町12 36－1100 社福）函館愛育会 10 H17.4.28

はこだてｹｱｾﾝﾀｰそよ風 (〒042-0932) 湯川町2-14-22 36－7201 (株)ユニマットそよ風 20 H19.9.20

らいふ赤川 (〒041-0805) 赤川1-2-5 85－6068 ＮＰＯ）りょうほく 20 H20.8.22

いしかわ (〒041-0802) 石川町149-22 34－3351 医社）飯田内科クリニック 39 H21.3.31

ももハウス (〒041-0804) 赤川町390-2 47－3979 社福）函館厚生院 10 H22.4.1

もも太郎 (〒041-0804) 赤川町388-1 47－5550 社福）函館厚生院 10 H22.4.1

白ゆり美原 (〒041-0806) 美原2-50-2 34－3235 (株)メディカルシャトー 29 H23.4.1

のぞみ大門 (〒040-0036) 東雲町15-16 27－3500 (有)ウジャト 38 H23.12.5

こん (〒040-0012) 時任町35-24 33－1233 医療）大庚会 20 H24.3.27

あんじゅう啄木 (〒040-0022) 日乃出町24-10 33－1077 (株)あんじゅう 20 H25.3.1

くうら (〒041-0812) 昭和4-33-10 87－2388 (株)くうら 20 H25.4.30

ステラ (〒042-0942) 柏木町15-2 32－8000 医療）善智寿会 24 H25.9.27

ハートTOハート北浜 (〒040-0078) 北浜町5-12 45－3211 (株)テーオー小笠原 21 H25.12.16

桔梗みのりの里 (〒041-0808) 桔梗1-3-8 46－5151 社福）敬聖会 20 H26.4.30

リハポルト (〒041-0861) 本通3-26-15 31－3311 医療）善智寿会 33 H26.6.1

５　特定施設入居者生活介護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区分 定員

施設名 (名)

ベーネ函館和楽 (〒041-0834) 東山町144-52　　 35－3333 (株)ハーモニー　　　　　　　　 64 H16.1.15

センテナリアン (〒041-0801) 桔梗町557　　　 46－8255 社福）敬聖会　　　　　　　　　 80 H16.3.30

泰安の郷舟海 (〒040-0055) 船見町5-20　　　 24－0088 (株)サポートライフ　　　　　　　 42 H16.9.13

ばんだい (〒040-0075) 万代町6-23　　　 41－5141 (有)萬代　　　　　　　　　 36 H17.3.22

永楽荘 (〒042-0955) 高丘町3-1　　　 57－1366 社福）函館厚生院　　　　　　　 150 H18.10.1

みのり湯川 (〒042-0932) 湯川町1-11-6　　 59－1294 (株)アクティブ・ケア　　　　　　 48 H21.3.27

まろにえ (〒042-0915) 西旭岡町3-239-2 84－6645 社福）函館共愛会　　　　　　 120 H22.3.31

レリエンスほくおう桔梗 (〒041-0808) 桔梗1-27-8　 46－1060 (株)ほくおうサービス　　　　　　 90 H22.6.1

みやまえ (〒040-0073) 宮前町7-15　　 40－3883 (有)萬代　　　　　 96 H23.2.28

白ゆり (〒041-0811) 富岡町1-23-12　　 44－5858 (株)メディカルシャトー　　　　　 24 H23.4.1

悠 (〒040-0061) 海岸町5-25　　 27－5035 メディコジャパン(株) 60 H23.4.19

レリエンスほくおう富岡 (〒041-0811) 富岡町3-22-3 43－3500 (株)ほくおうサービス　　　　　　 54 H23.11.1

ふかせ (〒040-0074) 松川町30-12　 41－1221 医療）鴻仁会 10 H24.3.29

６　小規模多機能型居宅介護

　区分 登録

施設名 定員

潮太郎 (〒041-0252) 釜谷町605-1 82－3211 社福）戸井福祉会 25 H19.8.1

あい (〒041-0841) 日吉町2-22-12 30－7011 (有)トリノ 25 H19.10.1

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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　区分 登録

施設名 定員

ゆのかわわとな (〒042-0932) 湯川町1-2-9 36－1520 (有)ウィズ 25 H21.3.25

あい戸倉 (〒042-0953) 戸倉町161-1 36－5656 (有)トリノ 25 H22.3.30

光風園 (〒040-0073) 宮前町11-8 83－7513 医療）鴻仁会 25 H22.4.30

平和の森美原 (〒041-0806) 美原3-53-30 47－8899 平和興産(株) 25 H22.10.29

あいある小安 (〒041-0251) 小安町692-1 83－8814 (有)時館 25 H22.11.29

こん (〒040-0011) 本町29-7 33－0888 社福）函館大庚会 25 H23.3.30

あい美原 (〒041-0806) 美原3-13-32 83－6166 (有)トリノ 25 H23.7.28

ききょうわとな (〒041-0808) 桔梗4-34-9 34－2270 (有)ウィズ 25 H23.11.30

ほくおう松風 (〒040-0035) 松風町13-15 27－1800 (株)ほくおうサービス 25 H24.1.31

ゆう (〒041-0808) 桔梗1-6-1 47－6161 社福）七飯有隣会 25 H24.3.30

なでしこ (〒040-0062) 大縄町20-19 45－7111 一般社団)元町会 25 H24.12.1

海翔 (〒041-1611) 川汲町586-1 84－1277 (株)あんじゅう 25 H25.6.10

とよかわ (〒040-0065) 豊川町1-5 87－0365 医療）鴻仁会 18 H25.6.10

こうじゅ三号館 (〒040-0073) 宮前町20-14 40－5255 医療）鴻仁会 24 H26.6.4

安親館函館石川町 (〒041-0802) 石川町163-1 83－5242 一般社団)安親館 18 H26.7.10

７　認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

区分 定員

施設名 (名)

ｼﾙバｰビﾚｯジ函館あいの里 (〒041-0803) 亀田中野町278-34 47－4331 社福）函館光智会　　　　　　　 17 H12.4.1

ｼﾙバｰビﾚｯジ函館あいの里･泉 (〒041-0803) 亀田中野町278-53 47－4331 社福）函館光智会　　　　　　　 18 H12.4.1

街 (〒040-0012) 時任町35-3 33－1317 医療）大庚会 9 H13.3.28

ききょう (〒041-0801) 桔梗町557 47－8033 社福）敬聖会 36 H13.4.26

よろこびの家 (〒040-0041) 栄町16-16 23－2777 医社）向仁会　　 45 H13.8.31

あねもね (〒041-0841) 日吉町4-7-83 32－3223 医療）富田病院 18 H14.3.27

こんはこだて (〒040-0012) 時任町35-4 33－1234 社福）函館大庚会　　 9 H15.2.28

高丘 (〒042-0955) 高丘町53-8 36－7772 (有)ベストケアサービス 18 H15.2.28

あい (〒041-0812) 昭和3-29-47 62－2246 (有)トリノ 18 H15.4.25

第３やわらぎ (〒041-0801) 桔梗町379-48 47－7725 医療）やわらぎ会 18 H15.4.28

そよかぜ (〒040-0035) 松風町14-7 23－1130 (有)ウィズ 18 H15.7.18

秋桜 (〒040-0043) 宝来町14-25 23－7228 社医）高橋病院 27 H15.8.26

のぞみ (〒041-0822) 亀田港町60-28 62－5550 (有)ウジャト 18 H16.4.14

おもひで (〒041-0835) 東山3-2-4 32－5595 (有)ハマダコーポレーション 9 H16.9.30

さらさの杜 (〒041-1612) 安浦町364-2 25－5800 (有)北邦 18 H17.5.26

おもひで・懐 (〒041-0836) 山の手2-5-16 30－1122 (有)ハマダコーポレーション 18 H17.10.7

かがやき (〒041-0811) 富岡町2-21-7 44－1515 (株)ノア 18 H17.11.29

のぞみ２号館 (〒041-0822) 亀田港町60-23 43－7001 (有)ウジャト 18 H18.2.15

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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区分 定員

施設名 (名)

よろこびの家茉景 (〒040-0003) 松陰町1-43 32－7070 医療）向仁会 18 H18.2.22

香雪園 (〒042-0955) 高丘町41-12 36－5500 （有）ベストケアサービス 18 H18.3.1

泰安の郷海願 (〒040-0061) 海岸町9-30 62－5577 （株）サポートライフ 18 H18.3.3

よろこびの家日吉 (〒041-0841) 日吉町3-20-25 33－0505 医社）向仁会 18 H18.3.8

よろこびの家住慶 (〒040-0046) 谷地頭町31-8 24－0808 医社）向仁会 18 H18.3.24

ニチイケアセンター函館桔梗 (〒041-0808) 桔梗3-22-10 34－5911 （株）ニチイ学館 18 H21.10.1

あい戸倉 (〒042-0953) 戸倉町161-1 36－5700 （有）トリノ 18 H22.3.30

光風園 (〒040-0073) 宮前町11-8 83－7512 医療)鴻仁会 18 H22.4.30

あいある小安 (〒041-0251) 小安町692-1 83－8814 （有）時館 18 H.22.11.29

まつかわ (〒040-0074) 松川町41-17 41－1300 医療)鴻仁会 18 H23.3.25

白ゆり (〒041-0811) 富岡町1-23-12 44－7200 （株）メディカルシャトー 18 H23.4.1

こん松濤 (〒040-0023) 宇賀浦町16-20 30－2277 医療）大庚会 18 H24.3.26

ふかせ (〒040-0074) 松川町30-12 41－1221 医療）鴻仁会 18 H24.3.30

はこだて乃木 (〒042-0943) 乃木町4-32 33－4480 日総ふれあいケアサービス（株） 18 H24.7.1

グース (〒041-0843) 花園町24-3 56－6730 日総ふれあいケアサービス（株） 18 H24.7.1

ふるさと (〒041-0811) 富岡町1-54-17 43－8333 8 H24.9.1

まつかげ (〒040-0003) 松陰町15-5 33－5551 18 H24.9.1

とみおか (〒041-0811) 富岡町1-51-20 43－5300 18 H24.9.1

なでしこ (〒040-0062) 大縄町20-19 45－7045 一般社団法人　元町会 18 H24.12.1

いしかわ (〒041-0802) 石川町149-9 46－8500 （株）ハーモニー 18 H25.2.15

ひなた園 (〒042-0932) 湯川町2-16-1 36－1056 （株）メディカルオフィス・創健 18 H25.3.13

あねもね戸倉ヶ丘 (〒042-0953) 戸倉町15-10 59－6500 （医療）富岡病院 18 H25.3.26

恵 (〒041-0405) 川上町457-1 84－2383 （株）心香 18 H25.3.29

ほくおう鍛治 (〒041-0852) 鍛治2-35-22 33－5600 （株）ほくおうサービス 18 H25.5.29

にしぼり (〒041-0844) 川原町5-1 54－0015 一般社団法人　仁生会にしぼり 18 H26.4.1

にしぼり神山 (〒041-0832) 神山1-25-9 52－0247 一般社団法人　仁生会にしぼり 18 H26.4.1

来夢 (〒040-0063) 若松町22-1 22－1717 （株）来夢 18 H26.5.1

８　地域密着型特定施設入居者生活介護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区分 定員

施設名 (名)

かめだ (〒040-0072) 亀田町3-13 41－5018 （有）萬代 29 H19.5.22

あい (〒041-0841) 日吉町2-22-12 30－7355 （有）トリノ 29 H19.10.1

平和の森美原 (〒041-0806) 美原3-53-30 47－8899 平和興産（株） 29 H22.10.29

こん (〒040-0011) 本町29-7 33－0777 社福）函館大庚会 29 H23.3.30

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

（株）秀
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区分 定員

施設名 (名)

あい美原 (〒041-0806) 美原3-13-32 83－6165 (有)トリノ 29 H23.7.28

レリエンスほくおう松風 (〒040-0035) 松風町13-15 27－1800 (株)ほくおうサービス 29 H24.1.13

ゆう (〒041-0808) 桔梗1-6-1 47－6161 社福）七飯有隣会 29 H24.3.30

ハーモニーハイツみなと (〒041-0821) 港町3-4-2 43－0033 (株)テクノスコーワ 29 H25.1.16

カーサ石川 (〒041-0802) 石川町149-9 47－8000 (株)ハーモニー 29 H25.2.15

こうじゅ (〒040-0072) 亀田町7-1 41－5100 社福）函館鴻寿会 29 H25.3.25

花水季 (〒040-0041) 栄町7-4 22－8884 (株)清野 29 H25.4.12

ケアホームくうら (〒041-0844) 川原町1-3-1 87－2485 医社）くうら 29 H26.1.9

９　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

区分 定員

施設名 (名)

福寿荘 (〒041-0802) 石川町191-1 46－1123 社福）函館仁愛会　　　　　　　 20 H19.3.30

谷地頭緑蔭園 (〒040-0046) 谷地頭町23-5 26－7771 社福）純心福祉会 29 H26.2.28

１０　複合型サービス

区分 定員

施設名 (名)

恵 (〒041-0405) 川上町457-1 84－2383 (株)心香　　　　　　 25 H25.3.29

ジャパンケア函館昭和 (〒041-0812) 昭和4-30-35 44－5800 (株)ジャパンケアサービス 25 H26.3.27

谷地頭緑蔭園 (〒040-0046) 谷地頭町23-5 26－7772 社福）純心福祉会 25 H26.3.28

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

 
 
 
 




