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包括あさひ

●密着特養29(谷地頭緑蔭園）

　　　　　　GH18（よろこびの家住慶）●

●GH27（秋桜)

●GH45（よろこびの家）

 老健150 (ゆとりろ)●

●老健188(住慶の郷)

ケアハウス30（菜の花）

  療養型60 ●
(竹田病院)

●療養型60
　(高橋病院)

　　　 特定42 ●
(泰安の郷舟海)
　

●密着特定29(花水季)

●小規模18
　(とよかわ)

認知デイ12（谷地頭)●

認知デイ12（秋桜)

●定期巡回(よろこび)

複合型25（谷地頭緑蔭園）

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●老健：介護老人保健施設
●療養型：介護療養型医療施設
●密着特養：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●密着特定：地域密着型特定施設入居者生活介護
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●認知デイ：認知症対応型通所介護
●定期巡回：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●複合型：複合型サービス
●ケアハウス：軽費老人ホーム（ケアハウス）
●特定：特定施設入居者生活介護
●包括：地域包括支援センター
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ブランチこん●特養50(松濤)

●特養160（愛泉寮）

●GH18（そよかぜ） ●GH18（こん松濤）

GH18（泰安の郷海願）●

　GH18（ふかせ）

●GH18（なでしこ）

 GH18（来夢） ●

●療養型36
　(函館おしま病院)

●特定60（悠）

特定36（ばんだい）●

特定10（ふかせ）●

●密着特定29（レリエンスほくおう松風）
小規模25 （ほくおう松風）

小規模25（なでしこ）

認知デイ12（ふかせ）

●定期巡回（共愛会）

●
特養48(倶有)

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●特養：特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
●療養型：介護療養型医療施設
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●密着特定：地域密着型特定施設入居者生活介護
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●認知デイ：認知症対応型通所介護
●定期巡回：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●特定：特定施設入居者生活介護
●ブランチ：地域包括支援センター（ブランチ）

●GH18（まつかわ）
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包括こん●
●GH9（街）
●GH9（こんはこだて）

●GH18（よろこびの家茉景）

　　　●
GH18（はこだて乃木）

●GH18（まつかげ）

GH18（光風園）

●特定96（みやまえ）

密着特定29（こん）

●

小規模25（こん）●

●定期巡回（ハッピーライフ彩絆）

小規模24 
（こうじゅ三号館）
　　　●

●

定期巡回（あーる）

小規模25（光風園）

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●密着特定：地域密着型特定施設入居者生活介護
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●定期巡回：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●特定：特定施設入居者生活介護
●包括：地域包括支援センター
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●ブランチ花園

GH18（あねもね）

●GH18（グース）

●GH18（よろこびの家日吉）

●GH18（ひなた園）

●GH18（にしぼり）

老健100（ロイヤルヒルズ日吉）

老健150（ケンゆのかわ）●

ケアハウス50（ベイアニエス）●

●特定48（みのり湯川）

●密着特定29（あい）

●密着特定29(くうら)

　小規模25（あい）

●小規模25（ゆのかわわとな）
定期巡回（ウィズ）

●定期巡回（あじさい）

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●老健：介護老人保健施設
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●密着特定：地域密着型特定施設入居者生活介護
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●定期巡回：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●ケアハウス：軽費老人ホーム（ケアハウス）
●特定：特定施設入居者生活介護
●ブランチ：地域包括支援センター（ブランチ）
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包括厚生院

●特養83（旭ヶ岡の家）

特養100(百楽園）

●特養100（シンフォニー）

    特養50（おおぞら）
●

●GH18（高丘）

●GH18（あい戸倉）

GH18（あねもね戸倉ヶ丘）

特定150(養護老人ホーム永楽荘) ケアハウス15（ベレル旭ヶ岡の家）

●ケアハウス30（おおぞら）

小規模25（あい戸倉）

●

認知デイ12（あねもね戸倉ヶ丘）

●●

●特定120
　（養護老人ホームまろにえ）

GH18（香雪園）

●

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●特養：特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●認知デイ：認知症対応型通所介護
●ケアハウス：軽費老人ホーム（ケアハウス）
●特定：特定施設入居者生活介護
●包括：地域包括支援センター



�

�

�

�

�

�



包括西堀

●GH18（かがやき）

●GH8（ふるさと）
●GH18（とみおか） GH18（ほくおう鍛治）●

●特定24（白ゆり）

●特定54(レリエンスほくおう富岡)

定期巡回（ほくおう鍛治）

GH18（白ゆり）

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●定期巡回：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●特定：特定施設入居者生活介護
●包括：包括支援センター
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●密着特養20（福寿荘） ●特養60（ももハウス）

GH17（あいの里）●
GH18（あいの里・泉）●

●　密着特定29(カーサ石川)
●GH18（いしかわ）

●GH18（あい）

●老健100(もも太郎)

●療養型26(協立消化器循環器病院)

密着特定29（あい美原）

密着特定29（平和の森美原）
小規模25（平和の森美原）●

●小規模25（あい美原）

●定期巡回（ホームケア）

●定期巡回（白ゆり美原）

             　　　●
定期巡回（ジャパンケア函館昭和）
複合型25（ジャパンケア函館昭和）
夜間対応(ジャパンケア函館昭和)

老健100（グランドサン亀田）
●

特養80（福寿荘さくら館）●

●
小規模18
（安親館）

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●特養：特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
●老健：介護老人保健施設
●療養型：介護療養型医療施設
●密着特養：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●密着特定：地域密着型特定施設入居者生活介護
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●夜間対応：夜間対応型訪問介護
●定期巡回：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●複合型：複合型サービス
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●ブランチ西堀

●GH9（おもひで）

●
GH18（おもひで・懐）

　GH18（にしぼり神山）
●

老健100 (響の杜)● ●特定64（ベーネ函館和楽）

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●老健：介護老人保健施設
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●特定：特定施設入居者生活介護
●ブランチ：地域包括支援センター（ブランチ）
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●包括よろこび

特養100 （はくあい園）●

●特養110(幸成園)

●特養60（あい亀田港）

●特養100（桔梗みのりの里）

GH36（ききょう）

●GH18（第3やわらぎ）

GH18（のぞみ）
●GH18（のぞみ2号館）●

　　　　●
GH18（ニチイ函館桔梗）

　　　　　●
老健100(ジョイウェルス桔梗)

老健100(やわらぎ苑西桔梗)●

特定80（ケアハウスセンテナリアン）

療養型52(森病院)

●特定90（レリエンスほくおう桔梗）

●密着特定29（かめだ）
●密着特定29（こうじゅ）

　　　　　　　　　　　　　　　●
密着特定29 （ハーモニーハイツみなと）

密着特定29（ゆう）●
小規模25（ゆう）

小規模25（ききょうわとな）
　　　　　　●

認知デイ3（ニチイ函館桔梗）

定期巡回（テーオーケアサービス）●●小規模12（しゅうどう）

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●特養：特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
●老健：介護老人保健施設
●療養型：介護療養型医療施設
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●密着特定：地域密着型特定施設入居者生活介護
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●認知デイ：認知症対応型通所介護
●定期巡回：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●特定：特定施設入居者生活介護
●包括：地域包括支援センター
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●包括社協

●特養50（潮寿荘）

特養50（恵楽園）●

●特養50（みなみかやべ荘）

　　　　　　　　●
ＧＨ18（さらさの杜）

 ＧＨ18（あいある小安）
●

●ＧＨ18（恵）

療養型12(椴法華クリニック)●

 小規模25（あいある小安）

 小規模25（海翔）
●

小規模25（潮太郎）　　　　　　　　

地域密着型サービスおよび
介護施設等配置図
　　　　 （平成27年1月1日現在）

表示例：●施設・サービス種別・定員数（施設等名）
施設種別：
●特養：特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
●療養型：介護療養型医療施設
●GH：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●小規模：小規模多機能型居宅介護
●複合型：複合型サービス
●包括：包括支援センター
●ブランチ：地域包括支援センター（ブランチ）

複合型（恵）

●
ブランチ社協


