
地域密着型サービス事業者の指定等について

○新規指定  

○新規指定

№ 所在地 有効期間満了日

15 認知症対応型共同生活介護
函館市
花園町

日総ふれあいケアサービス株式会社
ふれあいの里グループ
ホームグース

H30.6.30

14 認知症対応型共同生活介護
函館市
乃木町

日総ふれあいケアサービス株式会社
ふれあいの里グループ
ホームはこだて乃木

H30.6.30

13 認知症対応型通所介護
函館市
松川町

医療法人鴻仁会 デイサービスふかせ H30.3.29

12
地域密着型特定施設入居者
生活介護

函館市
桔梗１丁目

社会福祉法人七飯有隣会
地域密着型特定施設入居者
生活介護事業所ゆう

H30.3.28

11 小規模多機能型居宅介護
函館市

桔梗１丁目
社会福祉法人七飯有隣会

小規模多機能型居宅
介護事業所ゆう

H30.3.28

10 認知症対応型共同生活介護
函館市
松川町

医療法人鴻仁会
グループホームふか
せ

H30.3.29

9 認知症対応型共同生活介護
函館市

宇賀浦町
医療法人大庚会

グループホームこん
松濤

H30.3.25

8 認知症対応型共同生活介護
函館市

谷地頭町
医療法人社団向仁会

グループよろこびの
家住慶

H30.3.23

7 認知症対応型共同生活介護
函館市
日吉町
３丁目

医療法人社団向仁会
グループよろこびの
家日吉

H30.3.7

6 認知症対応型共同生活介護
函館市
海岸町

株式会社サポートライフ
グループホーム泰安
の郷海願

H30.3.2

5 認知症対応型共同生活介護
函館市
高丘町

有限会社ベストケアサービス
グループホーム香雪
園

H30.2.28

4 地域密着型通所介護
函館市
富岡町
１丁目

株式会社トータルサポート函館 デイハウス出逢い H30.2.27

3 認知症対応型共同生活介護
函館市
松陰町

医療法人社団向仁会
グループよろこびの
家茉景

H30.2.21

2 地域密着型通所介護
函館市
上野町

株式会社福祉センター函館
デイサービスセン
ターてまり

H30.2.16

1 認知症対応型共同生活介護
函館市

亀田港町
有限会社ウジャト

グループホームのぞ
み２号館

H30.2.14

H30.1.1

２　地域密着型サービス事業者の更新

【今後の予定】

サービス種別 法人名 事業所名

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
函館市
石川町

ライフデザイン株式会社 サポート２４　石川 H30.1.1

【平成２９年１１月～今日までの指定の結果】

№ サービス種別 所在地 法人名 事業所名 指定日 事業開始日

1 地域密着型通所介護
函館市
本   通
２丁目

合同会社ルミナス 圏域：北東部第３圏域
※定員１４人
  ・別添資料参照

H30.3.1

デイサービスセンターほたる

１　地域密着型サービス事業者の指定

【今後の予定】

№ サービス種別 所在地
法人名

概要 事業開始予定

事業所名

資料１
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○市内事業所の指定更新

№ 所在地 有効期間満了日

○他市町村事業所の指定更新

№ 所在地 有効期間満了日

○廃止

№ 所在地 廃止日

№ 所在地

6 地域密着型通所介護
函館市
松陰町

生活協同組合北海道高齢協 デイサービスあかね Ｈ29.1.1～休止

5 地域密着型通所介護
函館市

本通３丁目 株式会社イトウ・ケア デイサービス本通 Ｈ28.12.1～休止

4 認知症対応型通所介護
函館市
戸倉町

特定医療法人富田病院
認知症対応型デイサービス
センターあねもね戸倉ヶ丘

Ｈ28.10.15～休止

3 小規模多機能型居宅介護
函館市
石川町

一般社団法人安親館
小規模多機能ホーム
安親館函館石川町

Ｈ27.1.1～休止

Ｈ25.6.1～休止

2 夜間対応型訪問介護
函館市

日乃出町
函館タクシー株式会社

ケアサポートセン
ター函館

Ｈ25.9.1～休止

サービス種別 法人名 事業所名 休止期間

1 地域密着型通所介護
函館市

神山3丁目 有限会社サンライフ デイサービスサクラ

４　地域密着型サービス事業者の休止

3 地域密着型通所介護
函館市
柏木町

株式会社イトウ・ケア デイサービス寿樹 H30.1.31

2 地域密着型通所介護
函館市

亀田中野町 社会福祉法人函館光智会
デイサービスセンター函
館あいの里・遊

H29.12.1

1 地域密着型通所介護
函館市
日吉町
３丁目

有限会社
ハーブ・ゼーリヒカイテン

デイサービスセン
ターベルエキップ

H29.11.17

H29.11.28 H29.11.29～H35.11.28 

３　地域密着型サービス事業者の廃止

サービス種別 法人名 事業所名

H29.12.5～H35.12.4 

サービス種別 法人名 事業所名 指定の有効期間

1 地域密着型通所介護
神奈川県
茅ケ崎市

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクテイブ
あのん

デイサービスあのん

3 地域密着型通所介護
函館市
東雲町

有限会社ウジャト デイサービスのぞみ大門 H29.12.4

H29.11.28 H29.11.29～H35.11.28 

2 小規模多機能型居宅介護
函館市

桔梗４丁目
有限会社ウィズ

小規模多機能型居宅介護
事業所ききょうわとな

H29.11.29 H29.11.30～H35.11.29 

【平成２９年１１月～今日までの更新結果】

サービス種別 法人名 事業所名 指定の有効期間

1 認知症対応型共同生活介護
函館市
富岡町
２丁目

株式会社ノア グループホームかがやき
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「デイサービスセンターほたる」の指定について 

 

１ 指定を希望している地域密着型サービス事業者 

   合同会社 ルミナス 

 

２ 事業者概要 

   法人設立 平成２９年１２月１日 

   法人役員 代表社員 長田 啓徳 （役員１名） 

   地域密着型通所介護事業を開始するにあたり新法人を設立したもの。 

   今後は介護保険法に基づく地域密着型サービス事業に加え，有料老人ホー

ムの経営や認知症高齢者への見守りおよび話相手サービス等高齢者向けの

事業展開を予定している。 

 

３ 指定を希望している地域密着型サービス事業所名 

「デイサービスセンターほたる」 

 

４ サービス種類 

   地域密着型通所介護 

 

５ 事業所所在地  北海道函館市本通２丁目１８８番２６ 

          （新築のため住居表示は未定） 

 

６ その他 

      本通２丁目の更地に２階建の建物を建設し，１階を「デイサービスセンタ

ーほたる」として事業開始したい旨，申出があったものです。 
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   函館市内における指定地域密着型サービス事業所一覧      （休止事業所を除きサービス種別ごとの指定日順に掲載しています。）

サービス種別 N０ 法  人  名 事  業  所  名 所    在    地 休止状況

1 社会福祉法人　戸井福祉会 小規模多機能型居宅介護事業所潮太郎 函館市釜谷町605番地1

2 有限会社　ウィズ
小規模多機能型居宅介護事業所ゆのかわわ
とな

函館市湯川町1丁目2番9号

3 医療法人　鴻仁会 小規模多機能ホーム光風園 函館市宮前町11番8号

4 有限会社　時館 小規模多機能あいある小安 函館市小安町692番地1

5 社会福祉法人　函館大庚会 小規模多機能ハウスこん 函館市本町29番7号

6 有限会社　ウィズ
小規模多機能型居宅介護事業所ききょうわと
な

函館市桔梗4丁目34番9号

7 社会福祉法人　七飯有隣会 小規模多機能型居宅介護事業所ゆう 函館市桔梗1丁目6番1号

8 一般社団法人　元町会
一般社団法人元町会　小規模多機能ホーム
なでしこ

函館市大縄町20番19号

9 株式会社　あんじゅう 小規模多機能型居宅介護事業所　海翔 函館市川汲町586番地1

10 医療法人　鴻仁会 小規模多機能施設こうじゅ三号館 函館市宮前町20番14号

11 株式会社　秀道 小規模多機能ホームしゅうどう 函館市北浜町1番9号

12 社会福祉法人　心侑会 小規模多機能型ハウスあい戸倉 函館市戸倉町161番地1

13 社会福祉法人　心侑会 小規模多機能ハウスあい日吉 函館市日吉町2丁目22番12号

14 社会福祉法人　心侑会 小規模多機能ハウスあい美原 函館市美原3丁目13番32号

15 医療法人　鴻仁会 小規模多機能施設まつかわ 函館市松川町41番17号

16 株式会社KGぷらす 小規模多機能ぱるむ 函館市本通4丁目3番21号

17 社会福祉法人　函館鴻寿会 小規模多機能施設　こうじゅ 函館市亀田町7番1号

18
有限会社　ケアマネジメントオフィ
ス・アニー

小規模多機能ホーム　アニー 函館市神山3丁目16番13号

19 株式会社　創生事業団 グッドタイムホーム・松風 函館市松風町13番15号

20 一般社団法人　安親館 小規模多機能ホーム安親館函館石川町 函館市石川町163番地1 H27.1.1～

1 医療法人社団　向仁会
よろこび定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所

函館市住吉町2番13号

2 有限会社　ウィズ ケアステーションウィズ 函館市湯川町1丁目2番9号

3 社会福祉法人　函館共愛会 共愛会ケアステーション 函館市中島町7番21号

4 株式会社　サポートライフ
ホームケア定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所

函館市神山町246番地1

5 社会医療法人　函館博栄会 定期巡回ステーションあじさい 函館市湯川町2丁目15番3号

6 株式会社　ジャパンケアサービス ジャパンケア函館昭和 函館市昭和4丁目30番35号

7 株式会社　メディカルシャトー 巡回ステーション白ゆり美原 函館市美原2丁目50番2号

8 株式会社　ハイサポート ハッピーライフ彩絆 函館市宮前町31番2号

9 株式会社　ケア・アール あーる定期巡回サービス 函館市宮前町10番9号

10 株式会社　テーオー総合サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護テー
オーケアサービス

函館市北浜町5番12号

11 株式会社　創生事業団 グッドタイムサポート・鍛治 函館市鍛治１丁目１１－８

1 社会福祉法人　函館光智会
老人グループホームシルバービレッジ函館あ
いの里

函館市亀田中野町278番地34

2 社会福祉法人　函館光智会
老人グループホームシルバービレッジ函館あ
いの里・泉

函館市亀田中野町278番地53

3 医療法人　大庚会 医療法人大庚会グループホーム街 函館市時任町35番3号

4 社会福祉法人　敬聖会 グループホームききょう 函館市桔梗町557番地

5 医療法人社団　向仁会
医療法人社団向仁会グループホームよろこび
の家

函館市栄町16番16号

6 特定医療法人　富田病院 高齢者グループホームあねもね 函館市日吉町4丁目7番83号

7 有限会社　ベストケアサービス グループホーム高丘 函館市高丘町53番8号

8 社会福祉法人　函館大庚会
社会福祉法人函館大庚会グループホームこ
んはこだて

函館市時任町35番4号

9 医療法人　やわらぎ会 グループホーム第３やわらぎ 函館市桔梗町379番地48

10 有限会社　ウィズ グループホームそよかぜ 函館市松風町14番7号

11 社会医療法人　高橋病院 認知症高齢者グループホーム秋桜 函館市宝来町14番25号

12 有限会社　ウジャト グループホームのぞみ 函館市亀田港町60番28号

小規模多機能型居
宅介護

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

 

 

認知症対応型共同
生活介護

認知症対応型共同
生活介護
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   函館市内における指定地域密着型サービス事業所一覧      （休止事業所を除きサービス種別ごとの指定日順に掲載しています。）

サービス種別 N０ 法  人  名 事  業  所  名 所    在    地 休止状況

13 有限会社　ハマダコーポレーション グループホームおもひで 函館市東山3丁目2番4号

14 有限会社　北邦 グループホームさらさの杜 函館市安浦町364番地2

15 有限会社　ハマダコーポレーション グループホームおもひで・懐 函館市山の手2丁目5番16号

16 株式会社　ノア グループホームかがやき 函館市富岡町2丁目21番7号

17 有限会社　ウジャト グループホームのぞみ２号館 函館市亀田港町60番23号

18 医療法人社団　向仁会
医療法人向仁会グループホームよろこびの家
茉景

函館市松陰町1番43号

19 有限会社　ベストケアサービス グループホーム香雪園 函館市高丘町41番12号

20 株式会社　サポートライフ
株式会社サポートライフグループホーム泰安
の郷海願

函館市海岸町9番30号

21 医療法人社団　向仁会
医療法人向仁会グループホームよろこびの家
日吉

函館市日吉町3丁目20番25号

22 医療法人社団　向仁会
医療法人向仁会グループホームよろこびの家
住慶

函館市谷地頭町31番8号

23 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター函館桔梗 函館市桔梗3丁目22番10号

24 医療法人　鴻仁会 グループホーム光風園 函館市宮前町11番8号

25 有限会社　時館 グループホームあいある小安 函館市小安町692番地1

26 医療法人　鴻仁会 グループホームまつかわ 函館市松川町41番17号

27 株式会社　メディカルシャトー グループホーム白ゆり 函館市富岡町1丁目23番12号

28 医療法人　大庚会 グループホームこん松濤 函館市宇賀浦町16番20号

29 医療法人　鴻仁会 グループホームふかせ 函館市松川町30番12号

30
日総ふれあいケアサービス株式会
社

ふれあいの里グループホームはこだて乃木 函館市乃木町4番32号

31
日総ふれあいケアサービス株式会
社

ふれあいの里グループホームグース 函館市花園町24番3号

32 株式会社　秀 グループホームとみおか 函館市富岡町1丁目51番20号

33 株式会社　秀 グループホームまつかげ 函館市松陰町15番5号

34 株式会社　秀 グループホームふるさと 函館市富岡町1丁目54番17号

35 一般社団法人　元町会
一般社団法人元町会　認知症高齢者グルー
プホームなでしこ

函館市大縄町20番19号

36 株式会社　ハーモニー グループホームいしかわ 函館市石川町464番地1

37
株式会社　メディカルオフィス・創
健

グループホームひなた園 函館市湯川町2丁目16番1号

38 特定医療法人　富田病院 高齢者グループホームあねもね戸倉ヶ丘 函館市戸倉町15番10号

39 株式会社　心香 グループホーム恵 函館市川上町457番地1

40 一般社団法人　仁生会にしぼり グループホームにしぼり神山 函館市神山1丁目25番9号

41 一般社団法人　仁生会にしぼり グループホームにしぼり 函館市川原町5番1号

42 株式会社　来夢 グループホーム来夢 函館市若松町22番1号

43 社会福祉法人　心侑会 グループホームあい戸倉 函館市戸倉町161番地1

44 社会福祉法人　心侑会 グループホームあい 函館市昭和3丁目29番47号

45 株式会社　プレイスケア グループホームてらす 函館市上湯川町28番32号

46 株式会社　創生事業団 グッドケア・鍛治 函館市鍛治2丁目35番22号

1 社会医療法人　高橋病院 デイサービス秋桜 函館市宝来町14番25号

2 社会医療法人　高橋病院 認知症対応型デイサービスセンター谷地頭 函館市谷地頭町13番18号

3 医療法人　鴻仁会 デイサービスふかせ 函館市松川町30番12号

4 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター函館桔梗 函館市桔梗3丁目22番10号

5 社会福祉法人　函館光智会 デイサービスセンター函館あいの里 函館市亀田中野町277番地12

6 特定医療法人　富田病院
認知症対応型デイサービスセンター　あねも
ね戸倉ヶ丘

函館市戸倉町15番10号 H28.10.15～

1 株式会社　心香 複合型サービス恵 函館市川上町457番地1

2 株式会社　ジャパンケアサービス ジャパンケア函館昭和 函館市昭和4丁目30番35号

3 社会福祉法人　純心福祉会 複合型サービス事業所谷地頭緑蔭園 函館市谷地頭町23番5号

4 株式会社　プレイスケア 看護小規模多機能型居宅介護事業所てらす 函館市上湯川町28番32号

 

 

認知症対応型共同
生活介護

認知症対応型共同
生活介護

認知症対応型通所
介護

看護小規模多機能
型居宅介護
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   函館市内における指定地域密着型サービス事業所一覧      （休止事業所を除きサービス種別ごとの指定日順に掲載しています。）

サービス種別 N０ 法  人  名 事  業  所  名 所    在    地 休止状況

1 社会福祉法人　恵山恵愛会 恵山恵愛会デイサービスセンター 函館市柏野町117番地

2 社会福祉法人　函館厚生院
指定通所介護事業所デイサービスセンター花
園

函館市花園町31番4号

3 社会福祉法人　函館大庚会 デイサービスセンター「松濤」 函館市松風町18番15号

4 株式会社　来夢 デイサービスセンター来夢 函館市宝来町31番3号

5 特定非営利活動法人　りょうほく デイサービスらいふ赤川 函館市赤川1丁目2番5号

6
有限会社　ハーブ・ゼーリヒカイテ
ン

デイサービスセンターながだい 函館市日吉町3丁目39番24号2階

7 株式会社　吉住 デイサービスよしずみ東山 函館市東山3丁目3番2号

8 株式会社　エムズジャパン デイサービス高丘 函館市高丘町31番6号

9
有限会社　ヘルパーステーション
虹

デイサービスセンター虹 函館市花園町26番18号－1

10 有限会社　つばさ デイサービスセンターつばさ 函館市山の手3丁目51番12号

11 特定非営利活動法人　りょうほく デイサービスらいふ松陰 函館市松陰町24番2号

12 株式会社　ケア・アール デイサービスセンターあーる 函館市宮前町10番9号

13 有限会社　ウジャト デイサービスのぞみ大門 函館市東雲町15番16号

14 株式会社　福祉センター函館 デイサービスセンターてまり 函館市上野町7番30号

15 株式会社　トータルサポート函館 デイハウス出逢い 函館市富岡町1丁目9番4－1号

16 有限会社　健メディカル・サポート プラトー予防センター函館本店 函館市港町1丁目12番30号

17 株式会社　ウェルフェア デイサービスセンターみずほ 函館市美原2丁目23番17号

18
株式会社　グランユニライフケア
サービス北海道

グランユニライフデイサービスセンター函館湯
の川

函館市湯川町1丁目13番3号

19 アースサポート株式会社 アースサポート函館亀田港町 函館市亀田港町43番18号

20 株式会社  SAYA デイサービスセンターほのぼの 函館市美原1丁目40番26号

21 医療法人　亀田病院 デイサービスセンター　亀田日和 函館市昭和1丁目3番46号

22 株式会社　シルバーサポート デイサービス　シルバーおおなわ 函館市大縄町1番4号

23 株式会社　トラストケア デイサロン乃木 函館市乃木町4番36号

24 株式会社　ケアサポートever デイサービスever 函館市鍛治1丁目1番27号

25 株式会社　トラストケア デイサロン　オリーブ 函館市乃木町4番36号

26 株式会社　山本 デイサービス　トップ 函館市東山町3丁目18番12号

27 株式会社　ヤマチコーポレーション デイサービスきたえる～む函館八幡 函館市八幡町20番3号

28 ライフフォース合同会社 Holistic Therapy Studio 瑜伽 函館市吉川町3番30号

29 株式会社　くうら デイハウス　アプタスくうら 函館市美原5丁目15番1号

30 株式会社オフィス花鈴ステーション デイサービスセンター花鈴 函館市花園町40番11号

31 株式会社　H．T．L デイサービスひろば 函館市宇賀浦町3番21号

32 株式会社　ウェルフェア デイサービスセンターみずほ日吉 函館市日吉町2丁目1番35号

33
特定非営利活動法人　ファミリー
サポーターさわやか

デイサービスさわやか 函館市富岡町２丁目２２番２４号

34 株式会社  シンワテック デイサービスここわ 函館市富岡町１丁目２１番１４号

35 生活協同組合　北海道高齢協 デイサービスあかね 函館市松陰町27番14号 H29.1.1～

36 株式会社　イトウ・ケア デイサービス本通 函館市本通3丁目5番16号 H28.12.1～

37 有限会社　サンライフ デイサービス　サクラ 函館市神山3丁目25番27号 H25.6.1～

地域密着型通所介
護
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   函館市内における指定地域密着型サービス事業所一覧      （休止事業所を除きサービス種別ごとの指定日順に掲載しています。）

サービス種別 N０ 法  人  名 事  業  所  名 所    在    地 休止状況

1 有限会社　萬代 介護付有料老人ホームかめだ 函館市亀田町3番13号

2 平和興産株式会社 地域密着型特定施設平和の森美原（サ付） 函館市美原3丁目53番30号

3 社会福祉法人　函館大庚会 介護付有料老人ホームこん 函館市本町29番7号

4 社会福祉法人　七飯有隣会
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
ゆう

函館市桔梗1丁目6番1号

5 株式会社　テクノスコーワ 有料老人ホーム　ハーモニーハイツみなと 函館市港町3丁目4番2号

6 株式会社　ハーモニー 介護付有料老人ホーム　カーサ石川 函館市石川町149番地9

7 社会福祉法人　函館鴻寿会 介護付有料老人ホームこうじゅ 函館市亀田町7番1号

8 株式会社　清野 地域密着型特定施設　花水季（サ付） 函館市栄町7番4号

9 医療法人社団　くうら 地域密着型特定施設ケアホームくうら（サ付） 函館市川原町1番3-1号

10 社会福祉法人　心侑会 介護付有料老人ホームあい日吉 函館市日吉町2丁目22番12号

11 社会福祉法人　心侑会 介護付有料老人ホームあい美原 函館市美原3丁目13番32号

12 株式会社　メディカルシャトー ライフプレステージ白ゆり乃木 函館市乃木町4番53号

13 株式会社　創生事業団 グッドタイムホーム・松風 函館市松風町13番15号

1 社会福祉法人　函館仁愛会 特別養護老人ホーム福寿荘 函館市石川町191番地1

2 社会福祉法人　純心福祉会
地域密着型特別養護老人ホーム谷地頭緑蔭
園

函館市谷地頭町23番5号

3 社会福祉法人　函館鴻寿会 地域密着型特別養護老人ホームこうじゅ 函館市亀田町7番1号

4 社会福祉法人　函館厚生院
地域密着型介護老人福祉施設　サテライト百
楽園

函館市高丘町3番1号

1 株式会社　ジャパンケアサービス ジャパンケア函館昭和 函館市昭和4丁目30番35号

2 函館タクシー株式会社 ケアサポートセンター函館 函館市日乃出町22番38号 H25.9.1～

小規模多機能型居宅介護 ２０（うち休止１）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １１

認知症対応型共同生活介護 ４６

認知症対応型通所介護 ６（うち休止１）

看護小規模多機能型居宅介護 ４

地域密着型通所介護 ３７（うち休止３）

地域密着型特定施設入居者生活介護 １３

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ４

夜間対応型訪問介護 ２（うち休止１）

１４３（うち休止６） 計

地域密着型特定施
設入居者生活介護

地域密着型介護老
人福祉施設入所者
生活介護

夜間対応型訪問介
護
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