
施設情報

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）　常時介護が必要とされる方が入所する施設です。

　

施設名 電話番号

鶴亀荘 ０１７９－２３－４１１１ 三戸町斗内字和田６０－１

三戸老人ホーム ０１７９－２２－１２１５ 南部町大向字仙ノ木平３１－１

ハピネスながわ ０１７８－６０－５２５２ 南部町（旧名川町）下名久井字剣吉前川原１－１

みろく苑 ０１７９－３２－３６９９ 田子町田子字七日市上ノ平６０

長老園 ０１７８－８４－３１３１ 南部町（旧福地村）埖渡字東あかね５－１２５

瑞光園 ０１７８－２５－０１０１ 八戸市大久保字大山３２－１

修光園 ０１７８－９６－４８９５ 八戸市十日市字黒坂３５

光葉園 ０１７８－３３－５４２６ 八戸市鮫町字金屎３５－９０

ハピネスやくら ０１７８－７０－２５４０ 八戸市八幡字下樋田１－１

寿楽荘 ０１７８－５２－５１５１ 八戸市市川町字夏秋４

えんぶり物語 ０１７８－２１－２０００ 八戸市河原木字見立山６－２０９

サンシャイン ０１７８－２３－５０５０ 八戸市東白山台2-２－１

ほっとハウス ０１７８－７０－１８１８ 八戸市尻内町字熊ノ沢３５－２

福寿草インスプリング ０１７８－２５－１０２１ 八戸市妙字西平６－２７

修光園サテライト ０１７８－２０－８４１５ 八戸市田向字松ヶ崎８－１

八戸素心園 ０１７８－２７－３４６６ 八戸市尻内町矢沢６２－１

ハピネス五戸 ０１７８－６２－７４９１ 五戸町姥堤３４－１

素心園 ０１７８－５１－８１８８ 五戸町古舘向１０－１

ひだまり ０１７８－６１－１３００ 五戸町苗代沢３－６６０

見心園 ０１７８－８８－３３５５ 階上町赤保内字道仏道添２１－１２

さくら荘 ０１７８－７７－２１６０ 五戸町倉石中市字新山平６４－１

一葉園 ０１７６－２７－２８２８ 十和田市深持字松森６－５

湖楽園 ０１７６－７２－２７９０ 十和田市（旧十和田湖町）奥瀬字下川目２－９

八甲荘 ０１７６－２３－５５００ 十和田市相坂字高清水７８－２３２

雙葉園 ０１７６－２２－１０５５ 十和田市三本木字上平２００－１

三沢老人ホーム ０１７６－５４－２５３４ 三沢市三沢字園沢１５６－８

ひばり苑 ０１７６－５９－３６０１ 三沢市六川目６－２８－６

木崎野荘 ０１７８－５６－４１３１ おいらせ町（旧下田町）向山２－１２６３

百石荘 ０１７８－５０－１０５５ おいらせ町（旧百石町）字沼端３７０－１

クローバーズ・ピア ０１７８－８２－３８７０ 八戸市南郷区市野沢字山陣屋３６－５０

アルテリーベ ０１７６－５６－２１１１ 上北郡東北町大浦字境ノ沢１２７

松風荘 ０１７５－６３－２０３１ 上北郡東北町乙供１２３

サントピア ０１９５－２０－１０１０ 岩手県二戸市似鳥上平１５－１

白梅荘 ０１９５－２３－８０７０ 岩手県二戸市堀野字大畑１－１

浄心園 ０１９５－３８－３５６６ 岩手県二戸郡浄法寺町サイカツ平97-44

慶寿園 ０１９５－３４－２１１２ 岩手県二戸郡一戸町姉帯字下村２４－１

○短期入所生活介護のみの施設

施設名 電話番号

ショートスティ桜 ０１７９－２３－５１３２ 三戸町川守田字大明地１８－４

八幡のゆ ０１７９－２３－３６８０ 南部町小向字八幡１９－１

エスコートあかね ０１７８－５１－９６８８ 南部町福田あかね１２－１

更新日：令和２年１１月
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施設情報 更新日：令和２年１１月

○介護老人保健施設  機能訓練、看護、介護が必要とされる方が入所する施設です。

施設名 電話番号

ほほえみ三戸 ０１７９－２３－５０５０ 三戸町同心町字諏訪内１０

南部町老健なんぶ ０１７９－３４－３２６０ 南部町沖田面字千苅３２－１

田子町老健たっこ ０１７９－３２－３１７２ 田子町田子字前田２－１７

リハビリパーク ０１７８－４７－３０００ 八戸市小中野１－１－１４

南郷メディエルデプラザ ０１７８－８２－２０００ 八戸市南郷区島守字阿庄内１５－６

サンライフ豊寿苑 ０１７８－２９－３２３２ 八戸市石堂１－１４－１１

はくじゅ ０１７８－２８－４００１ 八戸市河原木字北沼２２－３９

ひばりの里 ０１７８－９６－１２１２ 八戸市是川字雲畑９－２

南山苑 ０１７８－２７－３０２７ 八戸市田面木字赤坂２４－１

ナーシングホームオリーブ ０１７８－３１－５５００ 八戸市湊高台２－４－６

孔明荘 ０１７８－８４－３３３３ 南部町（旧福地村）苫米地字蒼前１１－１

しんごう ０１７８－７８－３１８１ 新郷村戸来字金ヶ沢森ノ下２４

ハートランド ０１７６－２５－０１２２ 十和田市相坂字高清水７８－４５０

とわだ ０１７６－２７－３１３１ 十和田市洞内字長田６０－６

みちのく苑 ０１７６－２５－１３３３ 十和田市三本木字里ノ沢１－６２

みのり苑 ０１７６－２５－１１００ 十和田市切田字横道１００－２２

やすらぎ苑 ０１７６－５９－３７８４ 三沢市三沢字淋代平１１６－３０９７

しもだ ０１７８－５６－４８８８ おいらせ町（旧下田町）山崎２５９２－７

こずやサンブルク ０１９５－３４－２００６ 二戸郡一戸町小鳥谷字野中２１

湯の里にのへ ０１９５－２７－３３１１ 二戸市金田一字湯田２４

○指定介護療養型医療施設　　療養上の管理、看護、医学的管理下における世話を行います。

施設名 電話番号

総合リハビリ美保野病院 ０１７８－２５－０１１１ 八戸市大久保字大山３１－２

八戸城北病院 ０１７８－２０－２２２２ 八戸市石堂１－１４－１４

みちのく記念病院 ０１７８－２４－１０００ 八戸市小中野１－４－２２

東八戸病院 ０１７８－３２－１５５１ 八戸市大字大久保字西ノ平２５－４４０

おいらせクリニック ０１７６－７２－２００３ 十和田市（旧十和田湖町）奥瀬字中平１５５

石田温泉病院 ０１７８－５２－３６１１ おいらせ町（旧百石町）上前田２１－１

○介護医療院　　医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設

施設名 電話番号

湊病院 ０１７８－２５－００１１ 八戸市大字新井田字松山下野場７－１５

○養護老人ホーム　身の回りのことが自分で出来る方が入所できます。入所の申請は役場健康推進課です。

施設名 電話番号

八戸市立長生園 ０１７８－９６－５２２２ 八戸市是川字犹森３３

晴ヶ丘養護老人ホーム ０１７６－５３－２４８１ 六戸町犬落瀬字堀切沢５９－５４

紅梅荘 ０１９５－２３－４６１５ 二戸市仁佐平字横手２－４

津軽ひかり荘（盲人） ０１７２－８３－２２１６ 岩木町百沢字小松野８７－１７５
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施設情報 更新日：令和２年１１月

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）共同生活を営む住居で、日常生活のお世話をします。

施設名 電話番号

グループホーム鶴亀 ０１７９－２３－４１１２ 三戸町斗内字和田６０－１

グループホームしろやま ０１７９－２０－０２６０ 三戸町梅内字桐萩１６２－８

グループホームひまわり ０１７９－２２－１１１９ 三戸町川守田字冷水６８

グループホームみろく苑 ０１７９－３２－３６９９ 田子町田子字七日市上ノ平６０

グループホームみろくの郷かぐぢ ０１７９－３３－１２００ 田子町大字茂市字仲田２－４

グループホームみろくの郷けんど ０１７９－３３－１３００ 田子町大字茂市字仲田２－２

慈花苑・けやき荘 ０１７９－２０－７１３１ 田子町大字田子字風張２０－２１

グループホーム赤ずきん一番館・二番館 ０１７９－２０－１７１７ 南部町大向字泉山道２８－１

グループホーム赤ずきん三番館 ０１７９－２３－０５５７ 南部町大向字森合２０－１

グループホーム三老 ０１７９－２２－１２５２ 南部町大向字仙ノ木平４２

グループホームながわ ０１７８－６０－５２５２

グループホームせせらぎ荘 ０１７８－７６－１０７０ 南部町（旧名川町）下名久井字青柳４－１

グループホームながわ荘 ０１７８－６０－７８６０

グループホーム絆 ０１７８－７０－５５４５

グループホームあいの里 ０１７８－８４－３３４２ 南部町（旧福地村）小泉字下舘野７－６

グループホームスマイル荘 ０１７８－６０－１７８８ 南部町（旧福地村）埖字下外窪１２－６７

グループホームスマイル荘２号館 ０１７８－５１－６８９１ 南部町埖渡舘１３－１３

グループホームひだまりの里 ０１７８－８４－４７７４ 南部町（旧福地村）埖渡字舘２－７

グループホームふくち ０１７８－６０－１３１３ 南部町（旧福地村）福田字町頭８－１

グループホームあんずの家 ０１７８－２２－１５２２

グループホーム南寿の里　丘の家 ０１７８－２７－３０２７ 八戸市田面木赤坂２５－２

くつろぎ保養館 ０１７８－７２－３１１１ 八戸市小中野４－３－４５

グループホームかえで ０１７８－３１－３６１２ 八戸市大久保字西ノ平２５－２９４

グループホームテルサウスウインド ０１７８－３９－３９８１ 八戸市鮫町字冷水平２－１

グループホームトントン巴 ０１７８－３３－６３１４ 八戸市湊高台３－１－１０

グループホーム市川 ０１７８－５２－７０７０ 八戸市市川町字南尻引８４－１

グループホームオーランド ０１７８－３５－２５００ 八戸市白銀町佐部長根２４－３１７

グループホーム音寿園 ０１７８－７３－２５１５ 八戸市沼館１－１０－１３

グループホーム桔梗野の家 ０１７８－２１－３５６１ 八戸市市川町字桔梗野１５－７

グループホームしろがね ０１７８－３２－１５７７ 八戸市白銀町字田端６－１

グループホームそら ０１７８－３２－２３７１ 八戸市大久保字西ノ平２５－２０７

グループホームこもれびの家 ０１７８－８２－３８７０ 八戸市南郷大字島守字中野沢２２－１

グループホームさいうん ０１７８－８２－３７２２ 八戸市南郷大字島守字阿庄内１５－６

グループホーム智水寮 ０１７８－２２－００１１ 八戸市江陽二丁目１８－８

グループホームぬくもり ０１７８－２１－２６８８ 八戸市石堂１－１４－２７

グループホーム八戸グリーンハイツ ０１７８－３２－４７６４ 八戸市白銀町字沢向１５－２

グループホームひかる ０１７８－３２－１７５５ 八戸市白銀５－８－２

グループホーム舟見町 ０１７８－７３－５７２５ 八戸市江陽５－７－２４

南部町（旧名川町）大字斗賀字沼田７１－１

八戸市小中野５－２－５　おおまちマンション５階

※原則として、施設がある同じ市町村に住民票がある方が対象になります。

南部町（旧名川町）下名久井字剣吉前川原１－１

南部町（旧名川町）大字上名久居井字伊勢堂下２１－７
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施設情報 更新日：令和２年１１月

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）共同生活を営む住居で、日常生活のお世話をします。

施設名 電話番号

グループホームほおずき ０１７８－９６－４３１１ 八戸市是川１－１１－１

グループホームほたる ０１７８－２５－０１１７ 八戸市大久保字大山３２－１

グループホーム妙水苑 ０１７８－３０－２７７８ 八戸市妙字分枝４３

グループホームむつ湊苑 ０１７８－３３－６６６６ 八戸市湊町字上中道１－１１

グループホームりんごの家 ０１７８－３２－４０５１ 八戸市湊高台２－６－４

グループホーム大地 ０１７８－３８－７８０８ 八戸市湊高台２－６－５

グループホームたむかい寿楽荘 ０１７８－４７－７７５５ 八戸市田向２－２－１

グループホーム南部山さきおりの家 ０１７８－２１－２３９３ 八戸市河原木字平５－２

有限会社永幸園　ケア・サポートふたつ家 ０１７８－７３－８５７０ 八戸市糠塚字大開２０－３２

リビング・ホームおおくぼ ０１７８－３２－４８８８ 八戸市大久保字大塚１７－５２１

リビング・ホームおおつか ０１７８－３２－３５１１ 八戸市大久保字大塚１７－１０５５

グループホーム銀杏苑 ０１７８－６１－０３１１ 五戸町銀杏木１－４５

グループホームまきば ０１７８－６２－７１１３ 五戸町豊間内字地蔵平２１－１

グループホームハピネス五戸 ０１７８－６２－７４９１ 五戸町姥堤３４－１

グループホーム小春びより１号館 ０１７８－６１－７７８８ 新郷村戸来字金ヶ沢森ノ下２４

グループホーム小春びより２号館 ０１７８－６１－７５５０ 新郷村戸来字金ヶ沢坂ノ下９

グループホームゆとり ０１７８－８８－１９２０ 階上町蒼前東６－９－１８７

グループホームはしかみ苑 ０１７８－８０－１８１８ 階上町蒼前西７－９－４０７

グループホームいちょうの郷 ０１７８－８８－１００７ 階上町赤保内字柳沢１５－２６９

グループホームかっこうの森 ０１７８－８８－２５９５ 階上町蒼前西２－９－９８８

グループホームわらび苑 ０１７８－８８－１４６８ 階上町角柄折字餅粟久保４－１

グループホームふるさと十和田 ０１７６－２５－６３２２ 十和田市切田字横道１００－２２

グループホームにこにこ館 ０１７６－２２－００６７ 十和田市相坂字高清水１２６９

グループホームたかしずの森 ０１７６－２２－０１５０ 十和田市相坂字高清水７８－５４

グループホームきやんぱす ０１７６－２０－１８２２ 十和田市相坂字小林７６－５

グループホームなかよし荘 ０１７６－２０－１６５６ 十和田市深持字南平３１２－６

グループホーム西小稲八甲荘 ０１７６－２５－４５４０ 十和田市三本木字西小稲１９５－１

グループホームはなは ０１７６－２０－８７８４ 十和田市藤島字中道５２－１

グループホームらっこ ０１７６－７２－３１２２ 十和田市奥瀬字下川目２－１

グループホーム和っぷる ０１７６－７３－２０２０ 十和田市沢田字田屋１０－４

グループホームおいらせ ０１７６－７２－３０１６ 十和田市奥入瀬字中平１５５

沢田のグループホーム和っぷる ０１７６－７３－２０２０ 十和田市沢田字田屋１０－４

グループホームらいぶ ０１７６－５８－７２７２ 十和田市西十二番町１６－２

グループホームふるさと十和田 ０１７６－２５－６３２２ 十和田市切田字横道１００－２２

グループホーム東一番町八甲荘 ０１７６－５８－７６１０ 十和田市東一番町１１－２４

おしどりの里　グループホームおいらせ ０１７８６－７２－３０１６ 十和田市奥瀬中平１５５

グループホーム赤とんぼ花園 ０１７６－５０－１００７ 三沢市花園町１－５－１６

グループホーム赤とんぼ ０１７６－５４－２３３２ 三沢市三沢字南山８５－１０

グループホームにこにこプラザみさわ ０１７６－５１－７４７４ 三沢市松園町３－２－１

グループホームひばり苑 ０１７６－５９－３６０１ 三沢市六川目６－２８－６

松園グループホーム・スカイ ０１７６－５７－５７５３ 三沢市松園町２－７－７

グループホームクローバー ０１７６－５８－５３５４ 三沢市古間木二丁目１８１－１３

グループホームわたぼうし ０１７８－５６－２８２８ おいらせ町向山２５９２－７

グループホームたんぽぽ ０１７８－５０－１５６０ おいらせ町（旧百石町）沼端３７０－１

グループホームあゆみの里 ０１７８－５０－１８０１ おいらせ町（旧百石町）東下谷地６１８

グループホームいこいの森 ０１７６－５７－５７３４ おいらせ町緑が丘１－５０－２０７７

※原則として、施設がある同じ市町村に住民票がある方が対象になります。

住　　　所



施設情報 更新日：令和２年１１月

○有料老人ホーム（介護型）

施設名 電話番号

特定有料老人ホーム
クローバーズ・アネックス

０１７８－８２－３８７０ 八戸市南郷区野沢字山陣屋３６－５０

クローバーズ・ピア八戸ひまわりの家 ０１７８－４５－５３０４ 八戸市江陽２－１３－３３

介護付有料老人ホームシーガル ０１７８－３２－２９００ 八戸市湊高台二丁目３－２　　　　　

双松苑 ０１７８－８８－１４６１ 階上町角柄折字餅栗久保４－１

○有料老人ホーム（住宅型）
施設名 電話番号

このはずく ０１７９－２３－５５２５ 三戸町川守田字大明地１７－１

いちばん星 ０１７９－２0－１１６５ 三戸町大字川守田字沖中７３－４

南部の里　あっぷる園 ０１７８－７５－００８８ 南部町大字斗賀字上町焼１

サポートハウス絆 ０１７８－７５－１９２０ 南部町大字斗賀字沼田７１－１

サン・スマイル ０１７８－６０－１２８１ 南部町大字埖渡字館１３－１１

桜桃庵 ０１７８－７６－２４７４ 南部町大字下名久井字妙来堂５－６

やゑの里 ０１７８－２５－２３００ 八戸市新井田字丑鞍森３４－２７

ほがら家 ０１７８－３８－８７０４ 八戸市新井田字平ノ前１－６８

ポラリス ０１７８－３２－７３５２ 八戸市新井田字妻ノ神２６－４

いなほ荘 ０１７８－７０－７８５６ 八戸市西白山台１－１４－１２

白山台 ０１７８－２０－９２９１ 八戸市北白山台５－２－１７

第３ひなたの家 ０１７８－２８－３７３７ 八戸市河原木字北沼２２－３９

妙水苑 ０１７８－３０－２０２５ 八戸市妙字分枝３９－１

結の郷 ０１７８－６０－８１３１ 八戸市南郷大字中野字留長根３

南部のはなはな ０１７８－３２－７６７６ 八戸市石手洗泉筋１７－１

ちょうじゃ様の宿 ０１７８－４１－２０４０ 八戸市糠塚字大杉平６－１

すこやかホームゆうゆう ０１７８－２４－６６６６ 八戸市柏崎１－１０－１０

マイライフ ０１７８－７１－２１７５ 八戸市売市１－２－２８

れんげ荘 ０１７８－２０－０２２５ 八戸市西白山台１－１－７

テレサの丘有料老人ホーム ０１７８－３８－９３５５ 八戸市湊高台７－２６－６

すみれーな舟見町 ０１７８－４５－４３７７ 八戸市江陽５－７－２４

クローバーズ・ピアこうよう ０１７８－２２－３９９２ 八戸市江陽２－１－３２

サンパークビレッジ ０１７８－８０－７０７１ 八戸市南郷大字野沢字市野沢５６－１９

ほおずき ０１７８－２０－８７７０ 八戸市是川４－３－３

おおひらき ０１７８－３５－２５２５ 八戸市鮫町字大開１５－２

白桜 ０１７８－５１－６７３５ 八戸市白銀町雷４０－２

ひなたの家 ０１７８－４７－２００６ 八戸市売市字観音下２－２

シルバー ０１７８－２８－８９８９ 八戸市河原木字八太郎山１０－４４４

八太郎山の家 ０１７８－２１－１１７８ 八戸市河原木字八太郎３－１４０

サンライズ八戸 ０１７８－４４－８０５５ 八戸市長根２－１４－３

江陽五丁目 ０１７８－４５－３６１８ 八戸市江陽５－２７－２１

ホームホスピスもりの家 ０１７８－８０－７０２２ 八戸市江陽１－３－１６

ひまわりの家D棟 ０１７８－４５－５３０４ 八戸市江陽２－１３－３８

ひまわりの家E棟 ０１７８－４５－５３０４ 八戸市江陽２－１３－３３

根城の郷 ０１７８－５１－８４４４ 八戸市西白山台六丁目９－１４

紬の家ザ・セカンド ０１７８－３１－４７７０ 八戸市大久保字上大久保１０－１

あおい ０１７８－５１－９６５１ 八戸市青葉３－１６－１５

医心館八戸 ０１７８－３８－７８７２ 八戸市田向５－１２－１

住　　　所

住　　　所



施設情報 更新日：令和２年１１月

○有料老人ホーム　民間が主体となって設置・運営する施設です。

施設名 電話番号

シニアガーデン長苗代 ０１７８－８０－７７１４ 八戸市長苗代元木１３－１

シニアガーデン類家 ０１７８－２０－８９０４ 八戸市類家５－３３－２

生協たむかいの家 ０１７８－５１－６４６１ 八戸市田向４－２３－１０

千住の里いちかわ ０１７８－５１－６８８１ 八戸市市川町上大谷地１３－２

かっこうの森 ０１７８－８０－１５１５ 階上町蒼前西３－９－１８０６

つばさ ０１７８－８８－５５６１ 階上町蒼前西６－９－１９３０

いちょうの郷 ０１７８－８８－５６６０ 階上町赤保内字柳沢１５－２７２

そうぜん通り ０１７８－３８－１４４２ 階上町蒼前東６－９－１８１

侒々 ０１７８－８８－５８８８ 階上町蒼前西６－９－１２７９

ともなが草 ０１７８－８８－２９９１ 階上町蒼前西６－９－３２１８

フォーリーフ ０１７８－２０－８８４６ 階上町道仏字耳ヶ吠３０

ありがとうの家 ０１７８－３８－００８５ 階上町赤保内字樽沢１５－３４３

おひさま ０１７８－８８－２９９１ 階上町蒼前西６－９－３２１４

パリエーションホームひだまり家 ０１７８－５１－６１５７ 階上町蒼前西６－９－１２７５

けやき荘 ０１７６－２７－３１５１ 十和田市洞内字長田６０－６

かえで ０１７６－７２－３２１１ 十和田市奥瀬字中平４５－１

ロイヤルヴィラみちのく ０１７６－２０－１１２５ 十和田市三本木字里ノ沢１４８－５

ロイヤルヴィラみちのくアネックス ０１７６－２２－３６０８

コーポラスようか ０１７６－２１－５０７０ 十和田市東十三番町１０－８０

コーポラスはないち１号館 ０１７６－２１－２５６７ 十和田市相坂小林９５－５

コーポラスはないち２号館 ０１７６－２１－２５６９ 十和田市相坂小林９５－５－２

ぷちようか ０１７６－２２－５０８０ 十和田市稲生町２２－２４

生きがいハウスたつみ ０１７６－２４－１５５０ 十和田市東二十二番町８－４２

生きがいハウスきたさと ０１７６－２４－２８１３ 十和田市東二十三番町２９－６

コーポラスりんか ０１７６－５８－６００５ 十和田市東三番町２４－２５

ケアうるおい ０１７６－２５－７７８８ 十和田市三本木字西小稲２０６－２

生きがいハウスアイリス ０１７６－２４－３３３０ 十和田市西十五番町３０－６

ひばりの ０１７８－６２－７７６０ 五戸町字苗代沢３－６５３

かわらまち ０１７８－６１－１０６５ 五戸町字川原町西裏５－８０

サテライトごのへ ０１７８－６１－０３１４ 五戸町字中道８－２

つくし ０１７８－５１－８１７１ 五戸町古堂後７－１０

しらとり荘 ０１７８－５６－４０３９ おいらせ町字向山２５９５－１

あゆみの里 ０１７８－５２－３７１１ おいらせ町字東下谷地６２２

ｶｰｻ･ﾃﾞｨ･ｸｰﾗ･ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ･ｳｽﾞﾗｸﾎﾞ ０１２０－９１３－５５３ おいらせ町鶉久保山１１７－６１５

ガーデンプレイスおいらせ ０１７６－５８－０７０６ おいらせ町鶉久保山３－４２

マリーゴールド ０１７８－２０－７４５６ おいらせ町上久保６１－１６１

みんなの家 ０１９５－２０－１２１２ 二戸市似鳥字上沖野６－３

有限会社百蔵くつろ樹 ０１９５－２３－２９７８ 二戸市石切所字天神下８－５

赤ずきん　あいのの　 ０１９５－２２－２８５３ 二戸市石切所字合野々１０－１

リビングスクエア城ノ外 ０１９５－２２－３３３１ 二戸市福岡字城の外１６

わガーヤにのへ横丁（介護支援ハウス） ０１９５－２２－１５８８ 二戸市福岡字横丁１５－１

わガーヤにのへ横丁（自立支援ハウス） ０１９５－２２－１５８８ 二戸市福岡字横丁１５－１

サンパレス[温もりの苑] ０１９５－２５－５１１１ 二戸市石切所字森合９２－１

いずみ　 ０１９５－４３－４３３３ 二戸市金田一荒田１１０－１

　十和田市三本木字里ノ沢１４９－２、１８２、１５１

住　　　所



施設情報 更新日：令和２年１１月

○その他の施設

軽費老人ホーム　自宅での生活が困難な高齢者が入所できます。

施設名 電話番号

八戸グリーンハイツ ０１７８－３４－０１２７ 八戸市白銀町字沢向１３－５

ケアハウス青い鳥 ０１７８－３５－６３００ 八戸市湊高台２－３－１０

ケアハウスこなかの ０１７８－２２－８０７０ 八戸市小中野８－８－８

ケアハウス　根城エレンシア ０１７８－２４－２７２７ 八戸市沢里字古宮１０－１１

ケアハウス華物語 ０１７８－４７－５５５５ 八戸市小中野１－１－１４

ケアハウス百石荘ゆうゆう庵 ０１７８－５０－１５５５ 上北郡おいらせ町沼端３７７－１

ケアハウスボナール十和田 ０１７６－２２－２２１１ 十和田市西二十三番町３０－３６

ケアハウスにのへ ０１９５－２２－５４６６ 二戸市堀野字馬場５０－１４

ケアハウスまべち川 ０１９５－４３－３１１２ 二戸市金田一字上田面３０１－１

○サービス付き高齢者住宅

施設名 電話番号

ケアホーム福の里 ０１７８－８４－４４１１ 南部町苫米地字白山堂１１－２

悠湯の里 ０１７８－２７－８８８８ 八戸市尻内字八百刈４６－７

愛和の里 ０１７８－３２－７５１０ 八戸市大久保字下長根２０－３

カームライフサン・スマイル ０１７８－４７－４１８１ 八戸市売市２－３－１５

金吹沢の森 ０１７８－３４－２６８１ 八戸市大久保大山７

サポージュやわた ０１７８－３２－７３６０ 八戸市八幡下樋田１－４

セリシール柏崎 ０１７８－３２－７１５５ 八戸市柏崎１－１－８

やまぶきの里 ０１７８－２７－６００３ 八戸市田面木字上田面木６８－３

しもなが ０１７８－２１－８１７５ 八戸市下長３－５－３

白山台やすらぎ館 ０１７８－３２－７６３０ 八戸市西白山台６－９－１２

サコージュ塩入 ０１７８－８０－７５７５ 八戸市新井田木戸場１９－１

シニアパンション八戸・多賀台 ０１７８－５２－２９７０ 八戸市多賀台１－１－７

シニアパンション八戸・田面木 ０１７８－２３－５１４５ 八戸市田面木堤下１３－１

シルバーピュア八戸 ０１７８－２０－８２２８ 八戸市田向５－１１－１

ファインスカイ ０１７８－３２－７８５１ 八戸市西白山台６－５－１２

マザーパレス八戸　沼館 ０１７８－７９－１４５９ 八戸市沼館１－１８－４８

ベルメゾンK ０１７８－２８－６３６７ 八戸市石堂１－２７－２５

コテージかっこう ０１７８－２５－２２０２ 階上町蒼前西３丁目９－３１８１

かっこうの森 ０１７８－２５－２２０２ 階上町蒼前西３丁目９－１５３

シニアパンション十和田 ０１７－７３９－６５４１ 十和田市東十五番町３９－３１－９

シニアパンション十和田・東 ０１７－７３９－６５４２ 十和田市東二十三番町２７－１５

シルバーピュア十和田 ０１７－７３９－６５４１ 十和田市元町東１丁目１１－３４

きずな ０１７６－２５－１６０１ 十和田市三本木一本木沢１９－１

ひまわりの家 ０１７６－２４－２７７７ 十和田市三本木一本木沢９０－４

ロイヤルパレス ０１７６－２３－６５４０ 十和田市三本木里ノ沢１－８

住　　　所

住　　　所


