
※住所の五十音順の並びとなっております。

※サービスの実績のない事業者を省略している場合があります。  

相談する（居宅介護支援）

介護予防 住　　所 電話番号

1 ◯ 青葉三丁目１６－１５ 73-5339

2 ◯ 石堂一丁目１４－１１ 20-2277

3 ◯ 石堂二丁目２９－７ 51-1212

4 ◯ 市川町字高屋敷３２－２ 52-2263

5 ◯ 市川町字夏秋４ 52-8828

6 ◯ 一番町二丁目３－１２ 27-6844

7 ◯ 売市字観音下３－２ 71-2272

8 ◯ 大久保字大山３１－２ 25-0216

9 ◯ 大久保字大山３２－１ 25-7558

10 ◯ 柏崎一丁目８－２２　西町ﾋﾞﾙH号室 51-8780

11 ◯ 柏崎四丁目１６－２９ 20-8466

12 ◯ 柏崎六丁目２６－１ 71-2251

13 ◯ 河原木字北沼２２－３９ 21-1181

14 ◯ 河原木字八太郎山３－１４０ 21-2238

15 ◯ 河原木字見立山６－２０９ 21-2002

16 ◯ 江陽五丁目２７－２１ 45-1170

17 ◯ 小中野一丁目１－１４ 45-3000

18 小中野二丁目２－１２ 45-5031

19 ◯ 小中野三丁目２４－１３ 32-7732

20 ◯ 小中野六丁目２１－１０ 22-1963

21 ◯ 小中野八丁目８－８ 22-7213

22 ◯ 小中野八丁目９－２０ 71-3377

23 ◯ 是川字犹森３３ 96-3883

24 ◯ 是川字雲畑９－２ 96-5500

25 ◯ 鮫町字蟻子１８－６ 33-5375

26 ◯ 鮫町字大開１５－２ 20-9512

27 ◯ 鮫町字金屎３５－９０ 33-5425

28 ◯ 鮫町字妻ノ神１１－１ 39-3580

29 ◯ 鮫町字西子沢１４－１３ 33-8771

30 ◯ 鮫町字古馬屋２３－４６ 31-1094

31 沢里字沢里山１－２３ 32-6401

32 ◯ 下長三丁目５－３ 21-8175

33 尻内町字鴨ケ池１３８－２　Peer小夏B号室 80-7295

34 ◯ 尻内町字熊ノ沢３５－２ 20-0417

35 ◯ 尻内町字島田１３－１ 27-7211

36 ◯ 尻内町字張田６４－８ 23-3376

37 尻内町字矢沢５４－２ 32-7533

38 ◯ 白銀三丁目６－１２　清水興産ﾋﾞﾙ101号室 51-9765

39 ◯ 白銀町字沢向１５－２ 31-0521

40 ◯ 白銀町字八森２３－２　 32-1511

※一覧中、　　　のマークがついている事業所は、「青森県介護サービス事業所認証評価制度」で県の認証を受けた事業所です。

　 認証評価制度とは、介護人材確保・育成と介護サービスの質の向上に積極的に取り組む介護サービス事業所の取組と努力を

    評価する制度です。

ケアプランセンターまゆすい

ケアステーション香ノ鳥の里

ケアプランサービスかざみどり

瑞光園ケアマネステーション山手通り

八戸グリーンハイツ居宅介護支援事業所

居宅介護支援センターそれいゆ

ひかり介護支援事業所

みどりケ丘居宅支援サービス

居宅介護支援事業所ほんのり

ケアプランセンターしもなが

八戸駅西口居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所ほっとハウス

ケアプランセンター長生園

ひばりの里居宅介護支援事業所

あすなろライフ居宅介護支援事業所

おおひらきケアプランサービス

居宅介護支援センター光葉園

居宅介護支援センターしらはま

在宅介護支援センターアクティブ２４

かしわざき訪問看護ステーション

居宅介護支援事業所かっこうの森こなかの

居宅介護支援事業所まつば

居宅介護支援事業所こなかの

居宅介護支援センターさざなみ

居宅介護支援・相談支援事業所八太郎山の家そうだん室

えんぶり物語居宅介護支援センター

居宅介護支援事業所かけはし　

寿楽荘居宅介護支援事業所

ケア・ステーション淨信館

みやぎ居宅介護支援事業所

介護支援事業所ケア・ネット

瑞光園居宅介護支援センター

ケアプラン西町

居宅介護サービス計画（ケアプラン）の作成などを行うサービス

事　  業　  所　  名

居宅介護支援事業所ゆとり

豊仁会居宅介護支援事業所

いしどう寿楽荘居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所キラキラ

居宅介護支援事業所ケアプランニング真ごころ

八戸市医師会在宅介護支援センター

シルバー居宅介護支援事業所



相談する（居宅介護支援）

介護予防 住　　所 電話番号

41 ◯ 白銀町字堀ノ内６－５ 80-7553

42 ◯ 諏訪二丁目１４－１０ 51-8081

43 田向二丁目２－１ 80-7779

44 ◯ 田向四丁目９－３ 96-6040

45 田向五丁目１２－１ 38-7872

46 ◯ 十日市字黒坂３５ 96-6507

47 ◯ 豊崎町字渋民４－１ 23-5301

48 ◯ 長苗代字狐田５９－１ 20-7535

49 ◯ 長苗代字内舟渡７３－３ 32-0098

50 長苗代字中坪７７ 28-4067

51 ◯ 南郷大字市野沢字山陣屋３６－５０ 82-3870

52 ◯ 南郷大字島守字阿庄内１５－２ 82-3000

53 ◯ 南郷大字島守字阿庄内１５－６ 82-3855

54 新井田字木戸場１９－１ 80-7575

55 ◯ 新井田字鷹待場１－３ 32-1757

56 ◯ 新井田西一丁目１０－８ 79-5231

57 ◯ 新井田西三丁目１８－４　ﾘﾊﾞｰｽﾜﾝＤ 25-2471

58 ◯ 西白山台五丁目１１－１２ 20-8146

59 ◯ 西白山台六丁目５－１２ 32-7787

60 ◯ 西白山台六丁目９－３０ 27-5216

61 ◯ 糠塚字大杉平６－１ 43-2833

62 ◯ 糠塚字大杉平８－６ 38-7567

63 ◯ 糠塚字下道７－３２ 46-3775

64 ◯ 糠塚字下屋敷６－１ 44-4546

65 ◯ 根城三丁目４－１７ 73-2775

66 ◯ 根城七丁目１２－２１ 38-9538

67 ◯ 根城八丁目８－１５５　総合福祉会館 46-3951

68 ◯ 東白山台二丁目２－１ 23-5275

69 ◯ 東白山台三丁目２０－５ 51-8813

70 湊高台二丁目４－６ 31-5001

71 ◯ 湊高台二丁目１２－２ 51-6009

72 ◯ 湊高台三丁目１２－５ 32-1468

73 ◯ 南類家一丁目６－２ 38-9166

74 ◯ 南類家一丁目１３－１０ 71-2411

75 ◯ 妙字西平６－２７ 25-0100

76 ◯ 妙字分枝３８－３ 30-1501

77 ◯ 八幡字下樋田１－１ 70-2540

78 ◯ 類家五丁目２７－１ 20-0598

79 ◯ 類家五丁目３３－２ 20-9477

生協居宅介護支援事業所　

福寿草居宅介護支援センター

訪問看護ステーションえがおみょう

ケアステーションハピネスやくら

ビリーブケアプラン八戸中央

居宅介護支援センターあうら八戸

サンシャイン居宅介護支援センター

居宅介護支援事業所いなほ

みなと居宅介護支援事業所

なかざわ居宅介護支援事業所

ニチイケアセンター湊高台

ケアライフ青森八戸営業所

居宅介護支援事業所ほおずき

ちょうじゃの森在宅介護支援センター

デイサービスセンターひまわり苑

ニチイケアセンター八戸

介護あんしん相談室サンパチ

八戸市社会福祉事業団

アーチ居宅介護支援事業所

ケアプランセンターオードリー

ケアプランセンターオードリー絆

居宅介護支援事業所ひな

白山台やすらぎ館居宅介護支援センター

居宅介護支援事業所ちょうじゃ様の宿

八戸西居宅介護支援事業所

居宅介護支援センタークローバーズ・ピア

八戸市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

なんろく居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所シュガー

あゆみ居宅介護支援事業所 

医心館居宅介護支援事業所八戸

修光園在宅介護支援センター

いこい苑在宅介護支援センター

ミライフルケアプランサービス八戸

居宅介護支援事業所まる

居宅介護サービス計画（ケアプラン）の作成などを行うサービス

事　  業　  所　  名

しろがね居宅介護支援事業所

介護支援事業所サルビア

たむかい寿楽荘居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所ポラリス



相談する（地域包括支援センター）
住　　所 電話番号

1 市川町字夏秋４ 52-8000

2 内丸一丁目１－１ 43-9189

3 内丸一丁目１－３０ 71-2271

4 大久保字大山３２－１ 25-0103

5 柏崎六丁目２６－１ 38-3820

6 河原木字北沼２２－３９ 20-4400

7 小中野一丁目１－１４ 73-3337

8 白銀町字右岩淵通２３－１ 38-1328

9 中居林字道合２４－２　中居店舗10号 38-6234

10 南郷大字市野沢字市野沢２２－３ 20-9944

11 糠塚字下道７－３２ 46-0817

12 妙字西平６－２７ 38-7612

13 八幡字下樋田１－１ 27-8990

相談、通い・訪問・泊まる
（小規模多機能型居宅介護）
※★は、介護予防ケアプラン作成・介護予防サービス提供を行っていない事業所となります。

住　　所 電話番号

1 小規模多機能の家是川淨信館 是川三丁目１－１ 96-5051

2 あんずの里小規模多機能ホームおりあい 鮫町字居合６－３ 32-1300

3 南浜の家　くじら 鮫町字安川目８－１４ 30-8500

4 小規模多機能ホームサンシャイン 常番町１８ 73-5350

5 うみ 白銀町字白浜道１４ 34-3316

6 りんごっこ寿楽荘 田向二丁目２－１ 47-7711

7 小規模多機能ホームほっとハウス 田面木字神明沢１６－４０ 32-7475

8 小規模多機能ホーム長根の森 長根一丁目２－８ 20-0455

9 あんずの里小規模多機能ホームにいだ 新井田字坂９－１ 32-7650

10 小規模多機能ホーム椿寿園 沼舘一丁目７－４１ 73-2202

11 生協小規模多機能ホームみなみるいけの家  ★ 南類家一丁目１６－１ 72-3213

相談、通い・訪問・泊まる
（看護小規模多機能型居宅介護）
※要介護１～５の方が利用できます。

住　　所 電話番号

1 看護小規模多機能ケアパークこうよう 江陽二丁目１－３２ 45-1573

2 看護多機能ホームまべちの風 尻内町字表河原３１－２ 38-1088

3 看護小規模多機能ホームラインヒルズ 新井田字木戸場２０ 20-7706

4 生協看護小規模多機能ホーム虹の家 南類家一丁目１３－１０ 32-7330

小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護

の提供を行い、医療ニーズの高い要介護者への支援を行うサービス

事　  業　  所　  名

長者・白山台地区高齢者支援センター　ちょうじゃの森

大館・東地区高齢者支援センター　福寿草

田面木・館・豊崎地区高齢者支援センター　ハピネスやくら

居宅介護サービス計画（ケアプラン）の作成や「通い・訪問・

泊まる」を組み合わせて、日常生活上の介護等を行うサービス

事　  業　  所　  名

柏崎・吹上地区高齢者支援センター　八戸市医師会

下長・上長地区高齢者支援センター　はくじゅ

小中野・江陽地区高齢者支援センター（地域包括支援センター）アクティブ24

白銀・湊地区高齢者支援センター　えがお

是川・中居林地区高齢者支援センター　修光園

南郷地区高齢者支援センター　ゆとり

要支援１・２、事業対象者の介護予防サービス計画（ケアプラン）

の作成などを行うサービス

事　  業　  所　  名

市川・根岸地区高齢者支援センター　寿楽荘

八戸市地域包括支援センター

三八城・根城地区高齢者支援センター　みやぎ

白銀南・鮫・南浜地区高齢者支援センター　瑞光園



※Ａ２・・・介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス

事　業　所　名 Ａ２ 住　所 電話番号

1 ヘルパーステーションゆとり ◯ 青葉三丁目１６－１５ 73-5339

2 城北ヘルパーステーション ◯ 石堂一丁目１４－１１ 20-2326

3 ライフケアステーションベルメゾンＫ ◯ 石堂一丁目２７－２５　有料老人ﾎｰﾑﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝＫ 28-6367

4 訪問介護事業所ねこの手 ◯ 市川町字上大谷地１３－２ 38-6888

5 ニチイケアセンター八戸駅前 ◯ 一番町一丁目１－６　中村貸店舗2階 70-7033

6 八戸家政婦紹介所 ◯ 内丸三丁目５－３１ 22-0349

7 売市訪問介護サービス ◯ 売市一丁目２－２７ 71-2156

8 訪問介護サービスすずかけ ◯ 売市字左水門下１２－６０　ﾘﾝｸｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ103号 38-6270

9 訪問介護サービス白山台 ◯ 売市字左水門下１２－６０　ﾘﾝｸｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ103号 20-7172

10 瑞光園ホームヘルパーステーション ◯ 大久保字大山３２－１ 25-8517

11 訪問介護事業所愛和の里リーベ ◯ 大久保字下長根２０－５ 32-7510

12 ヘルパーステーション西町 ◯ 柏崎一丁目８－２２ 51-8781

13 はくじゅ訪問介護事業所 ◯ 河原木字北沼２２－３９ 21-2033

14 八太郎山の家ヘルパーステーション ◯ 河原木字八太郎山３－１４０ 21-2238

15 ヘルパーステーションふくろう ◯ 江陽一丁目３－１６ 38-8609

16 訪問介護センターひまわり ◯ 江陽二丁目１３－３６ 45-5304

17 アースサポート八戸江陽 ◯ 江陽五丁目１４－２１　ｻﾆｰﾊｲﾂへらいA棟103号 73-3300

18 訪問介護サービスみさき ◯ 江陽五丁目２７－２１ 45-7715

19 ヘルパーステーションこころ ◯ 小中野一丁目４－５２ 73-3780

20 かしわざきヘルパーステーション ◯ 小中野二丁目２－１２ 45-5031

21 ヘルパーステーションハッピーネットワーク八戸 ◯ 小中野四丁目３－４５ 72-3111

22 ニチイケアセンターこなかの ◯ 小中野五丁目２－５　大町ﾏﾝｼｮﾝ1階ﾃﾅﾝﾄC 32-6038

23 ヘルパーステーションこなかの ◯ 小中野八丁目８－８ 22-8070

24 ヘルパーステーションさざなみ ◯ 小中野八丁目９－２０ 71-3376

25 ヘルパーステーションほおずき ◯ 是川四丁目３－３ 96-2800

26 おおひらき訪問介護サービス ◯ 鮫町字大開１５－２ 20-9510

27 ヘルパーステーションしもなが ◯ 下長三丁目５－３ 21-8175

28 ニチイケアセンター下長 ◯ 下長四丁目２－２１　ｵﾌｨｽ小茂1階3号室 21-3040

29 訪問介護サービスかざみどり ◯ 尻内町字矢沢５４－２ 32-7533

30 ヘルパーステーション愛プラザ ◯ 城下一丁目１２－２ 72-4557

31 ポストタクシー・ケアサービス事業部 ◯ 城下一丁目２８－１ 41-1230

32 三八五交通ヘルパーステーション ◯ 城下四丁目１９－１５ 24-6699

33 ヘルパー事業所見守り隊 ◯ 諏訪二丁目１４－１０ 38-3305

34 ヘルパーステーション多賀台 多賀台一丁目１－７ 52-2970

35 八戸医療生活協同組合ヘルパーステーションたむかい 田向四丁目１２－１６ 20-7601

36 訪問介護ステーションピアチェ ◯ 田向五丁目１１－１ 32-0238

37 医心館訪問介護ステーション八戸 ◯ 田向五丁目１２－１ 38-7872

38 訪問看護・介護ステーション五福 ◯ 田面木字赤坂２４－１ 32-0088

39 ヘルパーステーションアネスティー ◯ 田面木字堤下１３－１ 23-5145

40 ヘルパーステーションかりん ◯ 田面木字松長根３－２ 71-3308

訪問を受ける（訪問介護／訪問型サービス） ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などを行うサービス



※Ａ２・・・介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス

事　業　所　名 Ａ２ 住　所 電話番号

41 修光園ホームヘルパーステーション ◯ 十日市字黒坂３５ 96-4895

42 ひので訪問介護サービス ◯ 長根二丁目１４－２ 44-8056

43 アースサポート八戸 ◯ 長根四丁目７－１４ 24-4900

44 サンパークビレッジヘルパーステーション ◯ 南郷大字市野沢字市野沢平５６－１９ 80-7071

45 八戸市社会福祉協議会訪問介護事業所 ◯ 南郷大字島守字阿庄内１５－２ 82-3000

46 訪問介護事業所テッテ ◯ 新井田字木戸場１９－１ 80-7575

47 ヘルパーステーションポラリス ◯ 新井田字妻ノ神２６－４ 32-7352

48 訪問介護ハローサポートセンター 新井田字平ノ前１－６８ 38-8704

49 アーチヘルパーステーション ◯ 新井田西一丁目１０－８ 79-5231

50 アクティブホームライフ ◯ 新井田西三丁目１８－１　ﾘﾊﾞｰｽﾜﾝB101 70-5606

51 ケアセンターしおん ◯ 西白山台三丁目７－９ 32-7787

52 ヘルパーステーション根城の郷 ◯ 西白山台六丁目９－１４ 32-7767

53 白山台やすらぎ館ヘルパーステーション ◯ 西白山台六丁目９－３０ 38-7875

54 ヘルパーステーションほまれ ◯ 糠塚字大杉平６－１　 41-2040

55 長者訪問看護ステーション ◯ 糠塚字下道７－３９ 46-5873

56 訪問介護事業所花八戸 ◯ 沼館一丁目１５－４８　丸寿荘7号室 20-8214

57 ニチイケアセンター八戸 ◯ 根城三丁目４－１７ 73-2775

58 訪問介護事業所ケアサポートやまぶき ◯ 根城五丁目１３－１５ 20-7570

59 八戸市社会福祉事業団　　　　　　　　　　　 ◯ 根城八丁目８－１５５　総合福祉会館 41-1322

60 みやぎヘルパーステーション ◯ 番町７－１ 71-3378

61 ヘルパーステーションいなほ ◯ 東白山台三丁目２０－５ 51-8824

62 アースサポート八戸東 ◯ 湊高台二丁目２０－２ 32-2300

63 ニチイケアセンター湊高台 ◯ 湊高台三丁目１２－５ 32-1468

64 訪問介護ステーションコスモス 湊高台四丁目２－１０ 80-7310

65 テレサの丘ヘルパーステーション ◯ 湊高台七丁目２６－６ 34-5534

66 ケアライフ青森八戸営業所 ◯ 南類家一丁目６－２ 38-9166

67 ケーライブ八戸ケアセンター ◯ 南類家一丁目１１－１　ｺｺﾊｳｽﾀﾏｲC-1 79-5614

68 ミライフルホームヘルプサービス八戸 南類家二丁目１７－１９ 51-8577

69 福寿草ヘルパーステーション ◯ 妙字西平６－２７ 25-0100

70 ヘルパーステーションふれんどりー ◯ 妙字東８－１７ 25-2723

71 訪問看護ステーションえがおみょう ◯ 妙字分枝３１ 30-1317

72 ヘルパーステーションやわた ◯ 八幡字下樋田１－４ 32-7382

73 ニチイケアセンター類家 ◯ 類家四丁目１０－１　ﾊｲﾂ小笠原103号 20-9253

74 ビリーブ訪問介護八戸中央 ◯ 類家五丁目２７－１ 71-2611

75 ヘルパーステーションあうら八戸 ◯ 類家五丁目３３－２ 20-9477

76 生協ヘルパーステーション ◯ 類家五丁目３８－２０ 51-9951

訪問を受ける（訪問入浴介護） 自宅を訪問して行う入浴サービス

住　　所 電話番号

1 はくじゅ訪問入浴介護事業所 河原木字北沼２２－３９ 21-2033

2 ミライフルホームバスサービス八戸西 長苗代字狐田５９－１ 20-8627

3 アースサポート八戸 長根四丁目７－１４ 24-4900

4 八戸市社会福祉事業団 根城八丁目８－１５５　総合福祉会館 41-1322

5 ミライフルホームバスサービス八戸 南類家二丁目１７－１９ 51-8577

6 ビリーブ訪問入浴八戸中央 類家五丁目２７－１ 20-0597

事　  業　  所　  名

訪問を受ける（訪問介護／訪問型サービス） ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などを行うサービス



訪問を受ける（訪問看護）
住　　所 電話番号

1 ハーモニーナースステーション 青葉一丁目１７－７ 24-7777

2 訪問看護ステーション売市訪問看護サービス 売市一丁目２－２７ 71-2157

3 杏の里訪問看護ステーション 大久保字大山３１－２ 25-0111

4 訪問看護ステーション愛和の里リーベ 大久保字下長根２０－５ 32-7510

5 コスモス訪問看護ステーション 柏崎一丁目１０－１０ 24-7888

6 あおい訪問看護ステーション 柏崎二丁目２－６　ｿﾗｰﾅ101 20-8533

7 八戸市医師会訪問看護ステーション 柏崎六丁目２６－１　 71-2100

8 訪問看護ステーションケアポート 河原木字北沼２２－３９ 28-1900

9 八太郎山の家訪問看護ステーション 河原木字八太郎山３－１４０ 21-2238

10 シルバークリニック 河原木字八太郎山１０－４４４ 28-4688

11 訪問看護ステーションふくろう 江陽一丁目３－１６ 71-1329

12 訪問看護ステーションケアパークこうよう 江陽二丁目１－３２ 45-1573

13 リハビリパーク訪問看護ステーション 小中野一丁目３－３２ 22-9000

14 ねんりん訪問看護ステーション 小中野一丁目４－５２ 46-2233

15 かしわざき訪問看護ステーション 小中野二丁目２－１２ 45-5031

16 おおひらき訪問看護サービス 鮫町字大開１５－２ 20-9511

17 訪問看護ステーションゆとり 尻内町字表河原３１－２ 38-3443

18 訪問看護ステーションさくら会 尻内町字鴨ケ池１３８－２　Peer小夏B号室 80-7296

19 訪問看護ステーションアットティー 尻内町字鴨ケ池１３８－２　Peer小夏D号室 20-8172

20 しろがね訪問看護ステーション 白銀町字堀ノ内６－５ 80-7808

21 医心館訪問看護ステーション八戸 田向五丁目１２－１ 38-7872

22 訪問看護・介護ステーション五福 田面木字赤坂２４－１ 70-1622

23 たものき訪問看護事業所 田面木字堤下９－４　106号室 32-7588

24 あい楽訪問看護リハステーション 新井田字石動木平１－１１ 38-6906

25 訪問看護事業所ラインヒルズ 新井田字木戸場２０ 20-7706

26 訪問看護ステーションおはな 新井田西三丁目１８－４　ﾘﾊﾞｰｽﾜﾝD 32-0510

27 長者訪問看護ステーション 糠塚字下道７－３９ 46-5855

28 あいケア訪問看護ステーション 糠塚字平中２２－６０　ﾌﾟﾚｼｬｽ長者505 79-6130

29 ニチイケアセンター八戸訪問看護ステーション 根城三丁目４－１７ 73-2775

30 訪問看護ステーション結 東白山台三丁目２０－５ 51-8846

31 訪問看護ステーションひだまり家 湊高台四丁目２－１０ 80-7310

32 生協訪問看護ステーション虹 南類家一丁目１３－１０ 44-8300

33 ミライフルホームナースサービス八戸 南類家二丁目１７－１９ 51-6298

34 訪問看護ステーションえがおみょう 妙字分枝３８－３ 30-1313

35 訪問看護ステーションやわた 八幡字下樋田１－４ 32-7382

36 ビリーブ訪問看護八戸中央 類家五丁目２７－１ 24-5718

訪問を受ける（訪問リハビリテーション）
住　　所 電話番号

1 八戸城北病院 石堂一丁目１４－１４ 20-2222

2 八戸在宅クリニック 岩泉町７ 47-7778

3 シルバークリニック 河原木字八太郎山１０－４４４ 28-4688

4 メディカルコート八戸西病院 長苗代字中坪７７ 28-4000

5 ちょうじゃの森内科クリニック 糠塚字下道７－３２ 43-6516

6 八戸医療生活協同組合　八戸生協診療所 南類家一丁目１７－２ 71-2525

看護師などが訪問し、療養の世話や診療の補助などを行うサービス

（令和2年4月実績分）

事　  業　  所　  名

自宅を訪問して行うリハビリのサービス（令和2年4月実績分）

事　  業　  所　  名



※要介護１～５の方が利用できます。

住　　所 電話番号

1 瑞光園ホームヘルパーステーション 大久保字大山３２ー１ 25-8517

2 ビリーブ定期巡回ケア八戸中央 類家五丁目２７－１ 20-7750

※要介護１～５の方が利用できます。

住　　所 電話番号

1 瑞光園ホームヘルパーステーション 大久保字大山３２ー１ 25-8517

施設に通う（（地域密着型）通所介護／通所型サービス）
※◆は、「地域密着型通所介護」（定員１８名以下で、利用者は要介護１～５の認定を受けている八戸市の住民に限定）事業所です。

※Ａ６・・・介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス

事　業　所　名 Ａ6 住　所 電話番号

1 デイサービスセンターゆりの木園 ◯ 青葉一丁目１４－２３ 71-3111

2 デイサービスあおmimi ◯ 青葉三丁目１６－１５ 72-5633

3 リハビリデイサービスサンテ　◆ ◯ 石手洗字斉郷７－１９ 79-6161

4 デイサービスセンターベルメゾンＫ　◆ ◯ 石堂一丁目２７－２５　有料老人ﾎｰﾑﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝＫ 28-6367

5 石堂さくら通りルエ ◯ 石堂二丁目２９－７ 51-2252

6 デイサービスセンター桔梗野の家　◆ ◯ 市川町字桔梗野１５－７ 21-3562

7 寿楽荘デイサービス ◯ 市川町字夏秋４ 52-4747

8 ケア・ステーション淨信館 ◯ 一番町二丁目３－１２ 27-6844

9 デイサービスセンターハッピースマイル ◯ 売市二丁目３－１２ 47-4181

10 デイサービスセンターみやぎ ◯ 売市字観音下３－２ 71-2270

11 デイサービスみほの ◯ 大久保字大山３１－２ 25-0111

12 瑞光園デイサービスセンター ◯ 大久保字大山３２－１ 25-7557

13 デイサービスささえ愛 ◯ 柏崎一丁目１０－１０ 72-3226

14 レコードブック八戸中央　◆ ◯ 柏崎一丁目１０－１６　Jﾋﾞﾙ1階 20-8108

15 コンパスウォーク八戸柏崎 ◯ 柏崎一丁目10-44　ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ柏崎1階(103号室・104号室) 20-8321

16 デイサービスセンター真ごころ ◯ 柏崎四丁目１６－２９ 20-8466

17 リハビリパークえんぶり物語デイサービスセンター ◯ 河原木字見立山６－２０９ 21-2000

18 ツクイ八戸江陽 ◯ 江陽一丁目２０－１４ 73-5133

19 デイサービスセンタークローバーズ・ピア江陽　◆ ◯ 江陽二丁目１３－３３ 22-1993

20 よもぎ鍼灸院デイサービスセンター　◆ ◯ 小中野四丁目２－１１ 80-7402

21 デイサービスセンターさざなみ ◯ 小中野八丁目９－２０ 71-3373

22 リハビリパークアイリスデイサービスセンター ◯ 小中野八丁目１４－２５ 43-3333

23 デイサービスふきのとう　◆ ◯ 是川二丁目２－２ 96-4626

24 長生園デイサービスセンター　◆ ◯ 是川字犾森３３ 96-5222

25 あんずの里寄りあい所町畑の家　◆ ◯ 桜ケ丘三丁目４－３ 35-6111

26 光葉園デイサービスセンターにこにこクラブ ◯ 鮫町字金屎３５－９０ 32-1769

27 デイサービスセンター下長　◆ ◯ 下長四丁目２２－８ 51-8681

28 デイサービスセンターほっとハウス ◯ 尻内町字熊ノ沢３５－２ 70-1875

29 デイサービスセンターおくでら ◯ 尻内町字八百刈１０－３ 32-0404

30 無添加お弁当二重まる　◆ ◯ 尻内町字八百刈２５－１ 20-0961

事　  業　  所　  名

訪問を受ける（夜間対応型訪問介護） 夜間の定期的な訪問介護、緊急時の訪問介護を受けられるサービス

事　  業　  所　  名

日帰りで受ける、食事・入浴・機能訓練などのサービス

訪問を受ける（定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 定期的な訪問介護・訪問看護、緊急時の相談・訪問を受けられるサービス



施設に通う（（地域密着型）通所介護／通所型サービス）
※◆は、「地域密着型通所介護」（定員１８名以下で、利用者は要介護１～５の認定を受けている八戸市の住民に限定）事業所です。

※Ａ６・・・介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス

事　業　所　名 Ａ6 住　所 電話番号

31 あんずの里白銀デイサービスセンター ◯ 白銀二丁目１－２０ 35-3332

32 しろがね軟水泉 ◯ 白銀三丁目５－５ 34-2626

33 八戸グリーンハイツデイサービスセンター ◯ 白銀町字沢向１５－２ 31-0511

34 それいゆデイセンター　◆ ◯ 白銀町字八森２３－２ 32-1511

35 デイサービスセンターちょうじゃの森 ◯ 城下一丁目３０－９ 72-5525

36 リハビリデイサービスサンテ城下　◆ ◯ 城下四丁目２－１８　大東ﾏﾝｼｮﾝ１階 51-9336

37 レッツ倶楽部八戸田向 ◯ 田向二丁目４－４ 51-8668

38 デイサービスセンター生協たむかいの家 ◯ 田向四丁目１３－８ 51-6471

39 リハビリデイサービスサンテ田面木　◆ ◯ 田面木字上田面木３９－２ 80-7301

40 リハビリデイサロンかりん　◆ ◯ 田面木字松長根３－２ 71-3308

41 修光園デイサービスセンター ◯ 十日市字黒坂３５ 96-6506

42 いこい苑デイサービスセンター ◯ 豊崎町字渋民４－１ 23-5300

43 かなえるデイサービスまる　◆ ◯ 長苗代字内舟渡７３－３ 32-0097

44 デイサービスセンタークローバーズ・ピア　◆ ◯ 南郷大字市野沢字山陣屋３６－５０ 82-3870

45 八戸市社会福祉協議会通所介護事業所 ◯ 南郷大字島守字阿庄内１５－２ 82-3000

46 デイサービスセンターなごむ ◯ 南郷大字島守字阿庄内１５－６ 82-3888

47 デイサービスあんず ◯ 新井田字外久保３－１１ 25-1620

48 コンパスウォーク八戸新井田　◆ ◯ 新井田西一丁目１０－１４ 80-7147

49 デイサービスセンターあずまや ◯ 西白山台五丁目１１－１２ 20-8151

50 白山台やすらぎ館デイサービスセンター　◆ ◯ 西白山台六丁目９－３０ 32-7635

51 デイサービスセンターほおずき ◯ 糠塚字大杉平８－６ 51-6042

52 デイサービスセンターひまわり苑 ◯ 糠塚字下屋敷６－１ 44-4546

53 デイサービス八戸中央　◆ ◯ 沼館四丁目１－８７ 32-7726

54 ニチイケアセンター八戸 ◯ 根城三丁目４－１７ 73-2775

55 デイサービスセンターばんちょう ◯ 番町７－１ 72-1070

56 特別養護老人ホームサンシャイン ◯ 東白山台二丁目２－１ 23-5005

57 デイサービスセンターふれあい ◯ 吹上六丁目１０－３２ 71-2577

58 デイサービスセンターフェニックス ◯ 湊高台二丁目３－１０ 35-6300

59 なかざわデイサービスセンター ◯ 湊高台二丁目１２－２ 35-2915

60 ウエルネスサロン「キャトル　フィユ」　◆ ◯ 湊高台三丁目１－１３ 32-7853

61 ニチイケアセンター湊高台 ◯ 湊高台三丁目１２－５ 32-1468

62 テレサの丘デイサービスセンター　◆ ◯ 湊高台七丁目２６－６ 34-5534

63 福寿草デイサービスセンター ◯ 妙字西平６－２７ 25-8181

64 妙水苑デイサービスセンター ◯ 妙字分枝３９－１ 30-1556

65 ハピネスやくら ◯ 八幡字下樋田１－１ 70-5363

66 デイサービスセンターやわた ◯ 八幡字林崎２７－２ 70-1255

67 小さなデイサービス「へば倶楽部」　◆ ◯ 類家四丁目１５－１０ 45-0270

施設に通う（（共生型）通所介護）
※Ａ６・・・介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス

事　業　所　名 A6 住　所 電話番号

1 特定非営利活動法人来夢の里 ◯ 新井田字常光田２５－１ 20-8641

日帰りで受ける、食事・入浴・機能訓練などのサービス

介護保険と障がい福祉のサービスを一体的に提供する

日帰りで受ける、食事・入浴・機能訓練などのサービス



住　　所 電話番号

1 石堂さくら通りしおん 石堂二丁目２９－７ 51-2282

2 地域密着型通所介護きずな 売市字観音下３－２ 71-2270

3 瑞光園デイサービスセンター 大久保字大山３２－１ 25-7557

4 グループホーム舟見町共用型デイサービスすみれ 江陽五丁目７－２４ 73-5725

5 結び家 尻内町字島田１３－１ 51-6131

6 老人保健施設南山苑 田面木字赤坂２４－１ 27-3027

7 いこい苑ハートケアセンター 豊崎町字渋民４－１ 23-5300

8 八戸医療生活協同組合　デイサービスセンターさるかどした 南類家一丁目１３－７ 44-8488

9 福寿草デイサービスセンター 妙字西平６－２７ 25-8181

住　　所 電話番号

1 サンライフ豊寿苑 石堂一丁目１４－１１ 29-3232

2 八戸在宅クリニック 岩泉町７ 47-7757

3 デイケアセンターおらんど 大久保字大山３１－２ 25-0111

4 あい愛デイケアおっとも 柏崎四丁目１４－４８ 41-2005

5 あらい整形外科デイケアセンター 柏崎五丁目５－１７ 71-2877

6 老人保健施設はくじゅ 河原木字北沼２２－３９ 28-4003

7 介護老人保健施設リハビリパーク 小中野一丁目１－１４ 47-3000

8 ひばりの里 是川字雲畑９－２ 96-1212

9 西口内科 尻内町字内田１－１ 70-5232

10 はちのへ西脳神経クリニック 尻内町字鴨ヶ池１５－１ 20-8122

11 老人保健施設南山苑 田面木字赤坂２４－１ 27-3027

12 南六クリニック 南郷大字島守字阿庄内１５－６ 82-3311

13 なかざわスポーツクリニック 新井田字館下１ 30-2020

14 大里脳神経リハビリテーションクリニック 新井田西三丁目１５－１５ 30-1112

15 ちょうじゃの森内科クリニック 糠塚字下道７－３２ 46-0811

16 八戸整形外科 日計一丁目２－４２ 29-1616

17 老人保健施設ナーシングホーム・オリーブ 湊高台二丁目４－６ 31-5500

18 八戸医療生活協同組合八戸生協診療所 南類家一丁目１７－２ 71-2525

住　　所 電話番号

1 サンメディカル八戸営業所 石堂三丁目９－４ 38-9211

2 中村介護保険サービス 内丸二丁目２－１ 44-6564

3 ジェー・シー・アイ八戸支店 売市三丁目２－５ 41-2431

4 相互電設 大久保字大山１２－９１ 32-4530

5 ケアサプライアルック 大久保字大山７４－４ 25-0316

6 サニー商会 柏崎三丁目１３－３４ 46-4490

7 シルバーレンタルサービス 河原木字八太郎山１０－６２４ 21-8272

8 パナソニックエイジフリーショップ青森 桔梗野工業団地三丁目１－４３ 21-6031

9 アイリスケアサービス 小中野四丁目３－４５ 72-3111

10 ケアショップノザワ 小中野五丁目２－５　大町ﾏﾝｼｮﾝﾃﾅﾝﾄD 73-2767

11 小笠原洋装店 鮫町字持越沢２ 33-0585

12 小田島アクティ介護用品部八戸営業所 白銀町字大沢頭２９－１ 32-1970

13 くろはん 城下一丁目７－９ 46-5053

事　  業　  所　  名

用具を借りる・購入する
（福祉用具貸与・特定福祉用具販売） 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与・販売するサービス

事　  業　  所　  名

施設に通う（認知症対応型通所介護）
日帰りで受ける、食事・入浴・機能訓練などの認知症の方向けの

サービス

事　  業　  所　  名

施設に通う（通所リハビリテーション） 施設において日帰りで受けるリハビリテーションのサービス



住　　所 電話番号

14 ケアステーションハピネスはちのへ 新荒町１２－１２ 71-2365

15 くらし工房大永 田向字向平２４－８ 79-3592

16 エゲンの里福祉用具貸与（販売）事業所 長者四丁目１－３８ 44-8794

17 ダスキンヘルスレント八戸ステーション 長苗代四丁目１－２０ 32-7488

18 ひので福祉用具相談センター 長根ニ丁目１４－２ 44-8057

19 クーラスケアサービス 西白山台五丁目３－１７ 27-6018

20 ニチイケアセンター八戸 根城三丁目４－１７ 73-2775

21 ケア・テック八戸営業所 根城三丁目１８－３ 41-1003

22 奥羽特装販売株式会社アメニティ・ライフ 八太郎一丁目１－８ 21-1780

23 有限会社ケアサポートホソタ八戸営業所 湊町字上田屋前１６－１　ｵﾌｨｽ山下1F 33-8282

24 ファミリーライフサービス 南類家三丁目１１－５ 73-1162

25 大平商事 類家二丁目７－４６ 44-2040

26 ビリーブ福祉用具八戸中央 類家五丁目２７－１ 71-2611

住　　所 電話番号

1 寿楽荘ショートステイ 市川町字夏秋４ 52-5151

2 ケア・ステーション淨信館 一番町二丁目３－１２ 27-6844

3 瑞光園 大久保字大山３５－１ 25-0101

4 リハビリパークえんぶり物語 河原木字見立山６－２０９ 21-2000

5 ショートステイ　ラ・メール白山台 北白山台五丁目２－１５ 38-3321

6 ショートステイさざなみ 小中野八丁目９－２０ 71-3375

7 短期入所生活介護施設光葉園 鮫町字金屎３５－９０ 33-5426

8 特別養護老人ホームほっとハウス 尻内町字熊ノ沢３５－２ 70-1818

9 特別養護老人ホーム八戸素心苑 尻内町字矢沢６２－１ 27-3466

10 瑞光園ハイツ白銀台 白銀町字姥久保２５－１ 32-6447

11 修光園サテライト 田向五丁目７－１ 20-8415

12 特別養護老人ホーム修光園 十日市字黒坂３５ 96-4895

13 ショートステイクローバーズ・ピア 南郷大字市野沢字山陣屋３６－５０ 82-3870

14 サンシャインショートステイ 東白山台二丁目２－１ 23-5275

15 福寿草インスプリング 妙字西平６－２７ 25-1021

16 特別養護老人ホームハピネスやくら 八幡字下樋田１－１ 70-2540

住　　所 電話番号

1 サンライフ豊寿苑 石堂一丁目１４－１１ 29-3232

2 八戸城北病院 石堂一丁目１４－１４ 20-2222

3 総合リハビリ美保野病院 大久保字大山３１－２ 25-0111

4 東八戸病院 大久保字西ノ平２５－４４０ 32-1551

5 老人保健施設はくじゅ 河原木字北沼２２－３９ 28-4001

6 介護老人保健施設リハビリパーク 小中野一丁目１－１４ 47-3000

7 みちのく記念病院 小中野一丁目４－２２ 24-1000

8 ひばりの里 是川字雲畑９－２ 96-1212

9 老人保健施設南山苑 田面木字赤坂２４－１ 27-3027

10 介護老人保健施設南郷メディエルデプラザ 南郷大字島守字阿庄内１５－６ 82-2000

11 老人保健施設ナーシングホーム・オリーブ 湊高台二丁目４－６ 31-5500

事　  業　  所　  名

事　  業　  所　  名

短期間施設に泊まる（短期入所生活介護）
短期間入所して、日常生活上の介護及び機能訓練などを受けるサー

ビス

事　  業　  所　  名

短期間施設に泊まる（短期入所療養介護）
短期間入所して、医学的管理のもとで介護・機能訓練などを受ける

サービス

用具を借りる・購入する
（福祉用具貸与・特定福祉用具販売） 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与・販売するサービス



住　　所 電話番号

1 グループホームぬくもり 石堂一丁目１４－２７ 21-2688

2 グループホーム桔梗野の家 市川町字桔梗野１５－７ 21-3561

3 グループホーム市川 市川町字南尻引８４－１ 52-7070

4 リビング・ホームおおくぼ 大久保字大塚１７－５２１ 32-4888

5 リビング・ホームおおつか 大久保字大塚１７－１０５５ 32-3511

6 グループホームほたる 大久保字大山３２－１ 25-0117

7 グループホームそら 大久保字西ノ平２５ー２０７ 32-2371

8 グループホームかえで 大久保字西ノ平２５－２９４ 32-3612

9 グループホーム南部山さきおりの家 河原木字平５－２ 21-2393

10 グループホーム智水寮 江陽二丁目１８－８ 22-0011

11 グループホーム舟見町 江陽五丁目７－２４ 73-5725

12 くつろぎ保養館 小中野四丁目３－４５ 72-3111

13 グループホームほおずき 是川一丁目１１－１ 96-4311

14 グループホームテル・サウスウインド 鮫町字冷水平２－１ 39-3981

15 グループホームひかる 白銀五丁目８－２ 32-1755

16 グループホームオーランド 白銀町字佐部長根２４－３１７　 35-2500

17 グループホーム八戸グリーンハイツ 白銀町字沢向１３－１ 32-4764

18 グループホーム大地 白銀町字白浜道１４ 38-7808

19 グループホームしろがね 白銀町字田端６－１ 32-1577

20 グループホームたむかい寿楽荘 田向二丁目２－１ 47-7755

21 南寿の里「丘の家」 田面木字赤坂２５－２ 27-3027

22 グループホームさいうん 南郷大字島守字阿庄内１５－６ 82-3722

23 グループホームこもれびの家 南郷大字島守字中野沢２２－１ 60-8170

24 グループホームあんずの家 新井田字外久保３－１１ 25-6263

25 グループホームサポージュ白山台 西白山台五丁目３－１２ 38-3988

26 ケア・サポートふたつ家 糠塚字大開２０ー３２ 73-8570

27 グループホーム音寿園 沼館一丁目１０－１３ 73-2515

28 グループホームりんごの家 湊高台二丁目６－４ 32-4051

29 グループホーム・トントン邑 湊高台三丁目１－１０ 33-6314

30 グループホームむつ湊苑 湊町字上中道１－１１ 33-6666

31 グループホーム妙水苑 妙字分枝４３ 30-2778

※★は、介護予防サービスを行っていない事業所となります。

住　　所 電話番号

1 クローバーズ・ピア八戸「ひまわりの家」 江陽二丁目１３－３３ 45-5304

2 特定有料老人ホームクローバーズ・アネックス 南郷大字市野沢字山陣屋３６－５０ 82-3870

3 介護付有料老人ホームシーガル　★ 湊高台二丁目３－２ 32-2900

住　　所 電話番号

1 金吹沢の森 大久保字大山７ 34-2681

事　  業　  所　  名

施設に入って利用する（地域密着型特定施設入居者生活介護） 利用者は、要介護１～５の認定を受けている八戸市の住民に限定

事　  業　  所　  名

認知症の方が暮らす（認知症対応型共同生活介護）
認知症の方が数人で暮らし、日常生活上の介護や機能訓練などを受

けるサービス

事　  業　  所　  名

施設に入って利用する（特定施設入居者生活介護）
有料老人ホームなどの施設に入居し、日常生活上の介護や機能訓練

などを受けるサービス



生活介護が中心に行われる施設サービス

住　　所 電話番号

1 特別養護老人ホーム寿楽荘 市川町字夏秋４ 52-5151

2 瑞光園 大久保字大山３５－１ 25-0101

3 特別養護老人ホームリハビリパークえんぶり物語 河原木字見立山６－２０９ 21-2000

4 特別養護老人ホーム光葉園 鮫町字金屎３５－９０ 33-5426

5 特別養護老人ホームほっとハウス 尻内町字熊ノ沢３５－２ 70-1818

6 特別養護老人ホーム修光園 十日市字黒坂３５ 96-4895

7 特別養護老人ホームサンシャイン 東白山台二丁目２－１ 23-5050

8 福寿草インスプリング 妙字西平６－２７ 25-1021

9 特別養護老人ホームハピネスやくら 八幡字下樋田１－１ 70-2540

住　　所 電話番号

1 特別養護老人ホーム　ラ・メール白山台 北白山台五丁目２－１５ 38-3321

2 特別養護老人ホーム八戸素心苑 尻内町字矢沢６２－１ 27-3466

3 瑞光園ハイツ白銀台 白銀町字姥久保２５－１ 32-6447

4 修光園サテライト 田向五丁目７－１ 20-8415

5 特別養護老人ホームクローバーズ・ピア 南郷大字市野沢字山陣屋３６－５０ 82-3870

6 特別養護老人ホームハピネスやくら 八幡字下樋田１－１ 70-2540

介護や機能訓練が中心に行われる施設サービス

住　　所 電話番号

1 サンライフ豊寿苑 石堂一丁目１４－１１ 29-3232

2 老人保健施設はくじゅ 河原木字北沼２２－３９ 28-4001

3 介護老人保健施設リハビリパーク 小中野一丁目１－１４ 47-3000

4 ひばりの里 是川字雲畑９－２ 96-1212

5 老人保健施設南山苑 田面木字赤坂２４－１ 27-3027

6 介護老人保健施設南郷メディエルデプラザ 南郷大字島守字阿庄内１５－６ 82-2000

7 老人保健施設ナーシングホーム・オリーブ 湊高台二丁目４－６ 31-5500

住　　所 電話番号

1 八戸城北病院 石堂一丁目１４－１４ 20-2222

2 総合リハビリ美保野病院 大久保字大山３１－２ 25-0111

3 東八戸病院 大久保字西ノ平２５－４４０ 32-1551

4 みちのく記念病院 小中野一丁目４－２２ 24-1000

住　　所 電話番号

1 湊病院介護医療院 新井田字松山下野場７－１５ 25-0011

事　  業　  所　  名

介護保険施設で暮らす（介護医療院） 長期療養の機能を備えた施設サービス

事　  業　  所　  名

介護保険施設で暮らす（地域密着型介護老人福祉施設） 定員29人以下の介護老人福祉施設で、利用者は八戸市の住民に限定

事　  業　  所　  名

介護保険施設で暮らす（介護老人保健施設）
事　  業　  所　  名

介護保険施設で暮らす（介護療養型医療施設） 医療が中心に行われる施設サービス

介護保険施設で暮らす（介護老人福祉施設）
事　  業　  所　  名


