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★デイサービスＣ青葉のまち
厚）青葉町15丁目18-1　

レストランの雰囲気で選べるお食事、好きな時間に入れる男女別
の浴室、書道・押し花・陶芸など趣味活動を継続的に行っています。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）
【提供時間】（通常）10：00～15：10　（認知症対応）10：00～15：10
【定　　員】通常規模33名　認知症対応型10名

デイサービス　ののか
厚）上野幌1条2丁目2-30

☎890-8733
FAX 890-7755

少人数で個浴対応。ゆっくり入浴できます。活動内容を自分で選
択して過ごせます。コラム音読や脳トレなど多様なメニューで、男
性利用者さんも役割を持って参加されています。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・12/31～1/3休み）
【提供時間】9：30～16：45　【定員】15名

デイサービスセンター　あつべつ南5丁目
厚）厚別南5丁目1-10

☎375-0375
FAX 375-0615

人と人とのつながりを大切にしているデイサービスです。みなさ
んの「したい」「できる」を応援します。運動後は足湯で心身共にリ
フレッシュ！

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）　【定員】30名
【提供時間】（通常）10：00～15：45（短時間利用可 要相談）

★ デイサービスセンター家弥
厚）厚別西3条2丁目1-23

☎893-5050
FAX 893-5054

大勢は苦手という方に、近所の友人宅に遊びに行く感覚で気軽
にご利用下さい。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・お盆・年末年始休み）
【提供時間】9：00～16：30（短時間利用可 要相談）　【定員】10名

いえ び

医療法人社団　翔嶺館聖陵
デイサービスセンター
厚）厚別東4条2丁目1-1

☎899-5522

介護老人福祉施設やデイサービスセンターに通って、入浴・食事・
レクリエーション等を行います。ご自宅までの送迎があります。

通所介護（デイサービス）

FAX 899-5220

★
★

家族的な雰囲気の中で出来るだけ長い時間接するように心が
けています。見学・外出行事も積極的に行っていますが、特に
一人暮らしの方を対象とした個別買物外出を実施しています。

札幌市厚別デイサービスセンター
厚）厚別中央1条7丁目17-25　

☎892-2211
FAX 892-2093

【営 業 日】月～土曜（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：45～17：00　【定員】20名

マージャン等レクレーションの充実や、利用後に笑顔で帰れる
ような施設作りを目指しております。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：45～15：30　【定員】29名

1

2

☎891-7100
FAX 891-7822

5 ヒューマンライフケア
厚別デイサービスセンター
厚）厚別西3条2丁目6-28

季節に合わせた変わり湯と整体が大好評！アットホームな雰囲
気のデイサービスです。毎週火曜日に理学療法士が来てリハビリ
を強化しています。

【営 業 日】月～土曜（日曜休み）
【提供時間】9：00～16：00（短時間利用可）　【定員】25名

☎798-2100
FAX 798-2133

14 デイサービスセンター　ARK彩り
厚）厚別東3条4丁目1-30

電気を使用しないリハビリマシーンを導入していますの
で、ペースメーカーの方でも安心してご利用頂けます。明る
く元気なスタッフが皆様をお迎えします。

【営 業 日】年中無休
【提供時間】9：30～16：40　【定員】20名

☎378-6094
FAX 376-0501

23

ディ・フィオーレ
厚）もみじ台南1丁目2-3

利用者様のやりたい事を自由に選んでいただき、好きなよ
うにのんびりと過ごすことが出来るデイサービスです。

【営 業 日】月～日曜・祝日（年末年始休み）
【提供時間】9：00～16：15　 【定員】12名

☎375-9111
FAX 375-9111

24

きたえるーむ青葉
厚）青葉町3丁目3-1

短時間制の運動機能向上を目的としているデイサービス
です。マッサージ、ストレッチ、体に合わせた運動の提供を
行っています。

【営 業 日】月～土曜（土曜は午前のみ）
　　　　　（日曜・祝日・年末年始休み）
【提供時間】9：00～12：05／13：30～16：35
【定　　員】25名

☎375-6477
FAX 375-6478

25

デイサービスらいふてらす厚別南
厚）厚別南4丁目29-17

レッドコード他様々な個別機能訓練と楽しみながら行え
る生活リハビリを行っています。

【営 業 日】月～日曜（年末年始休み）
【提供時間】9：20～16：35（短時間利用あり）
【定　　員】10名

☎398-9791
FAX 398-9792

26

デイサービスはーとのえがお
厚）厚別区大谷地東2丁目6-１
北海総業ビル1階

あなたらしい笑顔を大切にし、穏やかに過ごす事の出来
る安らぎの場所。身体機能の維持向上も目指します。

【営 業 日】月～日曜（水・木曜休み）
【提供時間】9：30～16：40　【定員】10名

☎802-7157
FAX 802-7147

27

デイサービス
花梨の森・橋本さん家
厚）青葉町7丁目10-10

自然豊かな青葉の森にあります。住み慣れた地域で生き
生きとして楽しく過ごされる様心がけております。

【営 業 日】月～土曜（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：30～16：35　【定員】15名

☎893-8960
FAX 893-0468

28

機能訓練リハビリステーション
トレライフ厚別西
厚）厚別西2条4丁目2-16

レクリエーションケア・個別トレーニングケア・認知症サ
ポートケアの3つを大事にする明るく楽しい施設です。

【営 業 日】月～金曜（土曜・日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：00～12：05／13：30～16：35 
【定　　員】10名

☎807-9935
FAX 807-9989

29

新さっぽろ
総合リハビリテーションセンター
フィジオコンセプト
厚）厚別区厚別中央2条4丁目6-30

言語聴覚士や理学療法士を中心として、専門的なリハビリ
テーションを受けることの出来るデイサービスです。

【営 業 日】月～金曜（土曜・日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：00～12：05／13：30～16：35 
【定員】15名

☎895-8012
FAX 895-8013

30

デイサービス　くらしさ厚別
厚）厚別西4条4丁目5-2

ＧＨの共用スペースを活用し専門スタッフによるケアを受
け、その方らしい生活を支援し心身状態の回復、維持に努
めます。

【営 業 日】月～金曜（土曜・日曜・祝日休み）
【提供時間】11：00～18：00　【定員】6名

☎887-6163
FAX 887-6708

31

ニチイケアセンターもみじ台
厚）もみじ台北6丁目1-8

入居者様と一緒にレクリエーションをし、楽しく過ごされ
ています。食事は旬の物を提供しています。

【営 業 日】 月～金曜（土曜・日曜・祝日休み）
【提供時間】10：00～16：30（要相談）　【定員】3名

☎809-7811
FAX 809-7812

32

オストケアデイサービスあつべつ
厚）もみじ台北6丁目1-30

イオルもみじ台の５階にあり眺めは絶景です。見学・無料
体験随時お受けします。

【営 業 日】月～金曜・祝日（土曜・日曜休み）
【提供時間】10：00～15：45　【定員】15名

☎809-1234
FAX 809-2234

33

コパンもみじ台
厚）もみじ台北5丁目1-5
【営 業 日】月～土曜（日曜休み）
【提供時間】9：00～16：00　【定員】10名

☎899-0580
FAX 899-3000

34

茶話本舗デイサービス
こもれびの森 厚別
厚）厚別西5条1丁目9-17

一般民家を利用した家庭的な雰囲気で生活リハビリを
行っています。

【営 業 日】年中無休
【提供時間】9：00～17：00　【定員】10名

☎894-2000
FAX 894-2111

35

らいふてらす厚別東
厚）厚別東3条4丁目4-18

ご利用者様の体力にあわせた無理のないプログラムを用
意し質の高い機能訓練を提供します。

【営 業 日】月～日曜（年末年始休み）
【提供時間】9：20～16：35　【定員】10名

☎887-8310
FAX 887-9161

36

ジャパンケア札幌青葉
認知症対応型デイサービス
厚）青葉町13丁目5-5

「自宅にできる限り長く住めること」をコンセプトにご利
用者様の様々なニーズに応えます。

【営 業 日】月～金曜（土曜・日曜休み）
【提供時間】10：00～15：30　【定員】12名

☎802-1005
FAX 802-1006

37

きたえるーむ　厚別中央
厚）厚別中央3条2丁目12-30

マッサージ、ストレッチ、体に合わせた運動の提供を行っています。

【営 業 日】月～土曜（土曜は午前のみ）
　　　　　（日曜・お盆・12/30～1/3休み）
【提供時間】 9：00～12：05／13：30～16：35　【定員】30名

☎375-9281
FAX 375-9507

15

16

17

社会福祉法人渓仁会
あおばデイサービスセンター
厚）青葉町4丁目10-27　

☎893-5000
FAX 893-5303

広々として、日当たりの良い居室と多彩な行事が自慢のデイ
サービスです。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）
【提供時間】8：45～16：15　【定員】65名

3

★厚別栄和荘デイサービスセンター
厚）厚別町山本750-6　

☎896-5014
FAX 896-5015

送迎範囲は厚別区・白石区。定員が12名と少人数の認知症対
応型デイサービスです。利用者様が“なじみ”の関係を築きやす
くなっております。各種療法を取り入れ、認知症の進行予防に力
を入れています。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：30～16：45　【定員】12名

4

デイサービスセンターかりぷ
厚）厚別中央5条6丁目5-1　

予定表の中よりお好きな活動を選んで参加できます。役割作りやご利
用者の出来ることを大切に温かさと笑い声溢れるデイサービスです。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：40～16：50　【定員】30名

☎896-1165
FAX 894-4404

6

☎802-3332
FAX 892-7520

7 NPO法人 ボランティア 杜の家
デイサービス魔法の家
厚）厚別西4条5丁目3-11　

「明るく元気な笑顔で」をモットーに、ご利用される皆様お一人
お一人が望まれるサービスの提供を目指し最大限の努力を惜し
まない事を目標にしています。

【営 業 日】月～金曜・祝日（土曜・日曜休み）
【提供時間】10：00～15：00　【定員】10名

☎899-7733
FAX 899-7700

8 デイサービスもみじの家
厚）もみじ台西3丁目1-8

少人数で家庭的な環境を整えています。生活づくりに視点をおき、
各種作業を中心とした作業療法を行っています。個別に合わせた
機能訓練に取り組み一人一人が役割をもって力を発揮しています。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：30～16：45　【定員】1日12名

☎896-5014
FAX 896-5015

9 やすらぎデイサービスセンター
厚）厚別町山本750-6

利用者様が元気で楽しく地域での生活を続けていくことを目標
に、運動や料理、裁縫や塗り絵、合唱、園芸、ゲーム等、それぞれ
のご希望や状況に合わせて実施していきます。広いホールも特
徴で、ご利用者様から、昼食も美味しいと好評です！

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・年末年始休み）
【提供時間】10：00～15：30　【定員】40名

☎801-8312
FAX 801-8313

10 株式会社ツクイ札幌上野幌
厚）上野幌1条2丁目1-36

平成21年4月にオープンした事業所です。明るくきれいで快適
な環境です。足浴から特浴（車イス対応）まで、様々なニーズに応
えることができますので、ゆっくり楽しんで頂けます。

【営業日】年中無休　【提供時間】9：15～16：30　【定員】30名

☎899-1126
FAX 899-1127

11 医療法人中山会
デイサービスセンターぱうろ温泉
厚）厚別東2条6丁目4-10

多彩なプログラムの中から好きな活動を選び自由に行って頂け
ます。またお風呂は天然温泉です。

【営 業 日】月～金曜・祝日（土曜・日曜休み）
【提供時間】10：00～15：45　【定員】50名

☎375-0874
FAX 375-8806

12 よいしょ厚別のデイサービス
厚）厚別中央3条1丁目6-17

作業療法士が開設した小さなデイサービスです。家庭的な雰囲
気で機能訓練に力を入れています。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜休み）　【定員】10名
【提供時間】9：15～16：30（短時間利用可 昼食要相談）

☎807-0461
FAX 807-0462

13 プラトーケアセンター札幌
厚）厚別西3条3丁目4-36

スタッフは元気と笑顔いっぱいです！機能訓練を中心とし、明る
く楽しい雰囲気で行っており、皆様の笑顔ある日常生活のお手
伝いをさせていただきます。

【営 業 日】月～土曜・祝日（日曜・お盆・年末年始休み）
【提供時間】9:15～14:30（短時間利用可 要相談）　【定員】50名

　　認知症対応型通所介護のみ

　　認知症対応型通所介護併設

18

医療法人重仁会　デイサービス
クラールもみじ台
厚）もみじ台北6丁目1-6

☎898-8338
FAX 898-5885

おいしい料理と癒しがテーマ。多彩なプログラムであなたの自立
を支援します。

【営 業 日】火～土曜（日曜・月曜休み）
【提供時間】10：00～16：00　【定員】20名

19

デイサービスセンター
光生舎ゆいま～る・もみじ台
厚）もみじ台南3丁目4

☎899-1600
FAX 899-1601

日頃のストレスを発散して頂くカラオケや疲れを癒すマッサー
ジ室・足湯などを備えました。“リフレッシュ”と“リラックス”をコ
ンセプトとして『体と心の健康維持』に努めます。

【営 業 日】月～金曜（土曜・日曜・年末年始休み）
【提供時間】10:00～16:00　【定員】20名

20

よいしょ厚別より北のデイサービス
厚）厚別北２条２丁目13-25

☎376-0974
FAX 376-0975

作業療法士が開設した２軒目の小さなデイサービスです。機能訓
練、日常生活動作訓練に力を入れています。

【営 業 日】月～土曜（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9:15～16:30　【定員】17名

21

デイサービスセンター　白ゆり 新さっぽろ
厚）厚別東１条２丁目１-１

☎899-1166
FAX 899-1199

源泉100％の天然温泉とプロの料理人が作った昼食を提供致します。

【営 業 日】月～土曜（日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：30～15：00　【定員】（月～金曜）52名（土曜）40名

22
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★

★



総合

総合

総合

総合

総合

その他の介護保険の事業所

介護・福祉タクシー
（厚別区）

医療法人徳洲会札幌徳洲会病院

医療法人中山会新札幌パウロ病院

介護老人保健施設あつべつ

新さっぽろ在宅リハビリテーションセンター

厚）大谷地東1丁目1-1
※ご利用には受診が必要です。

厚）厚別東2条6丁目4-10

厚）厚別町山本750-6

厚）上野幌1条2丁目1-10(新さっぽろ脳神経外科病院内)

☎890-1110

☎809-5620

☎896-5020

☎891-2500

FAX 896-2202

FAX 809-5630

FAX 896-5055

FAX 891-5100

理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が家庭を訪問して、日常生活
の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

訪問リハビリテーション

アースサポート株式会社
アースサポート新札幌訪問入浴

ジャパンケア札幌発寒

ツクイ札幌東

ニチイケアセンター新さっぽろ

ファミリーケア訪問入浴ステーション

三井ヘルスサービス株式会社

厚）厚別中央3条5丁目7-23

西）発寒6条4丁目6-3

東）北24条東21丁目7-22　

厚）厚別東5条3丁目24-1024　

中央区南2条西10丁目1000-20ダイメックス札幌南2条ビル6階

豊）平岸2条3丁目6-13　三井ビル平岸内

☎896-1900

☎669-7071

☎787-3995

☎807-2056

☎272-1334

☎814-4016

FAX 896-1901

FAX 662-7051

FAX 787-3997

FAX 898-1066

FAX 584-0140

FAX 823-4580

介護用の浴槽を家庭に運び、入浴の介護を行います。
※厚別区内で利用できる事業所を掲載しています。

訪問入浴介護

医療法人東札幌病院
訪問看護ステーションみずほ

一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団
札幌厚別訪問看護ステーション

大谷地病院訪問看護事業所

ジャパンケア札幌青葉訪問看護

社会福祉法人渓仁会
訪問看護ステーションあおば

社会福祉法人楡の会
訪問看護ステーションパレット

新さっぽろ訪問看護ステーション椿

訪問看護ステーションかりぷ

訪問看護ステーション クレール厚別

訪問看護ステーション白ゆり新さっぽろ

訪問看護ステーションみのり札幌南

厚）厚別町下野幌38-18

厚）大谷地東2丁目4-1　札幌市交通局本局庁舎7階

厚）大谷地東5丁目7-10　大谷地病院内
※精神科中心です。ご利用には受診が必要です。

厚）青葉町13丁目5-40

厚）青葉町4丁目10-27

厚）厚別町下野幌49　社会福祉法人楡の会

厚）上野幌3条4丁目19-26ホクノー上野幌ビル

厚）厚別中央5条6丁目5-20

厚）もみじ台北5丁目1-5

厚）厚別東1条2丁目1-1ライフプレステージ白ゆり新さっぽろ

厚）厚別南4丁目34-17

☎898-8085

☎801-3667

☎891-3737

☎801-3362

☎893-5500

☎899-3063

☎378-9935

☎896-8480

☎899-0906

☎899-2003

☎896-0294

FAX 898-8086

FAX 801-3668

FAX 891-3868

FAX 801-3350

FAX 893-5303

FAX 898-8838

FAX 378-6418

FAX 894-4404

FAX 899-3000

FAX 899-2004

FAX 896-0298

アースサポート新札幌

あおいケア新さっぽろ

あさひ介護支援センター

厚別栄和荘居宅介護支援事業所

イリーゼ厚別居宅介護支援事業所

医療法人徳洲会介護老人保健施設
コスモス介護センター

医療法人中山会新札幌パウロ病院
指定居宅介護支援事業所

介護老人保健施設
ナーシングヴィラ大谷地

居宅介護支援事業所サポート91

居宅介護支援事業所メイプルかりぷ

ケアサポート青葉のまち

ケアプランセンター彩り

ケアプランセンター光生舎
ゆいま～る・もみじ台

ケアプランセンター白ゆり
新さっぽろ

ケアプランセンター春楡

ケアプランセンターマーマレード

ケアプランセンター　ラピネス

札幌ひばりが丘病院
指定居宅介護支援事業所

ジャパンケア札幌青葉
居宅介護支援事業所

指定居宅介護支援事業所かりぷ

指定居宅介護支援事業所
ディ・グリューネン

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会
白石・厚別・清田相談センター

☎896-1900

☎899-2535

☎802-1800

☎896-2538

☎899-5071

☎895-3950

☎897-5400

☎892-3747

☎894-2529

☎899-7722

☎891-7100

☎378-4693

☎899-1600

☎899-1177

☎378-4701

☎802-2931

☎890-0100

☎894-7070

☎801-3360

☎894-3300

☎898-8672

☎801-3294

FAX 896-1901

FAX 899-2536

FAX 802-1811

FAX 896-2566

FAX 899-5076

FAX 895-1107

FAX 897-4166

FAX 894-6188

FAX 375-0841

FAX 899-7700

FAX 891-7822

FAX 376-0501

FAX 899-1601

FAX 899-1199

FAX 378-4702

FAX 802-2982

FAX 893-5054

FAX 894-7657

FAX 801-3300

FAX 896-8483

FAX 898-6760

FAX 896-9607

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護保険の相談や介護保険
申請の手続きを無料で行います。また、要介護（要支援）認定者本
人やご家族と話し合い介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、
サービスの調整を行います。

居宅介護支援

厚）厚別中央3条5丁目7-23

厚）厚別東1条4丁目1-40

厚）厚別南2丁目7-7ツインビルA1階

厚）厚別町山本750-6

厚）厚別東5条7丁目1-7　イリーゼ厚別内　

厚）厚別町山本1063-28　

厚）厚別東2条6丁目4-1　

厚）大谷地東5丁目7-10

厚）上野幌1条3丁目1-1

厚）もみじ台西3丁目1-8　

厚）青葉町15丁目18-1　

厚）厚別東3条4丁目1-30

厚）もみじ台南3丁目4番地

厚）厚別東1条2丁目1-1

厚）大谷地西1丁目12-1-111

厚）厚別西１条5丁目1-20

厚）厚別西3条2丁目1-23

厚）厚別中央3条2丁目12-1　

厚）青葉町13丁目５-40

厚）厚別中央5条6丁目5-20　

厚）厚別町下野幌38-18

厚）大谷地東2丁目4-1　札幌市交通局本局庁舎6階

社会福祉法人渓仁会
指定居宅介護支援事業所あおば

特定非営利活動法人ホームヘルパーノア
居宅介護支援事業所

ニチイケアセンター厚別

ボランティア杜の家

☎893-8761

☎893-8866

☎809-1895

☎802-3332

FAX 893-5303

FAX 893-0468

FAX 899-3156

FAX 892-7520

厚）青葉町4丁目10-27

厚）青葉町7丁目10-10

厚）厚別東4条4丁目11-31

厚）厚別西4条5丁目3-11

セラピスト（作業療法士・理学療法士）がおり、訪問リハビリも行っています。

事業所が独自で介護保険外
の家事や介助などのサービス
を行っています。料金体系は
事業所により異なります。

自主事業
障がい者が活用できる制度に
対応した事業所です。利用に
は要件があり、区役所に申請
が必要です。

総合 障害者総合支援法対応

通院等のため、訪問介護員が
自ら運転する車の乗り降りや、
受診手続き等を行います。要介
護1以上の方が利用できます。

通院等乗降介助
事業所が独自で介護保険外
の通院等の移送サービスを行
っています。料金体系は事業
所により異なります。

保険外移送サービス

DCMホーマック厚別東店
はぁ～とふるの森

介護サポートショップ楽・楽（ら・ら）

株式会社福祉ドット・コム

札幌福祉医療器株式会社

弁慶さっぽろ

厚）厚別東5条1丁目2-10

厚）大谷地東1丁目2-40

厚）厚別西4条5丁目3-11

厚）もみじ台南6丁目1-5

厚）大谷地西5丁目2-5　パスウェイ677弐番館　

☎809-5008

☎892-8928

☎892-7518

☎897-7074

☎891-5597

FAX 809-5018

FAX 892-6915

FAX 892-7520

FAX 897-9779

FAX 891-5899

介護保険が適用される福祉用具のレンタルや購入ができます。

　　　販売のみの事業所

福祉用具貸与・販売

販売

販売

厚別区定期巡回ステーション

オストケアあつべつ24

巡回ステーション白ゆり新さっぽろ

厚）もみじ台北6丁目1-6　アリビオもみじ台内
※厚別区全域対応可能です。

厚）もみじ台北6丁目1-30
※イオルもみじ台施設外も対応可能です。

厚）厚別東1条2丁目1-1
ライフプレステージ白ゆり新さっぽろ内
※現在のところ白ゆり新さっぽろ居住者の方を対象としています。

☎898-3339

☎809-2943

☎899-2002

FAX 898-5005

FAX 809-6611

FAX 899-2004

要介護１～５の方が、可能な限りご自宅で日常生活を送る事が出来る
よう、定期的な巡回や随時通報への対応など、24時間365日、介護と看
護の必要なサービスを、必要なタイミングで受けられるサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

●介護・福祉タクシー　げん・げん

●介護・福祉タクシー　ぽろっこ

●福祉タクシー　おばた

☎777-4896

☎557-1505

☎897-3838

厚）厚別西5条4丁目5-1

厚）厚別東4条7丁目16-6

厚）厚別東5条8丁目10-1

●介護タクシー　グッドスニーカー

●介護タクシー　たいむ

●介護タクシー　ほっと

●介護タクシー　やまや   

☎893-1338

☎090-2873-4205

70120-375-744

☎375-8720

厚）上野幌3条5丁目

厚）もみじ台東2丁目20-7

厚）もみじ台北4丁目

厚）厚別西5条2丁目10-21 

★

★

★

★

★

訪問リハビリ★

介護・福祉タクシーとは、介護やお手伝いの必要な高齢者や身体障がいの方などに対し、
自宅のベッドや車椅子からの乗降などさまざまな介助を行うことが出来るタクシーのこと
をいいます。買い物や通院、リハビリ、帰省、旅行、冠婚葬祭など様々な用途でご利用い
ただくことが出来ます。料金やサービス内容については、事業所によって異なりますので
直接お問い合わせください。※掲載している事業所は全て厚別区まで送迎可能です。

アースサポート新札幌

あおいケア新さっぽろ

あさひ介護サービス

あさひ訪問介護事業所

イリーゼ厚別訪問介護センター

医療法人重仁会介護老人保健施設
ナーシングヴィラ大谷地指定訪問介護
事業所・指定介護予防訪問介護事業所

うつくしま介助サービス

オストケア訪問介護あつべつ

かいけつ太郎～ケアサービスステーション

株式会社　福祉ドット・コム

ケアセンターのほろ

ジャパンケア札幌青葉訪問介護

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会
白石・厚別・清田ヘルパーセンター

特定非営利活動法人
ホームヘルパーノア訪問介護事業所

ニチイケアセンター厚別

ヘルパーステーション「彩り」

ヘルパーステーションかえで

ヘルパーステーションかりぷ

☎896-1900

☎899-2535

☎375-9866

☎891-7889

☎899-5071

☎892-1655

☎398-9768

☎809-2943

☎893-1199

☎892-7518

☎896-6754

☎801-3361

☎896-9610

☎893-5222

☎809-1895

☎378-4691

☎899-2525

☎894-6003

FAX 896-1901

FAX 899-2536

FAX 375-9899

FAX 807-7049

FAX 899-5076

FAX 894-6188

FAX 398-9769

FAX 809-6611

FAX 893-5599

FAX 892-7520

FAX 896-6754

FAX 801-3300

FAX 896-9607

FAX 893-0468

FAX 899-3156

FAX 376-0501

FAX 899-7700

FAX 896-8483

ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事等、日常生活の援助を
行います。

訪問介護（ホームヘルプサービス）

厚）厚別中央3条5丁目7-23

厚）厚別東1条4丁目1-40

厚）厚別南2丁目7-7　ツインビルＡ1階

厚）大谷地西4丁目6-10

厚）厚別東5条7丁目1-7　イリーゼ厚別内

厚）大谷地東5丁目7-10　

厚）厚別西4条3丁目2-20スターハイツ北野101号室

厚）もみじ台北6丁目1-30

厚）上野幌3条4丁目1-12　

厚）厚別西４条５丁目３-１１

厚）厚別中央2条6丁目5-40　第2広地マンション11号室

厚）青葉町13丁目5-40

厚）大谷地東2丁目4-1　札幌市交通局本局庁舎6階

厚）青葉町7丁目10-10　

厚）厚別東4条4丁目11-31

厚）厚別東3条4丁目1-30

厚）もみじ台西3丁目1-8　

厚）厚別中央5条6丁目5-20

ヘルパーステーション白ゆり新さっぽろ

ヘルパーステーションそよかぜ

ヘルパーステーションつみき

ヘルパーステーション「ディ・グリューネン」

ヘルパーステーションはばたき厚別センター

ヘルパーステーションらいむ

ＨｏｍｅＣａｒｅぶんぶん

ホームヘルパーCURE（キュア）

ホームヘルプサービスポケット

訪問介護アドニス

訪問介護事業所サンハート平岡

訪問介護ステーションマーマレード

訪問介護センターサクランボ

☎899-2002

☎890-1261

☎890-1266

☎898-5517

☎894-1294

☎892-1717

☎769-0831

☎801-4305

☎896-7094

☎798-5720

☎801-5127

☎802-2922

☎398-7832

FAX 899-2004

FAX 890-1260

FAX 890-1267

FAX 898-6760

FAX 894-1291

FAX 892-7000

FAX 769-0832

FAX 801-4306

FAX 896-7094

FAX 798-5720

FAX 801-5128

FAX 802-2982

FAX 398-7836

厚）厚別東1条2丁目1-1ライフプレステージ白ゆり新さっぽろ内

厚）厚別南1丁目9-1　大砂ビル7F-707

厚）厚別南1丁目9-1　大砂ビル2F

厚）厚別町下野幌38-18

厚）厚別西4条4丁目12-30

厚）厚別北2条1丁目1-7　クレストールツイン二番館104号

厚）厚別西3条1丁目6-30　山本ＢＬＤ

厚）厚別南2丁目11-5

厚）厚別北1条1丁目13-35サニータウン・ウエスト館101号

厚）厚別中央4条4丁目4-1パークヒル厚別Ⅱアドニス１階

厚）厚別中央2条4丁目7-18
ミリオンコート３(１階右)

厚）厚別西1条5丁目1-20　

厚）厚別中央2条1丁目2-8

総合自主事業 障害者総合支援法対応 通院等乗降介助 保険外移送サービス

医療法人潤和会
ひばりが丘訪問看護ステーション

医療法人中山会新札幌パウロ病院
訪問看護ステーション

厚）厚別中央3条2丁目12-1　

厚）厚別東2条6丁目4-10

☎894-7070

☎375-7474

FAX 894-7657

FAX 899-1127

看護師等が家庭を訪問し、病状を観察したり、医療に関する処置を
行います。

訪問看護

★訪問リハビリあり

総合

総合

総合

総合

総合

総合

総合

総合

総合

総合

総合

総合
介護老人保健施設・病院等に通って、入浴・食事・リハビリテー
ション等を行います。ご自宅までの送迎があります。

通所リハビリテーション（デイケア）

厚別老人保健施設
ディ・グリューネン
厚）厚別町下野幌38-18

☎898-5580
FAX 898-6760

専門職（PT・OT・ST・MT）による生活に密着したリハビ
リや音楽療法、諸活動など個別性を尊重し支援します。

【営 業 日】月～土曜（日曜・年末年始休み）
【提供時間】10：00～16：15　【定員】60名

医療法人中山会新札幌パウロ病院
通所リハビリテーションふる里
厚）厚別東2条6丁目4-1

☎897-7373
FAX 897-4112

病院に併設されていて、利用中体調が悪くなった時など、
医師や看護師が常駐しているので、安心して過ごせます。平
成27年より、午前・午後のみの短時間利用を始めました。

【営 業 日】月～土曜（日曜・祝日休み）
【提供時間】10：00～16：00　【定員】60名

介護老人保健施設あつべつ
厚）厚別町山本750-6

☎896-5020
FAX 896-5055

1日20名程度のご利用で比較的小規模のデイケアです。
利用される方全員に個別リハビリを行っています。

【営 業 日】月～土曜（日曜・年末年始休み）
【提供時間】①10：00～14：30　②10：00～16：30
【定員】20名

介護老人保健施設コスモス
厚）厚別町山本1063-28

☎895-1110
FAX 895-1107

ゆとりある広い空間の中、お一人お一人の状態を捉え5
名のリハビリスタッフによるリハビリテーションに力を入
れております。短時間利用については要相談。

【営 業 日】月～土曜・月1回日曜
　　　　　（営業日以外の日曜・年末年始休み）
【提供時間】9：30～16：00　【定員】60名

医療法人重仁会介護老人保健施設
ナーシングヴィラ大谷地
厚）大谷地東5丁目7-10

☎892-3737
FAX 892-5861

少人数の落ち着いた雰囲気の中、転倒や認知症予防の体
操・個別リハビリ等を行っています。

【営 業 日】月～金曜（土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始休み）
【提供時間】9：30～15：00　【定員】20名

医療法人社団　明日佳
デイケアさくらだい
厚）厚別西5条5丁目1-1

☎894-8181
FAX 894-8196

室内は自宅同様の生活をするためにカーペット敷きに
し、銭湯を思わせる浴室を準備しました。利用者中心の1
日の流れ、笑いあり、おしゃべりあり、時には涙もあり、
スタッフ一同一緒に楽しんでいます。

【営 業 日】月～金曜（土曜・日曜・祝日休み）
【提供時間】9：30～15：40　【定員】20名

羊ヶ丘病院　
通所リハビリテーション スマイル
厚）青葉町3丁目1-10

☎351-3313
FAX 351-2210

主体的、意欲的に運動することで、心身ともに健康にな
ることを目的としています。今まで利用された方々には、
ご好評の声をいただいております。短時間型の通所リハ
ビリを検討の際にはご相談下さい。

【営 業 日】月～土曜（日曜・祝日休み）
【提供時間】9：30～11：30／13：30～15：30　
【定　　員】30名
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