
札幌市生活支援体制整備事業(北区) 

札幌市北区 配達・訪問サービス一覧 
【令和 4 年 3 月 3 日現在】 

 

高齢者で外出が困難な方への生活を支援することを目的に、配達・訪問 

サービスの情報をまとめた一覧を作成しました 

 

《ご利用にあたっての留意点》 

・掲載内容が変更になっている場合があります。各窓口にご確認ください。 

・利用にあたっては、必ず事前に見積書をとるなど、サービス内容や利用料金をご確認ください。 

 

札幌市北区社会福祉協議会 
※この一覧情報はインターネットの「札幌市社会福祉協議会（北区社会福祉協議会）のページ」でもご覧いただけます 
（一覧掲載ホームページアドレス：http://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/kita-shakyo/livelihood/ichiran.html） 

http://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/kita-shakyo/livelihood/ichiran.html
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食料品・日用品
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 まるとみライスパーラー 北区北28条西6丁目2－8 727-0103 716-0103
9時～19時
定休日：日曜日、祝
日

お米の配達

札幌市内であれば、電話1本でお米を即日お
届けいたします。精米5日以内の美味しい状
態のうちに、女性・高齢者にも優しい2㎏単
位での配達もお受けしています。

配達料無料。お米の価格は銘柄に
より変わりますので、お問合せく
ださい。

全地区

2 万両鮮魚店
北区北25条西12丁目1－
3

746-0058 746-0058
11時～18時
定休日：日・月曜
日、祝日

鮮魚、干物等

地元のお客様に長く愛される鮮魚店です。
新鮮な魚をお手頃な金額でご提供。お客様
のご予算、ご要望に応じて、刺身の盛り合
わせもお作りいたします。献立にあわせた
魚の下処理をいたしますので、お気軽にご
相談ください。

配達料無料（※火～金曜日）。繁
忙期、お買い上げ金額によっては
配達のご要望にお応えできないこ
ともありますので、お問合せくだ
さい。

幌北地区、北地区

3 マルコストアー本店 北区篠路2条5丁目10－1 771-2428
10時～20時
定休日：日曜日

(食品スーパー）
食料品、日用品
の販売・配達

毎日のお買い物に新鮮な食材を。道内産、
国産品を中心に取り扱っています。配達受
付は購入日の17時まで。夏期は生鮮品配達
不可。配達エリアは要問合せ（配達は店舗
で購入された方のみへサービスです）

2,000円以上（税込み）の購入で配
達

太平百合が原地区、篠
路茨戸地区

4 花のこすぎ 北区屯田4条7丁目7－31 774-2761
8時45分～18時30分
定休日：1月1日

生花の配達

お誕生日用からお仏壇用まで、新鮮なお花
をお届けします。（仏花550円～）定期配送
(月命日の仏花のお届けなど）や、ギフトの
お届けも承ります。

屯田地区：550円以上のお買い上げ
で送料無料　他地区：送料550円
（3,300円以上のご購入で無料）
ご予約は前日の18時まで

全地区

5 そば処　武源 北区屯田4条4丁目5－24 774-0075 774-0075
9時～17時（受付時
間）
定休日：日曜日

お弁当の配達
日替わりで安心・安全ヘルシー。お店で手
作りのお弁当をお届けします。

ヘルシー弁当：400円　デラックス
弁当：500円　1個から配達料無料
ご予約は前日17時頃まで　配達時
間は要相談

全地区
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配食
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 宅配クック１２３　札幌北店
北区新琴似5条7丁目6－
17

766-5717 766-5718
高齢者専門宅配
弁当

お客様の「健康寿命の伸長」のため、管理
栄養士が献立し、ちょうど良い量目で栄養
バランスのいい食事を提供致します。
お弁当は原則「手渡し」。何かあれば緊急
連絡先にご連絡します。

普通食（ごはんつき）594円。札幌
市高齢者配食サービス利用可。治
療食・食事形態等ご相談くださ
い。配達料無料。初回お試し無
料。

全地区

2 ライフデリ　札幌北店
北区新琴似6条7丁目1－
１５

214-9450 214-9480
高齢者向け配食
サービス

お弁当の原材料の8割以上で国産の安心でき
る食材を使用しています。お弁当を配達の
際に異変を感じた場合は、緊急連絡先にご
連絡します。お弁当を定期的に週1回以上ご
利用中のお客様には、有料の自動電話によ
る安否確認サービス「らいふコール」を無
料でご利用できます。

普通食（ごはんセット）580円。札
幌市高齢者配食サービス利用可。
配達料無料。初回お試し無料。＊
ライフコール（初期費用0円。月額
利用料200円より。週1回以上の配
達利用で無料で利用可。）

全地区
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電器
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 旭電器販売
北区北26条西8丁目1－
19

716-2404 716-2404
9時～18時
定休日：日曜日

一般家電製品販
売・工事

地域の高齢者からは、「電気がつかな
い・・・。テレビがつかない・・・。家電
の取り付けを頼みたい。」等のご相談が多
く寄せられます。
出張料無料でお伺いしますので、家電や電
気設備のことでお困りごとがあれば、お気
軽にご相談ください。
壊れた家電の修理、処分に関してもご相談
ください。

出張料無料 幌北地区、北地区

2 株式会社 下村電器
北区新琴似1条11丁目10
－21

761-3311 761-4870
9時～18時
定休日：日曜日

家庭用電化製品

皆様のお役に立ちたい、かゆいところに手
が届く「あなたの街の電器屋さん」を目指
しています。
電球1個からロードヒーティングや融雪
機、古くなった家電の修理、パソコンやイ
ンターネットに関することまで、どんなこ
とでもお気軽にご相談ください。

出張料無料 全地区

3 有限会社 井形電気商会 北区篠路3条7丁目8－1 771-2064
9時～19時
定休日：日曜日

一般家電製品販
売、取付、修理

篠路茨戸界隈を中心に、依頼があれば電球
交換や家電の取扱い説明、修理等を行いま
す。
商品の購入歴がなくても訪問対応可能で
す。（店ではSHARP商品を取り扱っていま
す。それ以外のメーカーについては、対応
しかねる場合があります）
古くなった家電の処分も行います。その際
は、法律に定められた料金をお支払いいた
だきます。

出張料は基本無料（その他点検等
については要問合せ）

太平百合が原地区、篠
路茨戸地区

4 コンパス・ホリイ
北区新琴似8条12丁目5
－1

761-1717 761-1703
9時～19時　定休日：
水曜日

家電販売・修理
（電化製品のト
ラブル、家電修
理、ストーブ、
水回りのこと、
アンテナ工事な
ど）

お電話いただければ、電球1個から交換し
ます。
電器のことでお困りのときは、ご相談くだ
さい。

料金等は要問合せ 全地区

5 でんきのエイト 北区屯田4条6丁目6－18 772-5055 772-3025
9時～18時
定休日：日曜日、祝
日

家電販売・修理
（電化製品のト
ラブル、家電修
理、ストーブ、
水回りのこと、
アンテナ工事な
ど）

お電話いただければ、電球1個から交換し
ます。
電器のことでお困りのときは、ご相談くだ
さい。

料金等は要問合せ 全地区
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6 電器のマツダの店 北区屯田4条2丁目8－6 771-3097 771-3335
9時～17時　定休日：
土曜日、日曜日、祝
日

家電販売・修理
（電化製品のト
ラブル、家電修
理、ストーブ、
水回りのこと
（札幌市水道局
指定業者）、ア
ンテナ工事な
ど）

お電話いただければ、電球1個から交換い
たします。
電器のことでお困りのときは、ご相談くだ
さい。

料金等は要問合せ 屯田地区

7 コアデンキ 北区新川1条1丁目1－31 757-9858 757-9834

9時～19時（土曜日は
18時まで）
定休日：日曜日、祝
日

家電販売・修理
（電化製品のト
ラブル、家電修
理、水回りのこ
と、アンテナ工
事など）

お電話いただければ、電球1個から交換し
ます。
電器のことでお困りのときは、ご相談くだ
さい。

料金等は要問合せ
店舗から車で10分以内
で行ける範囲
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家の修繕・工事
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 丸紀　中田商店
北区北14条西1丁目1番1
号

716-1323 716-1369
7時30分～19時
定休日：日曜日

畳（新畳・表替
え・裏返し）、
クロス・ふす
ま・障子の張り
替え

北海道畳組合加盟店です。
お見積り・調査など無料で訪問していま
す。
畳に関することなら、どのようなことでも
ご相談ください。

畳表の種類により価格は変わりま
す。お見積りでお伺いしますので
ご相談ください。

全地区

2 株式会社バンキン
北区新琴似4条4丁目6－
33

790-8783 790-8787
屋根・外壁の修
理、リフォーム

家の屋根・外壁のお困りごとを解決してい
ます。こまめにメンテナンスをすることで
劣化を防ぎ家の寿命を延ばします。無料見
積の際に工事について、費用と目安となる
相場をご説明しますのでご安心ください。
その他、家に関するお困りごとは、どのよ
うなことでもご相談ください。

相談・見積り無料 全地区
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ペットのお世話
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 ペットショップ小泉
北区北23条西4丁目2－
25

726-3388 726-3389
7時30分～20時
定休日：毎月第3日曜
日

ペットショッ
プ、ペットホテ
ル、トリミング

創業1960年、50年以上地域の皆様から愛さ
れているペットショップです。
猫、小動物、熱帯魚、小鳥、各種ペット用
品の販売、その他ペットに関する様々なご
要望にできる範囲でお応えします。ホテル
やトリミング利用の際の送迎も行っており
ます。

札幌市北区中心であれば、ペット
用品3,000円以上のご注文で配達無
料です。詳しくは直接お問い合わ
せください。

全地区

2
トリミングサロン ドギーラ
イフ

北区北22条西8丁目1－6 707-8182 707-8182
9時00分～18時
定休日：なし（年中
無休）

犬専用トリミン
グ・ペットホテ
ル

トリミングは完全予約制。犬舎にずっと入
れっぱなしのホテルではなく、屋内に思
いっきり走れる空間があるので、ストレス
をためずに過ごせます。
ワンちゃんに関するお困りごとがあれば、
どのようなことでもご相談ください。

お店まで無料で送迎いたします。
トリミング・ホテルの料金は直接
お問合せください。

全地区

3
わんにゃん訪問介護 ぴりか
のもり

北区あいの里4条5丁目
21

090-3776-
5577

8時～21時
ペットの訪問看
護、介護

各種サービスについてご不明な点があれば
お気軽にお問合せください。
詳しい内容はホームページにも掲載してい
ます。
電話のほか、メール、LINEでもご予約・ご
相談を受け付けています。

・基本サービス：1回1時間3,000円
・ご相談サービス：1回1時間3,000
円
・健康な同居ペットのペットシッ
ターサービス：１匹ごとに＋200円
・深夜加算：基本料金に1時間ごと
に＋1,000円

全地区

4 ペット・ステーション
北区新川2条12丁目7－7
－202

763-3990
8時～20時
定休日：なし（年中
無休）

ペットシッティ
ング・犬のお散
歩代行

ペットシッティング（食事・散歩・トイ
レ・遊び等）。ワンちゃん・ネコちゃん・
小動物など、飼い主様に代わって、自宅に
てペットのお世話をする出張サービスで
す。

・ペットシッティング：30分1,500
円～
・犬のお散歩：30分1,500円～
※別途交通費

全地区

5 ドッグフィーリング
北区新川4条13丁目3－
10

766-3122
9時～
定休日：不定休

トリミング
ワンちゃんの日頃ケアに安心して利用して
頂ける料金設定です。

・ワンちゃんのトリミング2750円
～
・新川、新琴似地区送迎無料（平
日限定）

全地区

6 ドッグハウス バウバウ
北区新琴似7条13丁目4
－24
A＆Sビル1階

311-1372
10時～19時
定休日：火曜日、不
定休

トリミング・
ペットホテル

繁殖歴27年のブリーダーが経営する自家繁
殖のペットショップです。

・トリミング3,000円～
・ペットホテル2,500円～
・送迎無料
・諸事情でペットを飼うことが困
難になった方のご相談も承りま
す。

全地区
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7 ペットサロン・リトルモモ
北区新琴似7条15丁目7
－23

766-0011
10時～18時
定休日：水曜日

トリミング・
ペットホテル

・ワンちゃんトリミング4,400円～
・ワンちゃんペットホテル2,750円
～
・お店近郊の無料送迎も行ってい
ます。

全地区
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交通
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 介護・福祉タクシー　きずな
北区新琴似7条1丁目3－
40

756-1527

080-2871-
0276（直通
携帯電話）

8時～18時
定休日：日曜・祝日
※時間外もご相談に
応じます。

介護タクシー
（通院・入退
院、食事、旅
行、墓参り等）

安全・親切・快適をモットーに介助を必要
とされている方へのサービスを提供してい
ます。
乗務員はお客様のご要望にお応えするため
に、ホームヘルパー、ガイドヘルパーの資
格を取得しています。車いすや杖を利用し
ている方、歩行の際に見守りや介助が必要
な方々に大変好評をいただいています。

初乗り運賃660円
長距離割引、障がい者割引あり。
福祉タクシーチケットもご利用い
ただけます。
※原則予約制ですが、当日のご依
頼でもできる限り対応。

全地区

2 介護タクシーろびん
北区篠路1条8丁目３－
２１

792-0046

080-2871-
0350(直通
携帯電話)

7時～19時
予約制
※年中無休
※時間外もご相談に
応じます

介護タクシー、
生活支援

対象は、交通手段にお困りの方（車いす利
用の方、病気やけがで歩行が困難な方、歩
行が不安な妊婦さん、身体障がい者手帳の
交付を受けている方、要介護認定を受けて
いる方等）です。
そのほか、お客様の依頼に応じ、対応可能
な内容の生活支援を行います（簡単な除
雪、買い物同行、病院付き添い等）。
※1名体制のため事前にお問合せくださ
い。
※ストレッチャーには対応していません。

・初乗り：670円（1,571kmまで）
※公定幅運賃制度に従い、距離及
び待機時間で加算されます。
・乗降介助料金：車いすの場合＋
700円　杖歩行の場合＋500円
・便利業：30分1,000円～
・支払いは現金、福祉チケット可
・介護保険は適用外です

全地区

3 アカツキ交通株式会社
北区百合が原4丁目10－
8

771-6000 770-2770
一般乗用旅客自
動車運送事業ほ
か

便利屋タクシーでは、介助、忘れ物受取代
行、書類受取代行、届出などを行っていま
す。詳しくは、011-771-2632までお問い合
わせください。

・初乗り：670円（1,463kmまで）
※公定幅運賃制度に従い、距離及
び待機時間で加算されます。
・高齢者割引制度：65歳以上の方
は1割引き。乗車時に、年齢の分か
るもの（健康保険証、介護保険証
等）を提示
・便利屋タクシー：30分1,500円

全地区

4
介護タクシー・民間救急
ベスト・ケア・サポート

北区屯田1条2丁目1－27 773-3185 8時～18時30分
民間救急・介護
タクシー

通院、転院、外出、一時帰宅等、用途に応
じて車椅子や寝台（ストレッチャー）で対
応いたします。札幌市消防局認定を受けた
事業所で安心、安全です。

・初乗り料金840円 全地区
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5
介護・福祉タクシー
ライフサポートなごみ

北区新琴似10条17丁目5
－7

766-7537

080-2862-
4152

8時～18時
定休日：なし（年中
無休）

介護・福祉タク
シー

退院、お出かけ、お買い物、お客様の生活
をプロドライバーがフルサポートします。
車いすのままご乗車いただけます。

・初乗運賃（最初の1.6km）660円
・時間制運賃（30分ごとに）2,790
円
・スロープ付車椅子用2台

全地区

6 札幌共同配車センター
北区新川4条17丁目1－
32

763-7700 762-7702
9時～17時
定休日：土曜・日
曜・祝日

介護タクシー業
者あっせん

車いすに乗ったまま、ストレッチャーで寝
たまま自由に外出したい、移動したい。乗
車のときに介助が必要なときなどはご連絡
ください。電話1本で必要な車を手配しま
す。
【配車センターで働く人たち】
障がい福祉サービス事業就労継続支援B型
により、障がいのある方々によって運営さ
れています。

・電話1本で必要な車を手配します
（あっせん料無料）。
・配車のご依頼は、ご利用になる
前日まで。

全地区
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理容・美容
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 訪問理容室グランパ 北区屯田6条8丁目5－20
090-8370-
3065

9時～15時（夏）
9時～16時（冬）
定休日：土曜・日
曜・祝日

訪問の理容サー
ビス

いろいろなご事情があって理容室に行けな
い方へ、訪問利用をいたします。経験豊富
なスタッフがお伺いします。

・カット　3,000円（＋出張料500
円）
・シャンプー　＋500円
・顔そり　＋500円
・婦人顔そり　＋1,000円

全地区

2 株式会社リンデンB・I道央
北区新琴似7条1丁目3－
30　アルファヒル麻生
101

0120-309-
304

757-3125 出張理容室

身体のご事情により、美容室や理容室に行
くことができない方のために、美容師・理
容師がご希望の場所へ出張いたします。
専門知識を持つスタッフが美容室・理容室
と変わらないサービスをお届けいたしま
す。ご利用日の2日前までにご予約くださ
い。

・カット　3,850円
・カラー（カット込）　7,150円
・パーマ（カット込）　7,150円
・ヘッドカット　4,400円
その他、お気軽にお問合せくださ
い。

全地区
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便利屋
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業（受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 合同会社あさぶ商事
北区麻生町5丁目7－6－
206

709-8787

090-5956-
8416

便利屋業

家庭内の整理・掃除、大型家具、家電製品
の処分、窓ガラスの清掃、蛇口の配管の修
理、庭木の草刈り、冬囲い、電球・蛍光灯
管の交換など、日常生活上のちょっとした
困りごとに対応します。

状況確認しお見積りをしますの
で、お問合せください。

全地区

2 ㈱マルキ木田商店 北区篠路町篠路340－1 771-2624 773-6203
9時～17時
定休日：日曜・祝
日、年末年始

灯油、ガスの点
検・修理、お米
の精米販売、住
まいのリフォー
ム等

ガスホースの取替などの小さな点検作業か
ら大掛かりなリフォームまで、住宅のお手
入れに対応します。
灯油の配達、精米したてのお米の配達を行
います。
貸出ルームもあります。

お見積りをしますので、お問い合
わせください。

【貸出ルーム】
5～10月1時間あたり500円、
11月～4月1時間あたり600円

全地区
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生活支援
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業(受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1
北区生活応援ボランティアの
会

北区北21条西4丁目2－
20

090-3778-
5679

9時30分～17時
定休日：原則土曜・
日曜・祝日

買い物代行、除
雪、ゴミ出し、
掃除、家具移
動、犬の散歩、
話し相手　等

北区内にお住いのご高齢者や障がいを持た
れている方々の生活を応援することで、生
活をより良きものにする一助となるように
活動しています。
日常生活の中で、ちょっとした困りごとは
ありませんか？お気軽にご連絡ください。

概ね20分　100円
交通費　実費徴収（活動者人数
分）
※ご自宅での活動は、原則2名で対
応。
※長時間・長期継続の活動も可能
です。

全地区

2
日常生活支援たすけ愛
きたく・ふくろう

北区北21条西4丁目2－
20

708-3888 716-1354
9時30分～17時
定休日：原則土曜・
日曜・祝日

家事援助、移動
支援、除雪、庭
仕事、話し相
手、大型ごみの
搬出　等

北区在住の方を対象に、介護保険など公的
サービスだけでは対応しきれない困りごと
に対して、家族やご近所の代わりに暮らし
のお手伝いをいたします。

1時間　700円
30分　 350円
（＋交通費400円より）
※10枚綴りのチケットの購入が原
則ですが、まずはご相談くださ
い。

全地区

3
公益財団法人札幌市シルバー
人材センター 北支部

北区北24条西5丁目1－1 788-6915 788-6935

8時45分～17時15分
定休日：土曜・日
曜・祝日

筆耕、除草、除
雪、パソコン指
導、植木の手入
れや冬囲い、軽
易な大工仕事、
網戸・障子の張
り替え、塗装、
話し相手、事務
整理、軽作業、
補助作業、家事
援助　等（臨時
的・短期的な仕
事）

就職ではなく、永年の経験や技能を活かし
て働きたいといったような健康で働く意欲
の旺盛な高齢者（概ね60歳以上）による会
員組織です。地域社会から高齢者にふさわ
しい臨時的・短期的な仕事や、短時間の仕
事を継続して引き受け、会員各人の希望・
経験・能力に応じ、お互いの力を合わせて
完成させます。
皆様の様々なお困りごとを豊富な経験と知
識を持つ会員がお手伝いします。

【お見積り料金の例】
・植木の手入れ　1時間　1,286円
・植木の冬囲い　1時間
1,224円
・除草　1時間　1,016円
・家事手伝い　1時間　966円
※お気軽にお問合せください。

全地区

4
社会福祉法人札幌市社会福祉
協議会 ほっ・とプラザ

中央区大通西19丁目1－
1

623-4010 623-0004

8時45分～17時15分
定休日：土曜・日
曜・祝日

【えぷろんサービス】
調理・掃除・洗濯・買
い物等の一般的な家事
援助サービス。
【かいてきサービス】
ゴミ出し・庭の手入れ
等の外仕事や室内の模
様替え等。
【お出かけ同行サービ
ス】
軽介護を伴う外出（通
院など）を協力会員
（有資格者）が支援し
ます。要介護２までの
方が利用。

ほっ・とプラザは、市民同士の助け合い活
動を応援するセンターです。高齢者等の日
常生活にお困りの方（利用会員）へ援助活
動を行いたい方（協力会員）を派遣調整
し、各種在宅福祉サービスを提供します。

・年会費　1,200円
・えぷろんサービス　30分　500円
・かいてきサービス　30分　500円
・ゴミ出し　1回　250円
・除雪　30分　600円
・お出かけ同行サービス　30分
550円
※他、交通費（実費）

全地区
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5
太平百合が原地区社会福祉協
議会ボランティア組織 サ
ポートたいゆり

北区太平8条7丁目２－
１

771-2728

毎週水曜日13時30分
～16時
定休日：年末年始・
祝日

地域支え合いボ
ランティア事業

太平百合が原地区にお住いの方々のゴミ出
し補助、買い物補助、話し相手、病院の付
き添いなどをします。毎週水曜日13時30分
～16時にお申込み、相談の受付をしていま
す。

無償
※草むしり、樹木や花壇の手入
れ、除雪は有償（金額はご確認く
ださい）

太平百合が原地区

6
篠路チョボラ会
篠路チョコットお助けたい

090-7645-
2073（クロ
ダ様）
771-1680
（オクヤマ
様）

9時～16:00
定休日：土曜・日
曜・祝日

地域支え合い有
償ボランティア
事業

篠路茨戸地区内にお住いの独居高齢者及び
高齢者世帯の生活のお手伝いをします。事
前に電話連絡をし、ご相談ください。状況
確認後に作業の可否を決定します。

・1回の利用につき、活動支援金と
して最低200円以上とし、事前確認
時に支援金を提示し、決定しま
す。

篠路茨戸地区

7 屯田♡支えあい

757-2482
（北区社会
福祉協議
会）

8時45分～17時15分
定休日：土曜・日
曜・祝日

生活支援ボラン
ティア

屯田地区在住のメンバーで構成された、屯
田地区で活動する生活支援ボランティアグ
ループです。ゴミ出し・買い物同行など、
ご相談ください。

・1回1時間程度500円～
※北区社会福祉協議会で受付け、
月1回のグループ定例会で活動を検
討しています。

屯田地区

8
朝日新聞ASA有限会社 参廣堂
まごころサポート

北区屯田11条1丁目8－1 773-4824
9時～18時
定休日：日曜・祝日

生活支援

電球・蛍光管取替え、簡単な住宅補修、窓
ふき、粗大ゴミの運び出し、家具移動、ス
ノーダクトのお掃除など、ご家庭での
「ちょっとした困った」を解決いたしま
す。

・朝日新聞ご購読の方～20分まで
一律400円（※以降10分単位200円
加算）
・ご購読していない方は出張費別
途1,000円

全地区
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その他
No 事業所・団体名 住所 電話番号 FAX番号 営業(受付）時間 取扱商品 内容 料金 利用可能な地区

1 六番堂書店
北区新琴似11条10丁目6
－15

762-5533 762-5533
10時～14時30分
定休日：土曜・日曜

宅配専門書店

店舗に足を運びづらい高齢者を対象に「一
冊からでも届ける」本の宅配専門店。届け
るだけではなく、いつも楽しみに待ってく
れているお客様方とのコミュニケーション
を大切に、開店以来45年間築いてきたお客
様との繋がりを大事にしているお店です。

配達料無料 北地区、新琴似地区

2
株式会社エンパイアー　札幌
北支店

北区北23条西5丁目2－
37

0120-25-
0163

727-0806

8時45分～17時
定休日：日曜・祝日

クリーニング
（北区・東区・
石狩市　担当）

電話1本で、お品物1点からご自宅までお伺
いします。重くて面倒な布団・じゅうた
ん・カーテンなどもご相談ください。
週1回や月1回など、定期訪問も受けていま
す。
社会貢献の一環として、「札幌市事業者等
による見守り事業」にも参画しています。
ひとり暮らし高齢者のお宅を中心に、エン
パイアーの集配営業スタッフが訪問した
際、何か異変に気付いた場合は迅速に対応
いたします。
北区のエンパイアーの中で、唯一の「古着
の無料回収店」になっております。不要に
なった衣類を無料で回収しています。※古
着の回収で自宅まで取りに伺うことはして
いません。

・集荷・配達料金無料。
・新規利用初回のみ半額。
・クリーニング料金は、直接お電
話でお問合せください。

全地区
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生活支援体制整備事業とは 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らし世帯や支援を必要とする高齢者が増加する中、地域組織やボランティア、老人クラブ、社会福祉法人、ＮＰＯ、民間

企業など地域の多様な主体が連携を図り、ちょっとした生活の困りごとを解決する高齢者の生活支援「支え合いの仕組みづくり」を

行います。 

社会福祉法人札幌市北区社会福祉協議会は札幌市から「札幌市生活支援体制整備事業」を受託し、地域の皆さんとともに身近な地

域での支え合いを推進するため、生活支援コーディネーターを配置して、住民主体による生活支援・介護予防サービスの充実が図ら

れるよう、支え上手・支えられ上手の地域づくりをすすめます。 
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札幌市北区北 24 条西 6 丁目 北区役所 1 階 
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電話 757-2482 FAX737-7270 


