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かいけつ太郎～ケアサービスステーション

障がい者支援施設グリーンホーム厚別

障がい者支援施設　札幌報恩学園

のぞみ寮

楡の会こどもクリニック短期入所

びぃーはいぶ

厚）上野幌3条4丁目1-12

厚）厚別町上野幌822番地

厚）厚別町上野幌822番地

厚）厚別町上野幌822番地

厚）厚別町下野幌49番地

厚）厚別南5丁目3-41

☎893-1199

☎891-5583

☎891-2188

☎892-0730

☎898-3934

☎894-0988

FAX 893-5599

FAX 891-5585

FAX 891-5954

FAX 892-0735

FAX 898-3133

FAX 375-0283

居宅介護事業所 短期入所
介護している方が病気等のため一時的に家庭で介護ができない場
合に、夜間も含めて事業所で一時的に食事や入浴などの介助や必
要な日常生活の支援を行います。

居宅

居宅介護（家事援助・身体介護）

通院

通院等介助

重訪

重度訪問介護

行動

行動援護
自宅にて、食事づくり、洗濯な
どを行う家事援助と入浴など
の身体的な介護を行う身体介
護があります。

病院への通院等のための移
動介助や官公署への公的手
続又は障がい福祉サービス
の利用に係る相談のために
訪れる場合の支援をします。

重度の肢体不自由者の方で常に介助が必要な方
の自宅での入浴、食事等の介護、外出時における
移動支援を総合的に行います。平成26年4月より、
知的障がい者・精神障がい者で行動上著しい困難
を有し、常時介護を要する方も対象となりました。

乗降

通院等乗降介助
ヘルパーが自ら運
転する車両への乗
降介助、乗車前後
の移動介助を行い
ます。

自己判断能力が制限さ
れている方が行動する
ときに、危険を回避す
るために必要な支援、
外出支援を行います。

障がい者支援施設グリーンホーム厚別

障がい者支援施設　札幌報恩学園

厚）厚別町上野幌822番地

厚）厚別町上野幌822番地

☎891-5583

☎891-2188

FAX 891-5585

FAX 891-5954

施設入所支援
施設に入所する方に、夜間や休日に食事や入浴などの介護、その他
必要な日常生活の支援を行います。

定員：60名　（生活介護と一体型）

定員：145名　（生活介護と一体型）

のぞみ寮
厚）厚別町上野幌822番地

☎892-0730
FAX 892-0735

宿泊型自立訓練
知的、精神障がいのある方に対して、居室その他の設備を利用し、家
事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活などに関する相
談及び助言などを行います。

定員：20名

アースサポート新札幌 ☎896-1900
FAX 896-1901厚）厚別中央3条5丁目7-23

居宅 重訪 自主

ヘルパーステーションかえで ☎899-2525
FAX 899-7700厚）もみじ台西3丁目1-8

居宅 通院 重訪 行動 移動 自主 同行

ヘルパーステーションかりぷ ☎894-6003
FAX 896-8483厚）厚別中央5条6丁目5-20

居宅 通院 重訪 行動 移動 自主 同行

ヘルパーステーションつみき ☎890-1266
FAX 890-1267厚）厚別南1丁目9-1-205

居宅 重訪 行動 移動 自主 同行

ヘルパーステーション　鶴 ☎892-0524
FAX 892-0524厚）厚別西4条1丁目14-23

居宅 重訪

ヘルパーステーションそよかぜ ☎890-1261
FAX 890-1260厚）厚別南1丁目9-1　大砂ビル707号室

居宅 重訪 移動 自主 同行

ヘルパーステーション「ディ・グリューネン」☎898-5517
FAX 898-6760厚）厚別町下野幌38-18

居宅 重訪 自主

ヘルパーステーションはばたき厚別センター☎894-1294
FAX 894-1291厚）厚別西4条4丁目12-30

居宅 重訪 自主

ヘルパーステーションらいむ ☎892-1717
FAX 892-7000厚）厚別北2条1丁目1-7クレストールツイン弐番館104

居宅 通院 重訪 移動 自主

ヘルパータック ☎375-7758
FAX 375-7768厚別町下野幌49

居宅 通院 重訪 行動 移動 福祉 同行

訪問介護事業所　サンハート平岡 ☎801-5127
FAX 801-5128厚）厚別中央2条4丁目7-18 ミリオンコート3（1階右）

居宅 通院 重訪 行動 移動 福祉 同行

訪問介護ステーション　マーマレード ☎802-2922
FAX 802-2982厚）厚別西1条5丁目1-20

居宅 通院 乗降 重訪 移動 自主 同行

訪問介護センターサクランボ ☎398-7832
FAX 398-7836厚）厚別中央2条1丁目2-8 2F

居宅 通院 重訪 行動 移動 同行

Home Careぶんぶん ☎769-0831
FAX 769-0832厚）厚別西3条1丁目6-30

居宅 通院 重訪 移動 福祉 自主 同行

ポコ　ア　ポコ ☎378-9815
FAX 378-9538厚）厚別中央3条3丁目2-17 ヴィビ新さっぽろ1階

居宅 重訪 移動 自主 同行

特定非営利活動法人ボランティア杜の家☎802-3332
FAX 892-7520厚）厚別西4条5丁目3-11

居宅 重訪 行動 移動 同行

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 ☎893-5222

FAX 893-0468厚）青葉町7丁目10-10

居宅 重訪 移動 自主 同行

あさひ介護サービス ☎375-9866
FAX 375-9899厚）厚別南2丁目7-7ツインビルA1階

居宅 通院 重訪 移動

あさひ訪問介護事業所 ☎891-7889
FAX 807-7049厚）大谷地西4丁目12-6

居宅 通院 重訪 移動 自主 同行

移動支援事業所　はなきりん ☎801-4305
FAX 801-4306厚）厚別南2丁目11-5

移動

ケアセンター　たんぽぽ ☎378-4744
FAX 378-4744厚）上野幌1条4丁目14-10

居宅 重訪

かいけつ太郎～ケアサービスステーション☎893-1199
FAX 893-5599厚）上野幌3条4丁目1-12

居宅 通院 乗降 重訪 行動 移動 福祉 自主 同行

居宅介護事業所サポート91 ☎894-2529
FAX 375-0841厚）上野幌1条3丁目1-1

居宅 通院 乗降 重訪 行動 移動 福祉 自主 同行

ケアセンターのほろ ☎896-6754
FAX 896-6754厚）厚別中央2条6丁目5-40 第2広地マンション11号室

居宅 通院 重訪 行動 移動 自主 同行

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 ☎896-9610

FAX 896-9607厚）大谷地東2丁目4-1 札幌市交通局本局庁舎6階

居宅 重訪 移動 自主 同行

うつくしま介助サービス ☎398-9768
FAX 398-9769厚）厚別西4条3丁目2-20 スターハイツ北野101号室

居宅 重訪 移動 同行

指定居宅介護事業所　アイズ ☎801-4305
FAX 801-4306厚）厚別南2丁目11-5

居宅 通院 乗降 重訪 行動 移動 福祉 自主

ジャパンケア札幌青葉 ☎801-3361
FAX 801-3300厚）青葉町13丁目5-40

居宅 通院 重訪 移動

ニチイケアセンター厚別 ☎809-1895
FAX 889-3156厚）厚別東4条4丁目11-31

居宅 通院 重訪 移動 自主 同行

ノーザリー訪問介護ステーション ☎890-5302
FAX 890-5305厚）厚別南5条2丁目18-22

居宅 重訪 移動

びぃーちぇ ☎896-7710
FAX 887-7950厚）厚別南6丁目3-17

居宅 通院 重訪 移動

ホームヘルパーを派遣し、居宅において介護や家事等の日常生活の　　　援助や外出時の移動の支援を行います。
※具体的なサービス内容は下記をご覧ください。

移動

移動支援

福祉

福祉有償運送

自主

自主事業（制度外サービス）
円滑に外出できる
よう、移動を支援
します。

公共交通機関を使用して
移動することが困難な方
を対象に、有償で行う、車
による移送サービスです。

事業所が独自で障がい福祉サー
ビス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
各事業所によって異なります。

同行援護
視覚障がい者・児の外出
に必要な移動の支援を
行います。

同行

居宅介護事業所のサービス内容

移動

札幌市地域ぬくもりサポート事業
●特定非営利活動法人わーかーびぃー
厚)厚別中央1条3丁目1-17 ブルーヒルズ101

☎895-8010
FAX 895-8010

Ｅ-mail nukumori@workerbee.biz

地域ぬくもりサポート事業とは…？
日々の生活の中で支援を必要としている障がいのある方
と、地域サポーター(有償ボランティア)とをつなぐ事業で
す。支援内容は外出のお手伝い、育児のお手伝い、暮らしの
お手伝いなどです。詳細につきましては上記サポートセン
ターにご連絡ください。

厚別区地域部会のご案内
厚別区地域部会とは…？
厚別区の地域包括支援センター、障がい者相談支援事
業所、サービス提供事業所、病院、社協、行政などが集
まり、地域に暮らす障がい児者・高齢者や困難を抱えて
いる方とその家族のより安心な暮らしの実現のため
に、連携の輪を深め、地域で抱える課題等の解決に向
けた検討・協議をしていくことを趣旨として、平成23年
2月に設立されました。

厚別区地域部会では、障がいや高齢、児童といった縦割り
ではなく、横のつながりを大切にし、「垣根のない支援」の
実現に向けて、定期的な事例検討会の実施や事業所間の
情報交換会などを実施しております。地域の皆さんが困っ
ている時にいつでも気軽に応援できる、そんなネットワー
クを目指しています。詳細については、下記事務局までご
連絡下さい。

●ますとびぃー
　（札幌市障がい者相談支援事業）
厚）厚別中央1条3丁目1-17　ブルーヒルズ101

●厚別区役所保健福祉課福祉支援係
厚）厚別中央1条5丁目

Ｅ-mail：mast-bee@workerbee.biz

☎299-3856

☎895-2400

FAX 894-3899

厚別区地域部会事務局

●就業・生活相談室しんさっぽろ
厚）厚別中央4条5丁目4－1 フォレスト新札幌201

☎887-7075
FAX 887-7076

障がいのある方の就労についての相談先
「働きたい」「働いている」など障がいのある方々の就労に関する相
談を受け、就労に必要な準備のサポートや働き続けるための支援な
どを行います。

行動 移動

自主




