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掲載内容は、調査時点のものとなりますが、現在
新型コロナウィルス感染症の影響により、掲載内容
と実態が異なる場合がございます。
詳細につきましては、企業・事業所などに直接お

問合せ下さい。

ご注意とお願いご注意とお願い
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集いの場集いの場

ふれあいいきいきサロン 地域や個人が主催する集いの場です。町内会等のボランティ
アの方が中心となり、町内会館や個人宅で開催されています。

認知症カフェ 認知症の方とそのご家族、認知症に関心のある地域住などが
気軽に参加し交流できる集いの場です。

地域食堂・子ども食堂 地域に住むこどもから高齢者の方まで、食事を提供しながら、
地域のつながりや見守りの役割も果たす場所です。

ご近所の方々とは挨拶程度、気軽に話せる話し相手がほしい。

最近閉じこもり気味、どこかに定期的に出かけたい。

認知症のこと、誰かと話したい。仲間がいないかな。
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みなさまの地域にあるサロン・カフェ・地域食堂
など『集いの場』をご紹介します！

こんな方にお勧めです！
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（2021年2月現在）

No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所 参加対象 料金 主な内容

1 おててつないで（障がい・子育て） 第3金曜 10：00～11：30 白石区民センター　南郷通1丁目南８ 乳幼児親子 無料 自由遊び、季節行事等

2 わんぱくサロン（子育て）
第3火曜 10：00～11：30

※8・1月は第4火曜、12月は第3木曜
白石小ミニ児童会館　本通1丁目北４ 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

3 ぽかぽかサロン（子育て）
第2木曜 10：00～11：30

※8・1月は第4火曜、12月は第3木曜
南郷小学校ミニ児童会館　本郷通4丁目南３ 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

4 たんぽぽサロン（子育て） 第4木曜 10：00～11：30 西白石小学校ミニ児童会館　中央3条5丁目 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

5 明日の会（高齢） 金曜 10：30～12：00 コープ白石中央マンション集会室　中央1条5丁目 マンション内の高齢者 無料 おしゃべり、健康体操、レク等

6 ふれあいサロン・南郷台（高齢） 第1木曜 13：30～15：30 京成サンコーポ南郷台集会場　南郷通3丁目南５ マンション内の高齢者 無料 おしゃべり、レク等

7 共栄憩の会（高齢） 毎月8日 11：30～14：30 共栄福祉会館　平和通7丁目南１　夏～公園（月2回　1時間程度） 共栄第三町内会の高齢者 600円 食事会、おしゃべり、相談、情報交流、公園でのごみ拾い

8 ふれんどサロン（高齢） 第3土曜　13：00～15：00 京成サンコーポ集会室 南郷通3丁目南５ マンション内の高齢者 無料 おしゃべり、絵手紙、ゲーム等

9 サロン和かば（高齢）
2か月に1度(不定）

13：30～15：30 白石会館　本通1丁目南2 白石区本通親和会の会員の高齢者 無料 茶話会、趣味活動、レク、２会場の参加者の交流会等

10 カフェinカメラ懐館（高齢） 第2・4木曜 10：30～14：00 カメラ懐館　平和通２丁目南１ 特になし １回500円 軽食、歌、体操等

11 「子育てサロン」コアラ（子育て） 第4月曜 10：00～11：30 共栄福祉会館　平和通7丁目南１ 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

12 共栄サロン「ゆうゆう」（高齢） 第4水曜13:30～15:00 共栄福祉会館　平和通7丁目南１-15 町内に住む65歳以上の高齢者 無料 体操、講話、作品制作、子供たちと交流、演劇鑑賞

13 みんなのお茶の間くるくる（高齢） 火曜 10：00～15：00 個人宅（本郷通８丁目南） 当該サロンの近隣住民
１回100円

※冬期150円
おしゃべり、小物づくり、講話、ランチ会（月1回）

14 ふれあい広場ほんごう（高齢） 第4月曜 10：00～15：00 本郷会館　本郷通8丁目北１ 本郷町内会の高齢者 無料
囲碁、麻雀、民謡、おしゃべり、

介護予防体操(奇数月）、カラオケ（偶数月）等

15 なでしこの会（高齢） 第1日曜 10：00～18：00 個人宅（平和通１２丁目南） 会場周辺の高齢者 １回300円 折り紙、古布の利用、敷物作り等

16 ひまわりサロン（高齢） 火･木曜 10：30～12：00 個人宅（本郷通１０丁目南） 高齢者
１回300円

※冬期４00円
演歌体操、折り紙製作、ゲーム、歌、ミュージックベル等

17 シルバーサロン（高齢） 木曜　10：00～16：00　※8月除く 旭町内会館　平成通１０丁目北4-15
旭町内会及び近隣町内会の

65歳以上の方 １回200円 昼食、おしゃべり、ゲーム

18 いきいきサロン東札幌（高齢） 第2･4水曜 13：00～15：00 東札幌会館　東札幌2条4丁目 東札幌在住の高齢者 １回150円 おしゃべり、ゲーム、歌、生け花等

19 いきいきサロンやまびこ（高齢） 第1･3水曜 13：00～15：00 東札幌会館　東札幌2条4丁目 東札幌地区の高齢者
１回150円※特別

行事で500円また

は1000円
おしゃべり、ゲーム、歌、生け花等

20 ぐー・ちょき・ぱー（子育て） 第3木曜 10：00～11：30 東札幌会館　東札幌2条4丁目 0歳～ 無料 自由遊び、絵本、折り紙、季節行事等

下記サロンの問い合わせ先：白石区社会福祉協議会　　住所：白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎1階　電話：011-861-3700

白石

東白石

◇ふれあい・いきいきサロン（白石区）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、上記窓口に直接おたずねください。

東札幌
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（2021年2月現在）

No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所 参加対象 料金 主な内容

21 いきいきサロンひまわり（高齢） 第3土曜 13：00～15：00 UR都市機構東札幌6条団地 集会場　東札幌6条3丁目 団地内の65歳以上の高齢者 200円 お茶会、ゲーム、カーリンコン、季節行事等

22 東札幌ランチサロン（高齢） 第4金曜 12：00～15：00 東札幌会館　東札幌2条4丁目 高齢者（主に独居者）
1回300円

※昼食無100円 昼食、茶話会、紙工作、折り紙等

23 お茶の間サロン・チャオ（高齢） 第2･4木曜 14：00～16：00 個人宅（菊水3条） 菊水西連町の独居高齢者 １回200円 おしゃべり、カラオケ、ＤＶＤ鑑賞等

24 どんぐりころころ（子育て） 第2火曜 10：00～11：45 菊水地区会館　菊水7条2丁目 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

25 サロン四ツ葉（高齢） 第3･4木曜 10：00～12：00 菊水東町福祉会館　菊水6条4丁目 菊水東連町の高齢者 １回100円 おしゃべり、囲碁、将棋、麻雀、介護予防体操等

26 ラ・クレスト菊水ふれあいサロン（高齢）

第1水曜・第２火曜 13：30～15：00

第3火曜 11：30～13：00

第４火曜（4～10月）10：00～12：00

　　　　（11～3月）13：30～15：00

ラ・クレスト菊水クレアホール　菊水1条2丁目　 マンション内の高齢者
無料※昼食サロ

ン時200円（第

３火曜日）

健康体操、ゲーム、カラオケ、ゲーム、季節行事等

27 菊水南町福の会（高齢） 第1～3月曜　10：00～14：00 菊水南町やよい児童会館　菊水1条4丁目 菊水地区内の高齢者他 １回200円 健康体操、茶話会、三世代交流等

28 サロンＶガーデン（高齢）
第4火曜 10：00～17：00

火・金曜 18：00～20：00

第2・4水曜　9：00～11：00

ディーグラフォート東札幌Ｖガーデン集会所 菊水8条4丁目 マンション内の高齢者 無料 茶話会、パークゴルフ、マージャン、料理等

29 いちよん会（高齢） 第3金曜基本　17：00～21：00
菊水地区会館 菊水7条2丁目

菊水ワークセンター 菊水1条4丁目

菊水１条４丁目町内会
の高齢者

１回500円 カラオケ、情報交換等

30 北郷ふれあいいきいきサロン（高齢） 月1回(不定) 10：00～11：30
北郷東会館 北郷3条6丁目 北郷会館　北郷3

条3丁目 北郷瑞穂会館 北郷8条9丁目 北郷地区の高齢者 1回100円 茶話会、ゲーム等

31 地域の茶の間「みずほ」（高齢） 第1木曜 10：00～13：00 北郷瑞穂会館　北郷8条9丁目 会場周辺の高齢者 １回300円 おしゃべり、手芸、ゲーム等

32 ころぽっくる（子育て）
第2水曜 10：00～11：30

※8月は第4水曜、1月は休み
北白石小学校ミニ児童会館　北郷6条３丁目 乳幼児親子 無料 自由遊び、読み聞かせ、季節行事等

33 四丁目サロン（高齢）
水曜 10：00～12:：00

第4日曜 11：00～13：00
ふれあい　北郷4条4丁目白石ゴム製作所1階 地区内高齢者

500円（第４
日曜のみ）

昼食会（第４日曜のみ）、茶話会、講習会等

34 ふれあい・いきいきサロン瑞穂（高齢） 土曜 13：00～17：00 北郷瑞穂町内会館　北郷8条9丁目 北郷瑞穂町内会の高齢者 無料 お茶会、麻雀、囲碁、健康体操、研修等

35 なごみサロン（高齢） 月４回不定期　10：00～11：00 個人宅 北郷親栄第５町内会の高齢者 100円 情報交換、茶話会、健康体操等

36 北郷団地元気サロン（高齢）
第2木曜と2ヶ月に１回（第4火・水・

木曜いづれか） 13：00～15：00 北郷団地集会室　北郷7条10丁目
北郷団地住居の方並び
に近隣の方

年会費300円
※材料費あり

講話、体操、ゲーム、手芸、茶話会、麻雀

37 むつみ・ふれあいサロン（高齢） 第２・4水曜　10：30～13：00 北郷瑞穂町内会館　北郷8条9丁目
北郷瑞穂町内会の高齢者及び

周辺の高齢者 200円 情報交換会、茶話会、手芸、体操

下記サロンの問い合わせ先：白石区社会福祉協議会　　住所：白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎1階　電話：011-861-3700

◇ふれあい・いきいきサロン（白石区）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、上記窓口に直接おたずねください。

東札幌

北白石

菊水
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（2021年2月現在）

No サロン名 地区名 開催日 主な開催場所 参加対象 料金 主な内容

38 ゴーゴーキッズ（子育て）
第4水曜 10：00～11：30

※12月は第3水曜
北都地区会館2階和室　北郷3条12丁目 乳幼児親子 無料

紙芝居　読み聞かせ　手遊び　体操　遊戯　育児
相談　季節行事

39 川北スマイルサロン（高齢） 第2･4木曜 10：00～12：00 川北会館　川北2条2丁目 北東白石地区内の高齢者 2,000円（年間） 茶話会　かんたん体操　歌　花見　新年会　日帰り温泉

40 北都ふれあいサロン（高齢） 第1･3木曜 13：30～15：00 北都地区会館　北郷3条12丁目 北都町内会の高齢者 100円 編み物、小物作り、洋裁、おしゃべり、歌

41 あすなろ会（高齢） 第1･3木曜 9：00～11：30
夏場：川下公園　川下2651-3

冬場：川下会館　川下641-230 川下地区の高齢者 無料 川下公園にて健康体操、パークゴルフ、おしゃべり、ゲーム

42 よろず会（高齢） 第1･3月曜 10：00～12：00 川下会館　川下641-230 川下地区の高齢者 無料 カラオケ、茶話会、研修旅行、交通安全講習、日帰り旅行等

43 シニアサロン「和み」（高齢） 第１・３水曜 13：00～15：00 ＳＯＮＰＯケア札幌川下１Ｆ食堂　川下3条6丁目
北東白石地区に住む65歳以上

の高齢者
無料 介護予防体操、脳トレ、カラオケ、ゲーム

44 川北町内会おしゃべりサロン（高齢） 第３木曜 10：00～12：00 川北会館　川北2条2丁目 川北町内会会員の高齢者 200円（年間） 手作りコーナー、笑いヨガ、講習会（年2～3）、昼食会

45 サロン「やまんば」（高齢） 第2・4火曜13：00～16：00 個人宅 近隣の60～70歳の高齢者 500円　 手工芸の作品作り、折り紙、おしゃべり、茶話会

46 ハナの会（高齢） 木曜 10：00～12：00 北都地区会館　北郷3条12丁目 なし 300円 ストレッチ、交流、ラジオ体操、茶話会

47 このゆびと～まれ！（子育て） 第3水曜 10：00～11：30 白石東会館　本通18丁目南２ 乳幼児親子 無料 自由遊び　ペ－プサ－ト　絵本読み聞かせ　体操　紙芝居

48 ふれあいサロン徳洲苑しろいし（高齢） 第2金曜 13：00～15：00 徳洲苑しろいし　栄通18丁目 会場周辺の高齢者 無料 茶話会、紙工作、折り紙

49 いきいき・栄・健康サロン（高齢） 第2・4金・土曜10：00～16：00 栄自治会集会所　栄通15丁目 栄自治会の独居高齢者 無料 茶話会、ゲーム、カラオケ、健康体操、季節行事

50 えいてぃーんずカフェ喜房の華（高齢） 火曜・時々日曜 10：00～12：00 カフェ喜房の華　栄通18丁目 会場周辺の高齢者 300円 茶話会、おしゃべり、健康体操

51 サロン茶茶（高齢） 第3水曜 10：00～12：00 個人宅（菊水元町4条） 菊水元町地区の高齢者 150円 茶話会　仲間づくり

52 わくわくポケット（子育て） 第4金曜 10：00～11：30 菊水元町地区センター　菊水元町5条2丁目 乳幼児親子 無料
自由遊び　ペ－プサ－ト　絵本読み聞かせ　体操
講話　季節行事

53 きらく（高齢） 第3火曜　1０：00～14：00 白菊会館　菊水元町8条1丁目 白菊町内会の高齢者 無料 昼食、茶話会、ゲーム、健康体操、読書等

54 福祉の日（高齢） 金曜 10：30～16：00 米里町内会館　米里3条1丁目 米里町内会の高齢者 無料 健康体操、ゲーム、卓球、情報交換

55 ばら工房（高齢） 第1・3水曜　10：00～15：00 米里町内会館　米里3条1丁目 地区内の高齢者 200円 手作り作品の制作

56 お茶の間サロンゆうゆう（高齢） 第3金曜　10：30～14：00 菊水元町南町内会館　菊水元町7条2丁目 菊水元町南町内会の高齢者 無料 脳トレ、体操、ゲーム、行事、昼食を取りながら交流

下記サロンの問い合わせ先：白石区社会福祉協議会　　住所：白石区南郷通1丁目南8-1白石区複合庁舎1階　電話：011-861-3700

◇ふれあい・いきいきサロン（白石区）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、上記窓口に直接おたずねください。

白石東

菊の里

北東
白石
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（2021年2月現在）

名前 内容 対象地域 開催頻度（日時） 参加費（1回） 定員 TEL（問い合わせ）

あかりカフェ 情報交換、交流や勉強会など 白石区
月1回（第3日曜日）
13：30～15：30

100円 無 011-850-2088

レモンカフェ　コミ白
喫茶、ミニ講座、体験、
相談会など

全市
月1回（第2水曜日）
14：00～15：30

100円 30名 011-864-5321

あるカフェ
喫茶、相談、ミニ講座、ゲー
ムなど

白石区
月1回（第３水曜日）
13：30～15：00

100円 無 011-846-7110

カフェ　モア・サロン 相談、喫茶 全市
月1回（土曜日）

13：00～15：00
100円 無 011-879-1600

こまちテラス 喫茶、ミニ講座、相談など 白石区 2か月に1回（第2水曜日） 100円 無 011-811-8110

北郷4条12丁目17-7

菊水上町4条3丁目94番地64

◇認知症カフェ

開催場所

栄通16丁目6-16
デイサービスセンターあかり

本郷通3丁目南1番35号
介護老人保健施設コミュニティホーム
白石1階

本郷通9丁目北4-15
楽ゆう館ほんごう（2階食堂）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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名前 開催頻度（日時） 参加費（1回） 定員 TEL（問い合わせ）

お粥食堂　こはる
月1回

11：00～13：00
500円 50名

担当：森口氏
090-1739-3470

ボランティアクラブ
オレンジリング地域食堂

月1回（月曜日）
12：00～13：00

300円
（大盛400円）

70名
介護予防センター川
下
011-875-6810

モア・サロン福寿　子ども食堂
月1回（土曜日）

11：30～13：30
中学生以下は無料
高校生以上300円

―
デイサービス
モア・サロン福寿
011-879-1600

みんなの食堂　きらり
月1回（土曜日）

16：00～18：00
※ごはんは17：00～

中学生以下　50円
高校生以上　200円

―

担当：酒井氏

090-7055-1426
※問い合わせ：平日9時～
17時

北郷3条12丁目4-1 北都地区会館 地区にお住まいの高齢者

北郷4条12丁目17-7
デイサービス　モア・サロン福寿

地域にお住いの方

菊水4条１丁目8－17
菊水ビル３階

地域にお住いの方

（2021年2月現在）

開催場所 対象

本通2丁目南4-15
浄土真宗本願寺派　興徳山乗善寺

地域の高齢者・障がい
がある方

◇地域食堂・子ども食堂

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

名前 内容 対象地域 開催頻度（日時） 参加費（1回） TEL（問い合わせ）

川下オレンジカフェ 喫茶、相談など
地区にお住まい

の高齢者
月1回（木曜日）

13：00～15：00
100円

介護予防センター川
下
011-875-6810

開催場所

川下4条6丁目2-23
きさく苑デイサービスセンター2階
交流スペース

◇その他集いの場
（2021年2月現在）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。



権利擁護について相談したい

住宅サービスを利用したい

訪問診療を利用したい

障がい者サービスを利用したい

訪問理美容サービスを利用したい

医療・介護・福祉の民間サービスの相談窓口医療・介護・福祉の民間サービスの相談窓口

-8-

公的サービス以外のサービスや相談先をご紹介します。
お困りのときは、お問い合わせください！

こんな方にお勧めです！
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名前

札幌市医師会

【白石区内の訪問診療対応医療機関】

名前

医療法人資生会
よつばクリニック

医療法人社団
きよみず公園クリニック

医療法人社団響
さくら内科クリニック

医療法人孝友会
ごう内科クリニック

医療法人社団　南郷医院

医療法人東札幌病院
ヘルスケアクリニック光

北海道医療生活協同組合
緑愛クリニック

　
おおきな木ホームクリニック

内科、リハビリテーション科 

内科 

内科 

アレルギー科、内科(呼吸器・消化器・循環器・
漢方)

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科 

内科、神経難病（人工呼吸器）～慢性疾患、幅広
くサポートをさせていただいております。
訪問範囲は白石区・清田区・豊平区（厚別区・中
央区は要相談）
まずはご連絡ください。

内科 

内科、老年内科 

011-860-1043 

011-868-8866 

011-868-0033 

011-825-1055 

011-813-6311 

011-817-2171 

011-850-5050 

011-861-2768 

東札幌１条2丁目1-3 

東札幌4条3丁目6-1 

東札幌4条4丁目1-18 

栄通21丁目1-16 

南郷通12丁目北1-25 

本郷通11丁目南3-26

南郷通6丁目北3-24 

南郷通7丁目北5-30　タカシマビル 1階 

◇訪問診療
（2021年2月現在）

住所 ＴＥＬ（問い合せ）

住所

「在宅療養情報マップ」
https://www.spmed.jp/z/index.html
参照

診療科目

ホームページ上から白石区内の医院を探し、詳細で訪問診療/往診してい
るかを確認し、お問い合わせの上ご利用ください。
HP:＜https://www.spmed.jp/z/index.html＞

備考

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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【白石区内の訪問診療対応医療機関】

名前

医療法人社団　佐分利内科医院

内科胃腸科クリニック長尾医院

医療法人徳洲会
ホームケアクリニック札幌

医療法人社団輝望会
いろは診療所

医療法人　白石中央病院

菊水内科循環器クリニック

中島内科胃腸科クリニック

医療法人社団ありがとうの風
在宅療養支援診療所
くまさんクリニック

医療法人社団
川北内科循環器科医院

勤医協札幌病院

011-861-8171 

011-827-6688 

川北2条3丁目2-25 

菊水4条1丁目9-22 

北郷2条12丁目4-14　1F 

内科、心療内科、精神科、神経科、呼吸器科、消
化器科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、
小児科、外科、整形外科、皮膚科、産科、婦人
科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科

011-811-2726 

011-873-0903 

011-872-4533 

011-811-2246 

内科、外科、整形外科 

内科、循環器内科 、消化器内科

内科、消化器科、胃腸科 

内科 

内科、循環器科 

011-864-1751 

011-861-4696 

011-868-9100 

011-867-6770 

内科 

内科、小児科 

内科、消化器科、胃腸科、循環器科 

内科、緩和ケア内科 本通5丁目北1-1 

平和通4丁目南1-7　ラベンダー白石 701号 

平和通3丁目北2-3 

菊水3条2丁目4-1　ニューギン札幌ビル 2階 

菊水上町1条3丁目36 

本通11丁目南1-9 

本郷通10丁目南1-23 

◇訪問診療
（2021年2月現在）

住所 ＴＥＬ（問い合せ） 診療科目

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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（2021年2月現在）

名前 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間 料金

日本司法支援センター
札幌地方事務所
（法テラス札幌）

中央区
北1条西9丁目3-1
南大通ビルN1　1階

TEL:0570-078388
（IP電話の方は
　050-3383-5555）

平日のみ
・情報提供
　9：00～12：00・13：00～16：00
・情報提供・法律相談の受付
　9：00～17：00

情報提供：無料
法律相談：無料
（法律相談は所得制限有）

公益社団法人
成年後見センター
リーガルサポート
札幌支部

中央区
大通西13丁目4番地
中菱ビル６階
札幌司法書士会館

（電話相談）
TEL:011-280-7077
（面談・出張相談予約）
TEL:011-280-7078

・電話相談
　受付時間：月～金　12：00～15：00
・面談・出張相談予約
　予約時間：月～金　9：00～12：00
　　　　　　　　　 13：00～16：00

相談料無料

札幌弁護士会
高齢者・障害者支援センター
『ホッと』

中央区
北１条西10丁目
札幌弁護士会館１階

TEL:011-242-4165

・予約受付時間
   月～金 10：00～12：00
　   　　 13：00～16：00(祝日を除く)
※法律相談（面談及び精神保健支援事業以
外の出張相談）2020年11月20日以降の新
規予約受付分より原則として電話相談にて
賜ります

まずは電話で相談予約
来館相談は45分無料
出張相談は60分11.000円
（消費税・交通費込但し、
実施地域は札幌市内のみ）
（生活保護世帯は免除）

公益社団法人
北海道社会福祉士会
「ぱあとなあ北海道」

中央区
北２条西７丁目
かでる２・７　４F

TEL: 011-213-1313
FAX: 011-213-1314

・相談受付時間
　月～金　9：30～12：00
　　　　 13：00～16：30
 （年末年始・祝日休み）

電話・来所相談：無料
訪問相談：１時間2,000円
+交通費

一般社団法人シニアライフサ
ポート協会
（身元保証サポート）

中央区
南２条東１丁目1-11
第３泊ビル１Ｆ

TEL：011-200-0947
月～土曜日
10：00～18：00
（日・祝・年末年始休み）

年間30,000円（税別）
　
初年度のみ別途、
登録料60,000円（税別）

オーカスタイル
（一般社団法人北日本シル
バーライフ協会）

中央区
大通西４丁目１
道銀ビル9階

TEL: 011-242-0155
FAX: 011-271-2221

営業時間
　月～金　8：45～17：15
　（土日、祝日休み）
　※事前予約にて、時間外受付可

サポート内容による

有料老人ホームや高齢者住宅に移り住
む予定の方対象。入居時の身元保証、
入院時の手続き代行、身内への連絡。
死亡等で住宅、病院を退去する場合の
家賃や公共料金の精算、残された物の
法定相続人への受け渡し、低価格でで
きる葬儀等。
入居身元保証、入院身元保証、生活サ
ポート、任意後見サポート、エンディ
ングサポート、遺言サポート等々様々
なサポートあり。親族がいない方、親
族に迷惑かけたくない高齢者を対象。

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

◇権利擁護関係

相談項目等

高齢者、障がい者の方々が直面する問
題について、法律相談を通して、問題
内容を把握したうえ、事案に応じた法
制度を選択し問題の解決を図ります。

成年後見制度の相談のみ対応いたしま
す。

国が設立した公的法人です。弁護士、
司法書士が、身近な法的トラブルの相
談、解決を図ります。

公益法人の相談機関です。司法書士に
よる、成年後見や相続・遺言等、高齢
者や障がい者等の権利を守るための支
援を行います。
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（2021年2月現在）

名前 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間

相談室あゆみ
（札幌あゆみの園）

川北2254番地1
TEL：011-879-5555
FAX：011-879-5511
直通：011-350-8755

月～金　9：00～17：30

相談室きよサポ
南郷通14丁目南4番8
号
キャッスル大木戸1階

TEL：011-860-1750
FAX：011-860-1760

月～金　9：00～17：00
土曜日　9：00～12：00

◇障がい者相談窓口

相談項目等

暮らしの中での困りごとや悩みごとなどをご相談下さい。相談され
る方の立場に立って、一緒に考え、解決に向けてのお手伝いをさせ
て頂きます。
ご希望に応じて、ご自宅等に訪問致します。まずはお気軽にお問合
せください。

障がいのある方やそのご家族、関係機関からの相談に応じ、自立し
た日常生活、社会生活が送れるよう支援します。

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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（2021年2月現在）

名前 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間 料金

一般社団法人
あんしん住まいサッポロ
（通称：あんすま）

中央区
北1条西2丁目
オーク札幌ビル1階

1.在宅のこと
TEL：011-222-9800
2.住みかえのこと
TEL：011-210-6224

FAX：011-210-7722

自宅：月・水・金　13：00～16：00
住み替え：月～金　10：00～16：00
（祝日除く）

相談無料

NPO法人
ハートフルネットワーク
たのしくらす

中央区
北１条東５丁目
９番地

0120-511-810
TEL：011-231-6511
FAX：011-231-6541

平日・土（祝日除く）9：00～18：00

株式会社ポロワッカ
ＷＥＢサイト「暮らそっか」

中央区
南2条西２4丁目２-17
河村ビル1F

TEL：011-624-0660
9：00～18：00
※土・日・祝日を除く 相談無料

NPO法人札幌高齢者住まいの
サポートセンター

中央区
南２条東１丁目1-11
第３泊ビル１F

TEL：011-200-0747
FAX：011-351-2611

相談サロン：月～土曜日10：00～18：00
（日・祝・年末年始　休）

相談無料

有料老人ホームや高齢者住宅の最新資
料や予算や介護に応じたカタログを無
料で送付。相談案内業務の他、引越し
手配、引越しに伴う不用品処分、不動
産処分などを実施。

◇住宅サービス相談窓口

1.高齢になっても自宅で安全・安心に
住み続けるためのアドバイス
2.高齢で住み替えを考えている方への
相談と情報の提供
（市民ボランティアによる親身の相
談）

相談項目等

施設（有料老人ホーム、サービス付き
高齢者向け住宅､グループホームな
ど）紹介の他、移転・引っ越し各種手
続き介護付き旅行などのサポートな
ど、高齢者の住まいと生活をサポート

1.宅建業免許を持った高齢者の住み替
えサポート会社。ご自宅の売却と併せ
て、次の住まい選び（特に賃貸マン
ション）をワンストップ対応。
2.高齢者向け住まいガイドＷＥＢ［暮
らそっか」も運営。
・HP：＜http://sakouju-
guide.com/＞

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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（2021年2月現在）

名称 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間 料金

NPO法人
日本理美容福祉協会
札幌センター

北区
西茨戸1条1丁目8-27

TEL:011-775-7060
FAX:011-775-7060

月曜日～土曜日
（日曜定休日）

9：30～18：00
※要予約

カット
2.100円～

札幌訪問理美容センター
清田区
里塚2条6丁目21-5

TEL:0120-984-907 9：00～17：00
カット

2,000円
ほか

馬車の訪問理美容室
中央区
南9条西8丁目1−26

TEL:011-521-1371 9：00～19：00
カット

3,500円～
ほか

◇訪問理美容サービス

備考

＊出張費550円が別途必要です（駐車場
がない場合駐車料金別途）。
＊ご本人様、ご家族様の方でもお申込みい
ただけます。
＊お盆前、年末は大変混みあいますので、
ご予約はお早めにお願いします。
＊ご予約は前日までとなっております。当
日ご予約は受け付けていませんのでご了承
願います。

＊自宅訪問（出張）料は、別途1,000円
を頂戴します。
＊札幌市在住の方で【1】65歳以上で在
宅寝たきりの方、【2】60歳以上65歳未
満の方のうち、①介護保険法に規定する
「要介護者」または「要支援者」と認定さ
れた方、②これらと同程度の身体状況と認
められる方は、年4回まで出張料無料とな
ります。

＊移動式の訪問美容室です。
＊ご自宅又は訪問理美容車のどちらかを利
用者様ご自身で選択していただき施術しま
す。
＊寝たきりの方の対応も可能です。

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。



こんな方にお勧めです！

有料除排雪サービスを利用したい

灯油の配達を頼みたい

買い物を届けてほしい

不用品・遺品整理をしたい

その他生活サービス

買い物、ゴミ出し、除雪など公的サービス以外のサービスや
相談先をご紹介します。お困りのときは、お問い合わせください！

日常生活で助かるお店やサービス日常生活で助かるお店やサービス

-15-



-16-

◇買い物・食事に関するサービス
（2021年2月現在）

種別 店名 サービス名 配達地域 対象者 料金 配達時間 備考

・ビッグハウス

・スーパーアー
クス

らくらく便
原則として店舗から半径2
㎞以内

ララカード会
員限定
（2,500円以
上お買上のお
客様）

指定箱で1箱（20ｋｇ）200円、２
箱目から100円
＊要冷蔵品（肉・魚等）が入った場合
は1箱につき200円（冷凍品は不可）
＊65歳以上の高齢者・身障者・妊婦
さんは証明書提示で１箱無料（2箱目
からは100円）

・毎日13：00まで受付、
21：00頃までに配達。
・13：00以降の受付で翌
日9：00からの配達。

【証明書】
敬老パス・母子手帳・障がい者手帳
【配達できない物】
1.つぶれやすい物（いちご、ぶどう、もも等）
2.割れやすい物（たまご、カットスイカ等）
3.形状が崩れやすい物（刺身の盛り合わせ、生寿司等）
4.冷凍保存の物（冷凍食品、アイス、冷凍保存商品）
5.購入店以外で購入された物（テナントの商品含む）
＊詳細は店舗にお問合せください

コープさっぽろ
コープ宅配シス
テム「トドッ
ク」

市内全域 組合員

・1回の注文の手数料216円
（グループでのご利用の場合は、1人
あたりの手数料がおトクになりま
す。）
＊3つのサポートシステムで手数料
サービス！
・赤ちゃんサポート（無料）
・子育てサポート（半額）
・65サポート：65歳以上の方（無
料）

各店舗に問合せください

・毎週決まった曜日に、ご自宅や職場などに商品をお届
け！
・冷凍品も冷蔵品も安心！
・お留守のときも安心！
・配達日が祝日でもお届け！
・6,000種以上の商品から選べる！
・定番アイテムは定期配達で！
・ご注文はご自分のペースで！（毎週注文しなくても
OK！）
・便利なＷｅｂでの注文もＯＫ！

ダイイチ 助カル便
各店指定の配達区域に限
る

全ての利用者 2,000円以上の買物で２箱まで無料
当日15：00迄の受付で当
日15：00より配達（店舗
により異なる）

ダイイチ白石神社前店 ： 札幌市白石区本通13丁目北3番
39
TEL：011-860-5566
各店指定の配達地域に限ります
＊詳細は各店舗にお問合せ下さい

イオン
東札幌店

イオン楽宅便

・店舗から半径5㎞圏内と
なります。詳しくは係員
までお尋ねください
・配達時間の指定は承っ
ておりません
・配達不在時は不在票を
入れ翌日以降のお届けと
なります

全ての利用者
（・65歳以
上の方、ゆう
ゆうWAON
会員、オー
ナーズ会員、
お身体の不自
由な方、妊娠
されている方
は割引有）

①一般の方
・2,500円以上お買上：コンテナ1個
につき200円
・2,500円未満のお買上：コンテナ1
個につき300円
②【65歳以上】【ゆうゆうWAON会
員】【オーナーズ会員】【身障者手帳
をお持ちの方】【妊娠されている方】
・2,500円以上お買上：コンテナ1個
につき100円
・2,500円未満お買上：コンテナ1個
につき300円
・要冷（冷蔵）商品：コンテナ1個に
つき200円

受付時間
①12：30まで
②12：30～
配達時間
①当日14：00～20：00
②翌日10：00～14：00

イオン東札幌店：白石区東札幌3条2-1
TEL：011-824-3161

・専用コンテナでのお届け、１個あたり商品重量22ｋｇま
で
・お客様にて袋詰め下さい
・段ボールは1個1料金となります
・当店舗、直営売場でのお買い上げ商品に限ります
・ビンものの配送は可能（立てた状態での高さ30㎝以内の
もの）
・破損のおそれのある商品と冷凍商品の配送は不可
・各種証明書の提示をお願い致します
（年金手帳、障害者手帳、母子手帳など）
＊詳細は店舗HP・各店舗カウンターにお問合せ下さい

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

ス
ー

パ
ー
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◇買い物・食事に関するサービス
（2021年2月現在）

種別 店名 サービス名 配達地域 対象者 料金 配達時間 備考

マックスバリュ
菊水店

＜白石区＞
・菊水1条1～4丁目
・菊水2条2～3丁目
・菊水3条1～5丁目
・菊水4条2丁目
・菊水5条1～3丁目
・菊水6条1～4丁目
・菊水7条1～4丁目
・菊水8条1～3丁目
ほか、東区・豊平区・中
央区の一部

誰でも可

・一般の方：2,500円以上200円
　　　　　　　 2,500円未満300円
・65歳以上、妊娠されている方、お
身体の不自由な方、小さなお子さまを
お連れの方は、2,500円以上のお買い
上げで送料無料。2,500円未満で200
円。

受付時間　14：00まで
配達時間
平日16：00～20：00
土日祝日14：30～20：
00

マックスバリュ菊水店：白石区菊水2条2丁目1-11
TEL：011-841-6860

＊配送除外品：生もの、要冷蔵商品、冷凍商品、たまご等
他
＊店舗に配達できる商品かどうか確認してください。
＊年齢を確認できるもの・母子手帳・障害手帳を確認させ
ていただきます。
＊詳細は各店舗にお問合せ下さい。

マックスバリュ
東札幌店

白石区・豊平区の一部
（店舗から半径1㎞以内）

＜白石区＞
・菊水1条2丁目～
・菊水2条2丁目～
・菊水3条2丁目～
・菊水4条2丁目～
・菊水5条1丁目～
・菊水6条1丁目～
・菊水7条1丁目～
・菊水8条1丁目～
・菊水9条1丁目～
・東札幌1条1～4丁目
・東札幌2条1～5丁目
・東札幌3条1～5丁目
・東札幌4条1～5丁目
・東札幌5条1～5丁目
・東札幌6条1～5丁目
・中央1条1～4丁目
・中央2条1～3丁目
・菊水上町1条1～4丁目
・菊水上町2条2～4丁目

誰でも可

・一般の方：2,500円以上200円
　　　　　　　 2,500円未満300円
・65歳以上、妊娠されている方、お
身体の不自由な方、小さなお子さまを
お連れの方は、2,500円以上のお買い
上げで送料無料。2,500円未満で200
円。

受付時間　15：00まで
配達時間
15：00～19：00

マックスバリュ東札幌店：白石区東札幌4条1丁目1-1
TEL：011-820-6700

＊配送除外品：生もの、要冷蔵商品、冷凍商品、たまご、
危険物等
＊店舗に配達できる商品かどうか確認してください。
＊年齢を確認できるもの・母子手帳・障害手帳を確認させ
ていただきます。
＊詳細は各店舗にお問合せ下さい。

マックスバリュ
北郷店

白石区 誰でも可

・一般の方：2,500円以上200円
　　　　　　　 2,500円未満300円
・65歳以上、妊娠されている方、お
身体の不自由な方、小さなお子さまを
お連れの方は、2,500円以上のお買い
上げで送料無料。2,500円未満で200
円。

受付時間　15：00まで
配達時間　16：00～

マックスバリュ北郷店：白石区北郷2条7丁目6-25
TEL：011-874-7172

＊配送除外品：生もの、要冷蔵商品、冷凍商品、たまご等
＊店舗に配達できる商品かどうか確認してください。
＊年齢を確認できるもの・母子手帳・障害手帳を確認させ
ていただきます。
＊詳細は各店舗にお問合せ下さい。

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

ス
ー
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ー
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◇買い物・食事に関するサービス
（2021年2月現在）

種別 店名 サービス名 配達地域 対象者 料金 配達時間 備考

コープさっぽろ らくちん当日便 各店指定の配達区域 組合員
専用コンテナ２箱まで２００円、３箱
目からは１箱につき１００円

15：00までの受付で当日
配達
・冷凍冷蔵品は15：00ま
で受付
・常温品は営業時間内いつ
でも受付で15時以降は翌
日配達

・専用コンテナサイズ：たて36㎝、横53㎝、高さ33㎝
・コンテナ込みで1箱25㎏まで。入らないサイズのものは
受付不可。
・購入店以外での商品は不可
・卵、お惣菜など受付できない商品があります
＊詳細は各店舗にお問合せ下さい

東光ストア
南郷７丁目店

東光ストア南郷７丁目店：白石区南郷通6丁目南9-12
TEL：011-862-1093

冷蔵商品も配達可能
壊れ物、冷凍商品は不可
配達単位：１箱約15㎏まで

東光ストア
白石ターミナル
店

東光ストア白石ターミナル店：白石区南郷通1丁目南10-7
TEL：011-861-1093

冷蔵商品も配達可能
壊れ物、冷凍商品は不可
配達単位：１箱約15㎏まで

東光ストア
南郷１３丁目店

東光ストア南郷１３丁目店：白石区南郷通13丁目南5-16
TEL：011-865-0109

冷蔵商品も配達可能
壊れ物、冷凍商品は不可
配達単位：１箱約15㎏まで

イトーヨーカ
ドー
アリオ札幌店

イトーヨーカ
ドー
福住店

移
動

ス
ー

パ
ー

移動スーパー
とくし丸

移動スーパー
とくし丸

白石区の一部
＊詳しくは「とくし丸」
担当者にお問合せくださ
い。

誰でも可
スーパーの店頭価格より、基本的には
商品1点に付きプラス10円。

＊詳しくは「とくし丸」担
当者にお問合せください。

＊自宅の前でお買い物ができます
＊食料品以外でも、お困りのことがあればお気軽に「とく
し丸」の担当者に相談してください。可能な限り、お手伝
いさせていただきます。
＊連絡先：株式会社ダイイチ　とくし丸担当：上野
080-2878-1294（10：00～17：00　※土日祝除
く）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

ポーターサービ
ス

「きいろい楽
だ」

配達ラクラク便

ス
ー

パ
ー

誰でも可

3箱まで206円(税込)
4箱目から154円(税込)

・65歳以上、妊娠されている方、お
身体の不自由な方、3歳までのお子様
同伴の方は、配達料金無料

受付・配達時間は店舗によ
り
異なりますので店舗サービ
スカウンターへ
お問い合わせください

店舗から2㎞以内

東区全域対象
※中央区・白石区・豊平
区・北区は対象外区域も
あるため、詳しくは直接
店舗へお尋ねください

１ケース（縦33ｃｍ×横49ｃｍ×高
さ30ｃｍ）につき500円（税込550
円）
（上記のケースに入らない商品も3辺
の合計220㎝以下のサイズまで配送で
きます）

誰でも可

受付時間：10：00～
20：00まで
受付後の配達時間は1F
サービスカウンターまでお
尋ねください

＊詳細は各店舗へお問合せ下さい

イトーヨーカドーアリオ札幌店：011-712-1111
イトーヨーカドー福住店：011-856-5511
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◇買い物・食事に関するサービス
（2021年2月現在）

種別 店名 サービス名 配達地域 対象者 料金 配達時間 備考

イオン北海道
ネットスーパー

ＡＥＯＮネット
で楽宅便

ＨＰまたは、各店舗に問
合せください

会員登録必要

・一律300円+（税）
・5,000円お買上で配送料無料
・代金引換手数料100円+（税）
＊選択店舗とエリアにより異なるため
詳しくはネットでご確認ください

最短で当日にお届け。
地域や注文の時間帯による
ためネットで確認

＊詳しくはインターネットでご確認ください

ＳＥＩＹＵ
ドットコム

楽天西友ネット
スーパー

ネットで確認 会員登録必要
送料400円+（税）
＊詳しくはログイン後の「お届け日時
選択」画面で確認

最短で当日にお届け。
地域や注文の時間帯による
ためネットで確認

＊詳しくはインターネットでご確認ください

イトーヨーカ
ドー

・アリオ札幌店
・琴似店
・屯田店
・福住店

ネットスーパー
ＨＰまたは、各店舗に問
合せください

会員登録必要

宅配クック
123

宅配クック123
ＨＰまたは、各店に問合
せください

高齢者専門の
宅配ですが、
誰でも利用可
能です。

・普通食：540円（おかずのみ）
・治療食（カロリー・塩分、タンパク
質塩分調整）
・やわらか食・ムースセット食・消化
にやさしい食：各777円（おかずの
み）
・健康ボリューム食：606円（おかず
のみ）
＊各々ごはんつきもあり

概ね前日18：00まで注文
で翌日お昼（10：00～
12：00）夜（14：00～
18：00）配達
＊地域による

1.１日1食からＯＫ　１食単位でで注文。翌日お届け可能
2.昼・夜お届け可能　昼食・夕食は異なるメニューを作り
たて（常温）でお届け
3.土日祝日も営業。日替わりメニューを毎食お届け
4.アレルギー・刻み対応可能
5.安否確認も行ってます
＊詳細は各店にお問合せ下さい
（白石区対応店舗）札幌東店　東区北18条東6丁目1-46
ＴＥＬ：011-790-6001（9：00～18：00）

お弁当の日信
にっしん配食
サービス

札幌市内全域
誰でも可
登録・予約制

・にっしん御膳600円（ご飯入りおか
ず）
・おかずのみ600円
・おかずとご飯セット700円
・朝食：350円（パン・飲み物）
・特別食（刻み食）200円増し
＊「札幌市高齢者配食サービス事業」
の利用者はおかず、ご飯、朝食付で
500円

前日の午前中まで注文で翌
日の夕食（13：00～
18：00）配達
＊時間指定は不可
＊配達料は無料です

1.食・週１回からでもお届け可能
2.きざみ食やおかゆ、おにぎりも用意しています
3.アレルギーについてはご相談ください
4.キャンセルは前営業日の午前中までお電話で連絡くださ
い
＊詳細は各店にお問合せ下さい
配食専用ダイヤル：011-666-5683

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

ネ
ッ

ト
ス
ー

パ
ー

食
事
・
配
食

＊詳しくはインターネットでご確認ください
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◇買い物・食事に関するサービス
（2021年2月現在）

種別 店名 サービス名 配達地域 対象者 料金 配達時間 備考

（株）札幌ふれ
あいフーズ

ふれあいフーズ 札幌市内全域
札幌市内にお
住まいの方

・おかず食：570円（おかずのみ）
・一般食：620円（おかず+ご飯）
・特別食：720円（おかず+ご飯【お
かゆ・きざみ食対応】）
＊「札幌市高齢者配食サービス事業」
の利用者はいずれも500円です

昼食（10：30～12：
30）
夕食（16：00～17：
30）
＊交通事情により、変更の
場合もあります

1.週１回から利用できます
2.カロリー・たん白・塩分・カリウム制限の調整食もあり
ます
3.安否確認体制があります
＊詳細はお住まいの区役所か店にお問合せ下さい
ふれあいフーズTEL：011-785-0119
白石工場TEL：868-7007

セブンミール
配食セブンミー
ル

コープさっぽろ
コープ配食サー
ビス

札幌市は全域（一部お届
けできない地域が有るた
め問合せください）

組合員

・普通食：562円
・低カロリー食：475円
＊主菜は肉と魚の変更可能です
＊配達料金は無料です。

配送時間
13：30～18：00
＊時間指定は不可

1.介護食・医療食・健康管理食（カロリー調整・たんぱく
質調整）もあります
2.主菜の変更は3日前までに連絡ください
3.週２日以上の事前登録が必要
4.月曜から金曜まで毎日違った「お弁当・夕食」をお届け
5.見守り・安否確認も実施しています
＊詳細はコープ配食サービスコールセンターまでお問合せ
下さい
TEL：0120-279-949（月～土 10:00～18:00）

まごころ弁当
高齢者配食サー
ビス

・小町（低カロリー・低塩分）：410
円（税込）
・普通食：560円（税込）
・低カロリー調整食：822円（税込）
・たんぱく調整食：874円（税込）
・ムース食：702円（税込）
＊全ておかずのみも有ります

前日までの注文で翌日配食
昼食：10：00頃～12：
00頃
夕食：15：00時～18：
00頃
＊詳細は各店にお問合せ下
さい

内容はＨＰから抜粋しています。
＊詳細は各店にお問合せ下さい

（白石区対応店舗）札幌中央店：011-214-1802

配食のふれ愛 配食のふれ愛

・小町（低カロリー・塩分）小：380
円+税
・普通ごはん付き：519円+税（おか
ずのみ473円+税
・カロリー調整食：715円+税
・低たんぱく食：762円+税
・ムース食：600円+税

前日までの注文で翌日配食
＊詳細は各店にお問合せ下
さい

内容はＨＰから抜粋しています。
＊詳細は各店にお問合せ下さい

（白石区対応店舗）札幌店：011-590-0677

仕出し弁当かま
らーど

仕出し弁当かま
らーど

白石区
白石区近郊

札幌市内にお
住いの方

詳しくは店舗へお問い合わせ下さい
月～土の配達
*詳細は店舗へお問い合わ
せ下さい

住所：白石区平和通3丁目南1-7
TEL：011-807-4464
高齢者向け日替わり、治療食。おにぎりなどは要相談
札幌市の配食サービスの指定事業者
自費で昼･夕あり。

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

＊各店舗によりサービス提供の有無が異なります。詳しくは店舗検索等でご確認ください。

＊誰でも利用可
・札幌中央店：配達エリア≪中央区・北
区・東区・豊平区・白石区・厚別区・南
区・清田区≫
・札幌手稲店：配達エリア≪手稲区・西
区≫

＊誰でも利用可
・札幌店：配達範囲≪手稲区・西区・東
区・中央区・豊平区・白石区・北区（一
部除外）・石狩市（一部）≫
・札幌中央店：配達範囲≪中央区≫

食
事
・
配
食
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◇買い物・食事に関するサービス
（2021年2月現在）

種別 店名 サービス名 配達地域 対象者 料金 配達時間 備考

食
事
・
配
食

農家の息子
農家の息子
きょうのごはん

札幌市内全域 誰でも可

1食おかずのみ650円　ご飯付きは＋
80円。ご注文は1食から。
月曜日～日曜日7日間の夕食配達
3日間以上から配達無料、週２日での
注文の場合、配達料240円かかります

受付時間
10：00～18：00

住所：西区琴似１条7丁目3-8
TEL：011-215-8362
FAX：011-215-9119
ご注文の締切は前週金曜日まで

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア

サッポロドラッ
グストア

手ぶらでお買い
物便

道内限定 誰でも可

お店でお買い求めになった商品が対象
1個あたり500円（税込　1個口）で
ご自宅またはご家族のもとへお届け
＊1個口：縦+横＋高さの3辺合計160
ｃｍかつ重さ25㎏未満の荷物　どち
らかでも規定を超える場合には個口数
を増やし、個口数×360円になります

15：30までに荷物の準備
で翌日配達＆時間指定Ｏ
Ｋ！

1.梱包、送り状の記入はご自身でいお願いします
2.15：30受付締め切り時間をすぎたものは、翌日受付扱
い
3.時季や天候、進路状況により、指定日時にお届けできな
い場合があります
4.当日のお届け・生もの・冷蔵・冷凍食品・サイズ規定を
超えるもの・他店で購入された物は対応できません
＊詳しくは各店舗にお問合せください

セブン-イレブ
ン

配送サービス

セイコーマート
・配送サービス
・ネットスー
パー

全国 会員登録必要

取扱商品
・Secoma 病院の管理栄養士が作っ
た血圧が気になる方のための健康カ
レー(レトルト）
・酒類（ワイン・サワー・ハイボー
ル）
・インスタント麺・ソフトドリンク・
お菓子・アイス

※注文画面より、配送希望
日の指定が可能です。
※配送地域によって、配送
日数は異なります。

※取扱商品は、変更となる場合があります。
※詳細は、通販サイト（セイコーマートオンライン）にて
ご確認ください。通販サイトURL：
online.seicomart.co.jp

ファミリーマー
ト

配送サービス

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

コ
ン
ビ
ニ

共通サービスは無いため、各店舗へ問合せして下さい

＊各店舗によりサービス提供の有無が異なります。各店舗へ問合せ下さい
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◇有料除排雪サービス(2020年度・白石区版）

玄関前  30分　2,000円～（1人） ・出張費（500円～1,500円）

屋　根  1時間　6,000円～（2人） 札幌市全域可能（ご近所割引有り）

TEL：531-8883 落雪等  30分　2,000円～

FAX：827-2221 排　雪  2t車・2tロング車（お見積り無料・要相談）

玄関前 － 『ケンタ雪投げ隊』排雪シーズン契約（北区・西区・手稲区）

屋　根  2人（１時間）10,000円～　以後30分毎4,000円  4tダンプ1台（10回）35,000円（税抜）

TEL：788-3807 落雪等 －  4tダンプ2台（10回）50,000円（税抜）　

FAX：788-3809 排　雪  4tダンプ1台4,500円～　11ｔダンプ１台9,000円～ ショベル積み込み料金込み

玄関前  1,674円／１時間より 作業員１人あたり　1時間を超える場合は30分単位の計算

屋　根 － （基本料金　1時間）

落雪等 － －

排　雪 － －

玄関前  3,500円／１時間（作業員１人あたりの料金）  6,000円／１時間（タイヤショベル・オペレータ込み）

屋　根 － 三角屋根は別途見積もり

TEL：863-2384 落雪等  4,000円～／１時間（作業員１人あたりの料金） －

FAX：865-8327 排　雪  4tダンプ1台　10,000円 4ｔダンプ1台

玄関前  4,000円／1時間（1人） －

屋　根  21,000円/2時間（2人）安全が確保される場合のみ一人は見張り －

落雪等  4,000円／1時間（1人）　 －

排　雪  1.5tトラック　機械積込4,500円/1台　人力積み込み8.000円/1台 排雪は近隣のみ

玄関前  1時間3,000円（1人）～ 見積り無料

屋　根  一式12,000円～（要見積）

落雪等  1時間3,000円～（要見積）

排　雪  4ｔダンプ1台8000円

※冬以外は庭木の剪定・伐採・除
草・外回りの片づけも承ります。
エリアも相談にのります。

別

（2021年2月現在）

・見積り無料
・スポット排雪市内全域対応
・安心の後払い
・まずは電話にてお気軽にご
相談下さい

込 別

消
費
税

Dreamerドリー
マー

中央区南15条西15
丁目2-5-902

・御見積は無料です。
別 込

電話番号等 契約条件や留意事項

※注意１※　家屋の形状や雪質により料金が異なる場合がありますので、見積書を必ずおとりください。　　　　　　　　　

※注意２※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

No 業者名

住所

内容 料金 補記

その他

北区新琴似町548-3

交
通
費

・６０歳以上の会員による作
業
・除雪機での作業は不可
・公共交通機関を利用した場
合はその実費　自家用車を利
用した場合は１回500円

別 込

込 別

TEL：873-7906
FAX：873-7907

大聖管建工業(株)

白石区北郷4条8丁目5-
7

料金（税別）・時間等要相談
交通費2,000円／1回
※実施エリアは、白石区以外
に厚別区の一部（厚別西・厚
別北）は可能です。

込 込

㈱平野造園

白石区本通7丁目
北1-23

排雪以外 回送費は１回6,000
円

－

3

4

5

6

1

2

TEL：846-1900
FAX：398-7375

株式会社ＳＫＹ

白石区南郷通15丁目
北9-15

TEL：826-3279

公益社団法人 札幌
市シルバー人材セ
ンター東支部

白石区本通16丁目南4-
26
リフレサッポロ1階

株式会社ケンタ工
業

別
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◇有料除排雪サービス(2020年度・白石区版）

玄関前  3,000円（一人当たり作業員）

屋　根 －

落雪等  要相談

排　雪  要相談

玄関前  3,500円／１時間（作業員１人あたりの料金）

屋　根  3,500円／１時間（作業員１人あたりの料金）

落雪等  3,500円／１時間（作業員１人あたりの料金）

排　雪  8,000円／台（4ｔダンプ・2ｔロング） －

玄関前  7,000円／１時間（作業員２人の料金）

屋　根  8,000円／１時間（作業員２人の料金）

落雪等 － －

排　雪  12,000円／２ｔ車１台分の排雪（手積み作業） ４ｔダンプ（ショベル積み）は別途お見積もり

玄関前  1時間3,000円（1人）

屋　根  1時間6,000円～（2人）

TEL：557-4602 落雪等  1時間3,000円～（1人）

FAX：556-4247 排　雪 －

玄関前 － －

屋　根 － －

落雪等 － －

TEL：811-1171
FAX：811-2142

排　雪
 4トンダンプ1台目8,200円（スポット）
 2台目から1台当たり7,200円
 重機除雪作業1時間12,000円＋税（スポット）

シーズン契約、スポット排雪は要相談。
現地見積あり。

（2021年2月現在）

消
費
税

電話番号等 契約条件や留意事項

※注意１※　家屋の形状や雪質により料金が異なる場合がありますので、見積書を必ずおとりください。　　　　　　　　　

※注意２※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

No 業者名

住所

内容 料金 補記

その他 交
通
費

トラック出動のため
一律に3,000円を申し受けします。
ショベル等利用の場合+3,500円／１時間
（厚清豊のみ）

込 別

TEL：838-8792
FAX：  同上

(株)ゴッドスペー
ス

厚別区もみじ台北３丁目
1－15－102

各種作業はお見積り無料 込 別

込

TEL：855-0328

㈱丸昌
北海道総合サービ
ス

豊平区月寒東3条10
丁目1-13

作業は、作業効率・安全性を考慮のうえ
必ず２人１組で行う。 ・詳細は電話で要確認。

・簡易な手作業40,000円/
シーズン（25回位）

込 込

－

－

込

アルファプラス札
幌

7

8

TEL：896-7176

㈱竹内造園

厚別区厚別山本
1066-196

豊平区平岸3条9丁目
1-16

－
ちょっとした事から気軽に
ご相談ください。

9

10

11
株式会社ランド
ホーム

豊平区平岸1条9丁目
6-1コスモレジェン
ド平岸

堆積している場合は重機代は
かかりません。

込

込
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◇有料除排雪サービス(2020年度・白石区版）

玄関前

屋　根 　　　要見積り

落雪等 －

排　雪  4tダンプ1台7,000円(タイヤショベルにて積み込み) －

玄関前  

屋　根  　　　要見積り

落雪等

排　雪 4tダンプ1台7,000円（シーズン契約あり）

（2021年2月現在）

消
費
税

電話番号等 契約条件や留意事項

※注意１※　家屋の形状や雪質により料金が異なる場合がありますので、見積書を必ずおとりください。　　　　　　　　　

※注意２※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

No 業者名

住所

内容 料金 補記

その他 交
通
費

12
TEL：811-0007
FAX：811-4411

有限会社金子架設
工業

豊平区美園1条5丁目3-
7-202 ・見積り無料

・シーズン契約は要相談
・格安にて排雪（シーズン契
約あり）
・お客様のニーズにお答えします

込

作業は、とび職人が必ず2人以上で親綱を張り
転倒防止をした上で行う

お気軽にお問い合わせくださ
い
見積もり無料、シーズン契約
は白石区・厚別区のみ

高所作業は2人～の作業になります。
本業がとび職なので高いところは慣れていま
す。

13
㈱創真プロジェク
ト

白石区北郷3条13丁
目1-38-802

込 別
TEL：090-2697-
7914
FAX：827-1219

別
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（2021年2月現在）

名前 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間 料金

江別清掃株式会社
KA＋（カタス）

江別市
角山69番地27

0120-973-4200
TEL： 383-3261
FAX：383-3262
担当：松原様
※担当者宛てにご連絡くだ
さい。

8：00～17：00（日曜休） お見積りにて

(株)さっぽろセレモニ―
お焚き上げセンター

白石区
中央1条2丁目3-34

TEL：816-0594
FAX：816-4443

9：00～18：00（年中無
休）

・お焚き上げ供養料は1,000円
～（量と大きさにより変動）
・部屋撤去、遺品整理、家財道具
は無料見積もりにより

遺品整理　クリーンビュー
東区
北34条東5丁目3-16

TEL：299-4707
FAX：299-4718

年中無休 お見積りにて

焚上協会
豊平区
豊平4条3丁目1-1

TEL：833-0089
FAX：833-0090

9：30～17：00
1K：80,000円～
3LDK：200,000円～
お見積り無料

NPO札幌高齢者住まいの
サポートセンター
シニアライフサポート協会

中央区
南2条東1丁目1-11
第3泊ビル1階

TEL：200-0947
FAX：351-2611
代表携帯
090-3456-3333

10：00～18：00（日祝
日、年末年始はお休み）
18：00までにお越しいただ
ければ１９：まで対応可能

ご相談、お見積り無料

トータルサポート札幌
南区石山１条５丁目２
－１ー１１１号室

0120-600-2800
TEL：557-1832
FAX：252-9038
直通：080-4042-1112

24時間受付・年中無休 お見積りにて

こころ屋
白石区
中央２条６丁目11-6-
201

0120-858-083
TEL：827-8859
FAX：827-8869
直通：090-5221-0328

24時間受付・年中無休

１Ｋ：35.000円～（２名）
３ＬＤＫ：158.000円～（５
名）
オゾン使用による除菌消臭作業：
30.000円～
ご相談、お見積り無料
見積り後の追加料金なし

遺品整理、ゴミ屋敷、不用品・粗大ごみ処分、お引
越し、生前整理、お焚き上げ、その他お客様のお困
りごと
※女性スタッフ在籍

遺品整理、生前整理、特殊清掃（空間消毒除菌のみ
も対応）、空き家・ゴミ屋敷整理、形見分け、お焚
き上げ、その他お客様のお困りごと
※女性スタッフ在籍

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

家財整理、お焚き上げ、遺品整理、片付け、引っ越
しの手配

遺品整理、特殊清掃、生前整理(施設入所等）その他
ご相談に応じます
遺品整理士在籍し女性スタッフ中心に作業を行いま
す
シニアライフカウンセラー在籍

◇不用品・遺品整理

相談項目等

・遺品整理
・空き家の解体（グループ企業）
・ゴミ屋敷対応
・不動産有効活用（提携企業有）
・不用品処分
・粗大ごみ処分（札幌市環境事業公社手配）*札幌市
・お引越し（令和3年春頃より対応予定）
・お焚き上げ／ハウスクリーニング（提携企業有）
・家電リサイクル4品目（テレビ・冷蔵庫・洗濯
機・エアコン）処分

仏具、人形、故人の形見や衣類、遺品整理、供養等

お焚き上げ、遺品整理、生前整理、海洋散骨
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（2021年2月現在）

名前 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間 料金

ミナミ石油株式会社
北区
篠路7条1丁目4-1

TEL：011-773-7373
FAX：011-773-7374

営業時間　8：30～19：00
年中無休（季節により就業時間に変動あ
り）

給油数量により、1ℓ単
価が変動（多いほど割
安）

株式会社トータル・ライフ・
ケア
安くて・安心
安心な灯油屋さん

豊平区
月寒東4条17丁目2-
17

TEL：011-852-3121

受付時間　8：30～17：00
配達時間　9：00～18：00
定休日　日曜　祝日は営業
※早目であれば時間指定あり（2時間おき）

100ℓ以上は割安。

株式会社　天狗山燃料
豊平区
月寒東１条７丁目1-2

TEL：011-851-3716
FAX：011-851-2195

配達時間：
①9：00～12：00
②12：00～15：00
③15：00～17：30
※時間指定不可

ポリタンク１個から配達
60ℓ未満は配送手数料
別　＋900円（税別）
※60ℓ以上なら指定料
金は発生しません。

有限会社　本田燃料電器
中央区
南8条西1丁目13

TEL：011-511-5721
FAX：011－511-5764

受付時間　8：30～18：00
配達時間　9：00～16：00
定休日　日曜　祝日
※時間指定は午前、午後のみ

ポリタンク2個以上から
配達
ポリタンクの個数が増え
ると割安になる

山王丸燃料店
白石区
菊水6条2丁目

TEL：011-824-0229 配達の時間指定は要問合

ポリタンク3個以上から
配達
ポリタンクの個数が増え
ると割安になる
※エレベーターで、上に
運ぶ場合は料金割増。

・配達区域は店舗より２㎞以内
・マンションの場合は1階で給油

◇灯油の配達

備考

・即日配達可。最短3時間以内で配達可。
・アパート・マンション給油可。
・18ℓポリタンク1つからOK。

・マンションの場合は1階で給油
・ポリタンク5個以上から配達

・５月～９月の配送はTELにて確認

・TVやメディアをはじめ、若いスタッフ
が元気よく配達してくれます。
・マンションの場合は1階で給油
（上まで運びます）
・HPあり、Webからの問い合わせもOK!

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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（2021年2月現在）

種別 名前 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間 料金

介護タクシー
全国介護タクシー協会
北海道・青森支部

白石区
中央３条3丁目4-3-
102

0120-094-113
TEL ：011-827-0333
FAX ：011-827-0103

平日　9：00～18：00
※定休日：土・日・祝日

料金はメーター運賃（タ
クシーと同様）と地方な
ど長距離は時間制運賃。
身障手帳（1割引き）、
市町村発行のタクシ-チ
ケット、7,000円を超え
た額に対して1割引夜間
割増、寝台割増あり、大
型、小型車の車の種類指
定してください。

生活支援
ダスキンライフケア
札幌大通ステーション

中央区
北1条西18丁目1番地

0120-30-5101

平日　9：00～17：30

（土・日・祝日8：00～
20：00はダスキンコンタ
クトセンター（0120-
100-100）まで）

■基本料金（月８時間以
上ご利用の場合）
2時間料金
平日9：00～18：00
7.000円（税別）
18：00～翌9：00
8.750円（税別）
休日9：00～18：00
8.750円（税別）
18：00～翌9：00
10.500円（税別）
■スポット料金（月８時
間未満ご利用の場合）
２時間料金
平日9：00～18：00
9.000円（税別）
18：00～翌9：00
11.250円（税別）
休日9：00～18：00
11.250円（税別）
18：00～翌9：00
13.500円（税別）
■サービス移動費
１回の訪問・スタッフ１
名につき500円（税別）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

◇その他

サービス内容

全国ネットで北海道から九州まで数多くの協会
会員の介護タクシー、フリーダイヤルで受付対
応。

■家事のお手伝い：
食事作り、洗濯、掃除、買い物、ごみの仕分け
やごみ出し、布団干し、衣替えのお手伝い、植
木の水やり、草取り
■身のまわりのお手伝い：
食事介助、トイレ介助、おむつ交換、車いすや
歩行の介助、清拭、部分浴、ご家族が不在時の
お手伝い
■見守り、お話相手：
見守り、お話相手
■趣味のお相手：
ガーデニング、本の代読、料理や手芸など
■病院・施設でのお手伝い
入退院時のお手伝い、食事介助、洗濯、外出の
付き添い
■外出の付き添い
通院の付き添い、散歩・買い物・観劇などの付
き添い、お祝いごとの付き添い

原則65歳以上の方を対象としたサービス。
サービス標準料金はスタッフ1名でサービスを提
供する場合の料金です。
サービスのご利用は１回２時間からとなりま
す。
ご相談、お見積りは無料です。お気軽にお電話
ください。
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（2021年2月現在）

種別 名前 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 受付時間 料金

その他
一般社団　北海道LPガス
協会
石狩支部

白石区
中央３条３丁目1-40

TEL：011-812-6414
FAX：011-821-2818

無料

その他 NPO法人　札幌マック
白石区
東札幌2条5丁目
1-21

TEL：011-841-7055
9：00～17：00
（土・日・祝　9：00～
11：30）

・アルコール・薬物・ギャンブル依存症者に関
する相談支援
・通所施設2ケ所（男、女各１施設）・グループ
ホーム
 3ケ所（男性2、女性1）共同住居（男性1）の
運営

・対象：白石区内の高齢者関係団体
・高齢者に健全でより安全な生活を送って頂く
ため、「今どきのガスコンロを学ぼう」をテー
マに、最新機能と安全性を説明し、ご理解を頂
くことによりケガや事故防止につなげます。

◇その他

サービス内容

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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こんな方にお勧めです！

事業所などが行っている地域貢献活動について知りたい

地域に開放している空きスペースなどについて知りたい

白石区内にある各種地域貢献活動、地域に対して空きスペースの
解放可能な事業所をまとめた一覧となります。
詳しくは、各窓口にお問い合わせください。

地域貢献事業所一覧地域貢献事業所一覧
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行事・
清掃活
動への
参加

災害時
支援

集いの
場

地域防
犯パト
ロール

日常生
活相談
窓口

見守り
活動

除雪 その他

白石中央病院 医療機関 平和通3丁目北2-3 〇 〇 〇

特別養護老人ホーム白石
ポプラ園

特別養護老人
ホーム

中央1条4丁目2-6 〇 〇

就労継続支援A型事業所
ラダーサポート

就労支援 中央1条6丁目9-1 〇

川下ばく内科 医療機関 川下4条5丁目4-14 〇

きさく苑デイサービスセ
ンター

デイサービス 川下4条6丁目2-23 〇

GENKI　NEXT札幌川
下

デイサービス 川下4条4丁目3-15 〇 〇 〇 〇

まいホーム川下
グループホー
ム

川下574番地61 〇

団体名 種別 住所

◇地域貢献活動

協力可能な地域貢献活動

すでに実施している・
協力可能な活動

健康相談等に応じます。

・町内のイベントに参加。
・日程の都合がつけば、交流の機会等ももっていきたいと考え
ています。

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口におたずねください。

（2021年2月現在）

月に一度、ボランティアで事業所周辺のごみ拾いを行っていま
す。参加出来そうな清掃活動や行事があれば、参加したいと考
えています。町内会のイベントなどに参加することで、町内の
皆様との交流の機会を持てたらと考えています。

カフェの会場提供、サロンの屋外行事の際のトイレ提供

社会医療法人・共栄会の夏祭り、ホームでも出店等に参加。
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行事・
清掃活
動への
参加

災害時
支援

集いの
場

地域防
犯パト
ロール

日常生
活相談
窓口

見守り
活動

除雪 その他

北海道がんセンター 医療機関 菊水4条2丁目3-54 ○ ○ ○ ○

医療法人社団　響
在宅復帰支援センター

医療機関 東札幌4条4丁目1-18 ○ ○

日本調剤　北郷薬局 医療機関 北郷2条4丁目3-5 ○

（株）バイタル
マロン薬局

医療機関 北郷2条1丁目2-4 ○

ケアハウスつかさ ケアハウス 北郷9条3丁目3-10 ○ ○ ○

ツクイ札幌北郷営業所デ
イサービスセンター

デイサービス 北郷5条9丁目1-53 ○

団体名 種別 住所

(すでに実施している活動)
・町内会のイベントに参加
・さくらカフェで相談会開催
・夏祭り開催
・東札幌クラブ友の会にて健康セミナーを月１回開催

（すでに実施している活動）
・白石区のイベント協力
・がん患者会に会場提供

（協力可能な活動）
・地域のがん患者の方を対象として、集いの場の提供可

◇地域貢献活動

協力可能な地域貢献活動

すでに実施している・
協力可能な活動

ストレッチの指導、認知症予防レクリエーション、介護予防講
話（１か月に1回　時間応相談/派遣料無料）

薬の疑問・飲み合わせ・サプリメントについての相談
（3～6か月に１回　水曜日　他曜日応相談　13-15時/派遣料
無料

（すでに実施している活動）
・地域のイベント協力

（協力可能な活動）
・歌遊びのレクリエーション（3か月に1回　水曜日　13-15
時/派遣料無料）

ストレッチの指導、認知症予防レクリエーション、歌遊びレク
リエーション、介護予防講話（１か月に1回　時間応相談/派遣
料無料））
出張可能エリア：白石区全域・豊平区

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口におたずねください。

（2021年2月現在）
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◇地域貢献活動

（2021年2月現在）

※注意※ 掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口におたずねください。

団体名 種別 住所

協力可能な地域貢献活動

すでに実施している・
協力可能な活動

行事・清掃
活動への参

加
災害時支援 集いの場

地域防犯パ
トロール

日常生活相
談窓口

見守り活動 除雪 その他

グループホーム生きがい２ グループホーム 北郷2条4丁目6-12 〇 ○

体操、歌、頭の体操レクなど（1か月に1回程度・時間応相談、1か月前までに予約/派遣料
無料）
出張可能エリア：白石区全域

あさひガーデンデイサービスセン
ター

デイサービス 北郷1条3丁目1-55 ○

ストレッチの指導やその他の運動指導、認知症予防レクリエーション（４か月に1回 水・
金曜日 13-15時/派遣料無料）

社会福祉法人札幌厚生会
白石福祉園

救護施設 川北2272番地8 ○ ○ ○

（すでに実施している）
・福祉除雪事業の協力員
・北郷瑞穂町内会福祉推進員活動

社会福祉法人札幌厚生会
静心寮

救護施設 川北2272番地9 ○ ○

（すでに実施している）
・福祉除雪事業の協力員
・北郷瑞穂町内会福祉推進員活動

社会福祉法人札幌厚生会
札幌市あけぼの荘

救護施設 平和通4丁目南3-6 ○

社会福祉法人 博栄会
地域密着型特別養護老人ホーム ア
ルメリア米里

特別養護老人ホーム 米里1条3丁目10-11 〇 ○ ○

認知症予防の講話、高齢者車椅子体験（半年に１回 開催日時応相談/派遣料無料）

社会福祉法人 ノテ福祉会
特別養護老人ホーム
きくすいの里

特別養護老人ホーム 菊水元町4条1丁目1－15 ○ ○ ○ ○

介護予防教室講話・リハビリ講話
（開催日時応相談/派遣料無料）



-33-

机 椅子
テレ
ビ

マイ
ク

ＣＤ
プ

レー
ヤー

調理
設備

カラ
オケ
設備

トイ
レ

給湯
室

ポッ
ト

特別養護老人ホーム
白石ポプラ園

特別養護
老人ホー
ム

中央1条4丁目2-6
4階　多目的
ホール
（115.94㎡）

施設行事と重
ならない日程

平日
9：00～
17：00

無料
活動内容要
相談

〇 〇

スペース全体使
用の場合は、机
等移動が必要で
す。

きさく苑デイサービス
センター

デイサー
ビス

川下4条6丁目2-23

きさく苑デイ
サービスセン
ター2階会議室
（最大20名程
度）

通年
（土・日・
祝・年末年始
不可）

9：00～
17：00

無料

会議室内に
コピー機が
あるので職
員が出入り
します

〇 〇 〇

GENKI　NEXT札幌川
下

デイサー
ビス

川下4条4丁目3-15
63.54㎡、定員
12名程度

要相談 要相談 無料

施設休みの
水曜日、日
曜日。1週
間程度より
前に予約必
要。

〇 〇 〇 〇 〇

椅子10脚
程度、6人
程度のテー
ブル、施術
用ベッド

北海道がんセンター 医療機関 菊水4条2丁目3-54

がん患者活動サ
ロン「ひだま
り」（30名程
度の会合可能）

1/4～
12/27

9：00～
17：00

無料
がん患者活
動に限る

○ ○ ○ ○ 冷蔵庫

ケアハウスつかさ
ケアハウ
ス

北郷9条3丁目
3-10

食堂
（97㎡・30名
程度）

要相談
13：30～
16：00

500円/
回

大きな音が
でる活動

○ ○ ○ ○ ○
ホワイト
ボード

（2021年2月現在）

設備・機材状況

その他

◇集いの場（地域開放）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口におたずねください。

団体名 種別 住所
会場名（会場の
広さ・定員）

可能な時期 可能な時間 料金
活動の制限

等
具体的な内容
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机 椅子
テレ
ビ

マイ
ク

ＣＤ
プ

レー
ヤー

調理
設備

カラ
オケ
設備

トイ
レ

給湯
室

ポッ
ト

社会福祉法人　博栄会
地域密着型特別養護老
人ホーム　アルメリア
米里

特別養護
老人ホー
ム

米里1条3丁目
10-11

10名程度 要相談
10：00－
16：00

夏季：
無料

冬季：
暖房費
別途

政治・販売
活動等、地
域貢献に関
わらない活
動は不可

○ ○ ○ ○

社会福祉法人　ノテ福
祉会
特別養護老人ホーム
きくすいの里

特別養護
老人ホー
ム

菊水元町4条1丁目1－
15

地域交流スペー
ス（最大50
名）

オールシーズ
ン
（但し、他の
行事や冬季感
染症流行時期
は不可）

９：00－
16：00

無料 特になし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域の懇談や会
議等、様々なこ
とにご利用いた
だけます。

（2021年2月現在）

設備・機材状況

その他

◇集いの場（地域開放）

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口におたずねください。

団体名 種別 住所
会場名（会場の
広さ・定員）

可能な時期 可能な時間 料金
活動の制限

等
具体的な内容



札幌市白石区社会福祉協議会地域包括支援センター

介護予防センター

-35-

高齢者の暮らしに関するお困りごとの相談を行います。
お困りのときは、お問い合わせください！

高齢者の暮らしに関する相談窓口高齢者の暮らしに関する相談窓口

介護保険や介護予防の相談をしたい、地域福祉の
相談をしたい方などにお勧めです！
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（2021年2月現在）

【地域包括支援センター】

センター名称 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 担当地区（まちづくりセンター名）

札幌市白石区第1地域包括支援センター
本通4丁目北6-1
五光ビル3階

TEL：011-864-4614 白石、北東白石

札幌市白石区第2地域包括支援センター
東札幌3条3丁目7-25
シヴァビル5階

TEL：011-837-6800 東札幌、菊水、北白石、菊の里

札幌市白石区第3地域包括支援センター
本通17丁目南5-12
清友ビル1階

TEL：011-860-1611 東白石、白石東

高齢者の方々が住み慣れた地域でいつまでも暮らせるように必要なサービスを調整したり、様々な方面から支援を行うなど、高齢者の
総合相談窓口、支援機関として市内に27か所に設置されています。各専門職が、介護だけでなく、医療、保健などさまざまな領域の関
係機関と連携し、高齢者の生活課題に対応しています。

◇高齢者の暮らしに関する相談窓口

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。
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（2021年2月現在）

【介護予防センター】

センター名称 住所 ＴＥＬ（問い合わせ） 担当地区（まちづくりセンター名）

介護予防センター白石中央
本郷通3丁目南1-35
コミュニティホーム白石内

TEL：011-864-5535 白石

介護予防センター川下
川下4条6丁目2-23
きさく苑デイサービスセンター内

TEL：011-875-6810 北東白石

介護予防センター菊水
菊水4条1丁目9-22
勤医協札幌病院内

TEL：011-820-1365 東札幌、菊水

介護予防センター菊の里
菊水元町8条2丁目7-15
特養平成苑内

TEL：011-879-6012 北白石、菊の里

介護予防センター本通
南郷通18丁目北7-17
谷口ビル2階

TEL：011-868-5010 東白石、白石東

名称 住所 電話 内容

札幌市白石区社会福祉協議会
南郷通1丁目南8-1
白石区複合庁舎1階

TEL　011-861-3700

地域福祉活動の推進、ボランティア活動、福
祉教育、高齢者や障がい者の権利擁護、低所
得世帯に対する貸付などを通じて、福祉のま
ちづくりに取り組んでいます。

高齢者の方々が住み慣れた地域でいつまでも暮らせるように、介護予防教室を開催、または地域の介護予防活動の支援を行ないうな
ど、介護予防の拠点として、また、地域の高齢者の身近な相談窓口の機能を担う機関として市内に53か所に設置されています。概ね
65歳以上の方を対象に、閉じこもりや転倒・認知症予防など、気軽に健康づくりに取り組める教室開催や、介護予防の普及啓発・介護
予防活動支援（①出前講座の実施　②サロンなどを立上げ支援や地域団体の活動支援等）を行っています。

◇高齢者の暮らしに関する相談窓口

※注意※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。



あとがき

白石区にお住まいの高齢の方が、住
み慣れた地域でより暮らしやすくな
る手助けとなる情報を集めました。
今後も、より多くの方にこの冊子を
活用していただくために、札幌市白
石区社会福祉協議会に配置された生
活支援コーディネーター・生活支援
推進員が皆様のご意見を伺いながら
内容を更新してまいります。
掲載内容についてのお問い合わせや
情報提供は、お気軽に下記お問い合
わせ先までお寄せください！

（※掲載内容は2021年2月時点の情報です。白石区全ての情報を掲載してはおりません。）

○発行日：2021年2月 第5版

○発行者・お問い合わせ先：社会福祉法人 札幌市白石区社会福祉協議会
〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8-1 白石区複合庁舎 1階
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