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中央区

地域密着型介護老人福祉施設　信寿園

信寿園　デイサービスセンター

介護老人福祉施設　たんぽぽの丘

たんぽぽの丘　デイサービスセンター

グループホーム　中島公園 512-6888

小規模多機能ホーム　中島公園 512-7367

グループホーム　満快のふる郷　さくら山鼻 513-3987

小規模多機能ホーム　スマイルリンク山鼻 557-8088

特別養護老人ホーム　札幌こもれびの家 南25条西11丁目1-40 520-0011

慈啓会老人保健施設

慈啓会老人保健施設　通所リハビリテーション

慈啓会特別養護老人ホーム

慈啓会　デイサービスセンター

特別養護老人ホーム　西円山敬樹園 631-1021

西円山敬樹園　デイサービスセンター 640-5522

介護老人保健施設　けあ・ばんけい

けあ・ばんけい　通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護事業所　つるかめ 南14条西18丁目5番33号 688-6716

北区

特別養護老人ホーム　清香園 新琴似1条3丁目3-6 769-8520

介護老人保健施設　サンビオーズ新琴似

サンビオーズ新琴似　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　セージュ新ことに

セージュ新ことに　通所リハビリテーション

グループホーム　ら・そしあ 768-6119

デイサービスセンター　ら・そしあ 768-6111

介護老人福祉施設　新川エバーライフ 764-3663

新川エバーライフ　デイサービスセンター 764-3605

小規模多機能型居宅介護　つどい 新川西3条2丁目1-5 769-1606

小規模多機能　丸心ふわり 屯田6条6丁目4-48 775-0062

介護老人保健施設　札幌北翔館　そとこと

そとこと　通所リハビリテーション

特別養護老人ホーム　清明庵 屯田9条3丁目3-30 774-9277

特別養護老人ホーム　七色の風 775-7160

デイサービスセンター　七色の風 769-0248

グループホーム　もえれのお家　篠路 299-1145

リハケアセンター篠路 299-1146

特別養護老人ホーム　グリーンピア篠路

グリーンピアしのろ　デイサービスセンター

介護老人福祉施設　福寿園 東茨戸2条2丁目8-21 772-7181

介護老人保健施設　茨戸アカシアハイツ

茨戸アカシアハイツ　通所リハビリテーション
東茨戸2条3丁目2-5 773-6255

屯田9条3丁目3-2 773-7200

屯田9条9丁目5-15

篠路1条2丁目1-7

篠路2条9丁目1-80 770-2121

新琴似2条5丁目1-1 763-9300

新琴似町787番地2-3 768-2800

新川1条6丁目3-3

新川715-2

旭ヶ丘5丁目6-48 520-8085

旭ヶ丘5丁目6-51 561-8291

円山西町4丁目3-20

盤渓232番地7 615-9623

南8条西10丁目1035-5 552-3003

南8条西26丁目1-2 531-5000

南13条西8丁目2-3

南16条西9丁目1-33



北区

介護老人保健施設　ら・ぱーす

ら・ぱーす　通所リハビリテーション

グループホーム　のどか 拓北5条3丁目10-26 775-6290

介護老人保健施設　プラットホーム

プラットホーム　通所リハビリテーション

介護老人福祉施設　白ゆりあいの里 あいの里3条8丁目14-1 770-5880

ケアセンター　ら・せれな

デイサービスセンター　ら・せれな

ケアセンター　ら・せれなカフェ　輪‘s café

介護老人福祉施設　白ゆり南あいの里 778-5555

デイサービス　白ゆり南あいの里 778-5552

らくら拓北弐番館 北区拓北6条1丁目5-10 299-1117

東区

特別養護老人ホーム　ひかりの 東雁来12条4丁目1-15 790-1400

小規模多機能型居宅介護事業所　ひかりの 東雁来12条4丁目1-12 790-2200

特別養護老人ホーム　フローラルさつなえ

フローラルさつなえ　老人デイサービスセンター

介護老人保健施設　ひまわり

ひまわり　通所リハビリテーション

特別養護老人ホーム　ウィズ東苗穂

老人デイサービス事業　ウィズ東苗穂

特別養護老人ホーム　セボラ・コリーナ 北42条東19丁目1-10 784-0433

地域密着型介護老人福祉施設　栄町

デイサービスセンター　栄町

特別養護老人ホーム　藤苑

藤苑　デイサービスセンター

グループホーム　藤苑

介護老人保健施設　おおぞら

おおぞら　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　さっぽろ東ナーシング

さっぽろ東ナーシング　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　もえれパークサイド

もえれパークサイド　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　徳洲苑なえぼ

徳洲苑なえぼ　通所リハビリテーション

特別養護老人ホーム　大友恵愛園

大友恵愛園　デイサービスセンター

白石区

特別養護老人ホーム　ルミエール

デイサービスセンター　ルミエール

特別養護老人ホーム　白石ポプラ園

白石ポプラ園　デイサービスセンター
中央1条4丁目2-6 818-0010

北7条東18丁目2-30 753-0011

北17条東5丁目2-5 751-1731

東札幌1条3丁目1-1 825-2555

丘珠町167-10 786-0020

丘珠町291-3 785-8200

中沼町105-43 791-2311

東苗穂町1089-1 789-3001

北47条東17丁目1-1 789-1152

伏古7条3丁目1-33 781-2400

百合が原3丁目1番1号 702-1152

南あいの里5丁目4-1

東苗穂1条3丁目2-16 780-6141

東苗穂3条1丁目2-18 781-8800

篠路町上篠路6番286 774-1131

あいの里2条1丁目20-1 776-3037
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白石区

デイサービスセンター　あかり

グループホーム　あかり

あかりカフェ

デイサービスセンター　白石の郷 本郷通3丁目南1-16 864-3100

介護老人保健施設　コミュニティホーム白石

コミュニティホーム白石　通所リハビリテーション

レモンカフェ　コミ白

特別養護老人ホーム　白石ハイツ 864-6341

白石ハイツ　デイサービスセンター 863-2710

勤医協　老人保健施設　柏ヶ丘

老人保健施設　柏ヶ丘　通所リハビリテーション

勤医協　柏ヶ丘デイサービス　しあわせの郷

地域密着型介護老人福祉施設　菊水こまちの郷

共用型デイサービス　菊水こまちの郷

特別養護老人ホーム　きくすいの里 菊水元町4条1丁目1-1 875-6111

特別養護老人ホーム　平成苑 879-6666

平成苑　デイサービスセンター 879-6011

特別養護老人ホーム　きさく苑 川下2128-2 875-8838

きさく苑　デイサービスセンター 川下4条6丁目2-23 875-8550

地域密着型特別養護老人ホーム　アルメリア米里 米里1条3丁目10-11 879-7600

厚別区

特別養護老人ホーム　厚別園 厚別東5条3丁目24-9 375-1050

厚別老人保健施設　ディ・グリューネン

ディ・グリューネン　通所リハビリテーション

地域密着型特別養護老人ホーム　マリア園 厚別町下野幌49-9 899-4111

特別養護老人ホーム　サポーティ・もみじ台 もみじ台北6丁目2-5-2 897-8000

特別養護老人ホーム　あつべつ南5丁目 厚別南5丁目1番10号 375-0526

特別養護老人ホーム　青葉のまち 891-7700

デイサービスC　青葉のまち 891-7100

看護小規模多機能型居宅介護　「ごきげん」新さっぽろ 上野幌1条1丁目2-28 375-1355

グループホーム　いこいの家 上野幌1条6丁目1-25 896-6517

デイサービスセンター　かりぷ 厚別中央5条6丁目5-1 896-1165

特別養護老人ホーム　厚別栄和荘 896-2565

厚別栄和荘　デイサービスセンター 896-5014

介護老人保健施設　あつべつ

あつべつ　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　コスモス

コスモス　通所リハビリテーション
厚別町1063-28 895-1110

厚別町下野幌38-18 898-5580

青葉町15丁目18-1

厚別町山本750-6

厚別町山本750-6 896-5020

本通16丁目北4-30

平和通7丁目南5-1 865-0010

菊水上町4条3丁目94-64 811-8110

菊水元町8条2丁目7-15

栄通16丁目6-16 850-2088

本郷通3丁目南1-35 864-5321
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豊平区

介護老人福祉施設　月寒あさがおの郷

月寒あさがおの郷　デイサービスセンター

介護老人保健施設　福住の丘

福住の丘　通所リハビリテーション

特別養護老人ホーム　幸栄の里

デイサービス　幸栄の里　

小規模多機能ホーム　かいてき西岡 西岡4条3丁目6-43 867-0387

介護老人保健施設　ライフふくまつ 西岡497-10 583-5000

小規模多機能ホーム　スマイリンク福住 福住1条3丁目8-5 558-7639

特別養護老人ホーム　コスモス苑 859-3311

コスモス苑　デイサービスセンター 859-3380

特別養護老人ホーム　とよひらの里 820-5200

リハビリデイサービス　とよひらの里 820-5300

介護老人保健施設　豊平北翔館　豊翔の郷

豊翔の郷　通所リハビリテーション

JCHO　北海道病院付属介護老人保健施設

JCHO　付属介護老人保健施設　通所リハビリテーション

看護小規模ホーム　せせらぎ 平岸7条13丁目2-8 833-5776

グループホーム　せせらぎ 平岸8条12丁目3-68 817-5776

グループホーム　せせらぎ平岸 平岸8条13丁目1-53 837-5776

特別養護老人ホーム　くりのみ

桂和会　デイサービスセンター

小規模多機能居宅介護事業所はる音みその館 美園1条2丁目3-32 820-8517

清田区

介護老人保健施設　清田北翔館　まいあの里

まいあの里　通所リハビリテーション

地域密着型特別養護老人ホーム　清幌園里塚緑ケ丘 887-3555

清幌園里塚緑ケ丘　デイサービスセンター 887-3556

トトロの森のデイサービス

グループホーム　トトロの森

特別養護老人ホーム　秀寿園 真栄395-1 885-7111

特別養護老人ホーム　ふるさと 885-8800

デイサービスセンター　ふるさと 885-8822

介護老人保健施設　げんきのでる里 885-8877

小規模多機能ホーム　ふきのとう

認知症カフェ　ふきのとう

特別養護老人ホーム　神愛園清田 886-6800

神愛園清田　デイサービスセンター 886-6812

特別養護老人ホーム　緑愛園 884-0123

デイサービスC　緑愛園 886-6110

介護老人保健施設　北野の四季

北野の四季　通所リハビリテーション

清田6条1丁目1-30

北野1条1丁目6-28

北野1条2丁目11-50 881-2255

里塚緑ヶ丘7丁目14-1

美しが丘4条7丁目7-12 886-1044

真栄434-6

アンデルセン福祉村内

清田3条1丁目1-18 883-0937

中の島1条8丁目3-18 813-2222

平岸8条12丁目3-20 813-8881

里塚2条4丁目2-53 885-6540

月寒西2条5丁目1-2 853-0181

月寒東4条10丁目8-30

豊平3条11丁目2-15

旭町5丁目5-1 837-7500

月寒西1条11丁目2-35 858-3333

月寒西1条11丁目3-10 857-7800
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清田区

特別養護老人ホーム　清幌園 881-7340

清幌園　デイサービスセンター 881-5527

小規模多機能ホーム　スマイリンク平岡 平岡2条3丁目2-10 881-3988

特別養護老人ホーム　ひらおか梅花実 884-8886

ひらおか梅花実　デイサービスセンター 884-8882

南区

介護老人保健施設　グラーネ北の沢

グラーネ北の沢　通所リハビリテーション

特別養護老人ホーム　ドリームハウス 572-2100

ドリームハウス　デイサービスセンター 572-7877

特別養護老人ホーム　和幸園

和幸園　デイサービスセンター

特別養護老人ホーム　ふじの 藤野2条12丁目20-1 211-0230

デイサービスセンター　らいらっく 藤野4条4丁目20-30 591-9000

西区

リハビリ特化型デイサービス　カラダラボ山の手

認知症カフェ　みんなのとまり木　Kaigo café おっぽ

介護老人保健施設　セージュ山の手

セージュ山の手　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　ぴあケアさくら

ぴあケアさくら　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　エル・クォール平和

エル・クォール平和　通所リハビリテーション

介護老人保健施設　平和の杜

平和の杜　通所リハビリテーション

特別養護老人ホーム　五天山園

五天山園　デイサービスセンター

特別養護老人ホーム　西野ケアセンター

西野　デイサービスセンター

グループホーム　すこやか 西野4条8丁目1-66 668-0200

特別養護老人ホーム　手稲リハビリテーションセンター 宮の沢490 663-2931

コミュニティカフェふうしゃ 西町南21-2-15第一ワコービル1階D 090-1730-8757

グループホーム　満快のふる郷さくら発寒 発寒6条14丁目17-33 668-3987

特別養護老人ホーム　さくら苑 669-7000

さくら苑　デイサービスセンター 669-8000

特別養護老人ホーム　三陽

デイサービスセンター　三陽の朋

介護老人保健施設　八軒みどりの園 八軒6条東4丁目4-22 728-1165

小規模多機能型居宅介護　『さくら丘』琴似 琴似3条3丁目3-7 676-7405

小規模多機能型ホームウエスト 西町南15丁目4番6号 215-9382

発寒17条3丁目4-30

八軒5条西8丁目5-1 633-0300

平和420 668-2020

平和54-3 667-1133

西野2条8丁目1-8 669-6660

山の手4条5丁目3-1 614-2111

小別沢97 668-2777

平和2条11丁目2-5 667-8111

北ノ沢1804-52 572-2002

北ノ沢1819-9

石山932-3 591-5210

山の手1条6丁目5-15

エルム山の手1階
676-8161

北野7条4丁目8-25

平岡3条3丁目1-8
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手稲区

特別養護老人ホーム　愛輪園 西宮の沢4条3丁目3-40 683-5521

介護老人福祉施設　幸寿園 手稲本町3条4丁目2-35 691-8833

特別養護老人ホーム　手稲ロータス 稲穂3条6丁目7-5 685-8181

手稲ゆうゆう　通所介護事業所 稲穂5条2丁目6-5 685-9404

介護老人保健施設　手稲あんじゅ

手稲あんじゅ　通所リハビリテーション事業所

特別養護老人ホーム　神愛園手稲 手稲金山131-4 681-3092

介護老人福祉施設　手稲つむぎの杜 685-3726

手稲渓仁会　デイサービスつむぎ 685-2568

手稲渓仁会　デイサービス織彩 685-3328

小規模多機能型居宅介護居宅介護つむぎ 前田3条9丁目2-7 686-0300

小規模多機能型居宅介護　『さくら丘』手稲 前田9条10丁目2-12 688-5203

特別養護老人ホーム　札幌市稲寿園

札幌市稲寿園　デイサービスセンター

特別養護老人ホーム　あすかHOUSE手稲

デイサービス　あすかHOUSE手稲

特別養護老人ホーム　ていね大空

デイサービスセンター　ていね大空

介護老人保健施設　ライフほしおき 星置1条4丁目2-10 694-6668

介護老人保健施設　ほくと 手稲山口550-2 681-5556

小規模多機能　ゆい 西宮の沢3条2丁目5番20号 662-5550

グループホームふわり新発寒 新発寒6条9丁目4-3 691-3411

さっぽろ聴覚障害者介護支援センター

小規模多機能型居宅介護ほほえみ手稲
稲穂2条7丁目5-7 691-7660

曙5条2丁目2-21 682-2160

曙11条1丁目7-7 685-8000

曙11条2丁目3-10 684-5839

稲穂5条2丁目6-1 685-8200

前田2条10丁目1-7
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