
≪主な介護施設等≫…「平成 2６年度版 なるほど実になる介護保険 札幌市」より 

☆介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  日常生活に常時介護が必要で自宅では介護が困難な高齢者等が入所します。 

  食事、入浴、排せつなど、日常生活の介護や健康管理が受けられます。 

☆介護老人保健施設 

  病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアが必要な高齢者等 

  が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受け 

  られます。 

☆認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

  認知症の状態にある高齢者が５～９人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の 

中で、介護スタッフによる入浴・排せつ・食事などの日常生活の支援や機 

能訓練などが受けられます。 

☆小規模多機能居宅介護 

  利用者の希望などにより、通いを中心に訪問や泊まりのサービスが受けられ 

ます。 

 
 

 

 

 
日 に ち／平成２６年１１月８日（土）～１１日（火）４日間  

見学場所／趣旨に賛同していただいた各施設 

見学対象者／会員、一般の方、介護・福祉従事者等、 

学生（大学・専門学校・高校他） 

申  込／指定の「施設見学申込み書」に記入し、 

見学を希望する施設に FAX してください。 

（施設一覧表から選択してください） 

電話での問い合わせには、支援中は受取り 

困難な時もありますのでご了承ください。 

見学後簡単なアンケートにご協力ください。 

費  用／無料 

主  催／一般社団法人北海道介護福祉士会        後  援／北海道 

 

【問 合 せ 先】一般社団法人北海道介護福祉士会 携帯：０９０－１６４５－９４０７（事務局：羽山）電話に出ない場合には留守番電話に氏名と連絡

先を録音してください。こちらからかけ直し致します。 E-mail：info@hokkaido-kaigo.jp 

  【ホームページ】 http://www.hokkaido-kaigo.jp/ （「参加施設名簿」、「施設見学申込書」はホームページからダウンロード可能です） 

＊注意事項：１グループ１～５名程度で、指定の申込用紙に記載し、下記担当者へ FAX 等でお申込みください。見学可能時間とはご案内出来る時間帯でございます。 

駐車場には限りがございますので各施設へのお伺いをお願いいたします。服装は平服で、香水や華美な服装はお止めください。風邪など、体調がおもわしくない場合

の見学はご遠慮ください。利用者様の個人情報は家族に話したり、外部に漏らさない等のご配慮をお願いします。写真を撮る場合は施設の方に必ず相談してください。 

趣旨：「介護の日」にちなみ、一般の方等に高齢者・障がい者施設を見学していた
だくことにより、介護の大切さ、介護を仕事とすることの素晴らしさを理解し、 
介護を身近に感じていただきたいと思います。 
『介護の日』とは“いい日いい日毎日あったか介護をありがとう”を念頭に制定 
されました。 



札幌地区（２８施設）                 連絡 ⇒ T…電話、F…FAX  敬称略、掲載順不同  

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

特別養護老人ホーム 

たんぽぽの丘 

札幌市中央区南８条

西２６丁目１－２ 

T ０１１－５３１－５０００

F ０１１－５３１－５２００

田村由樹 １０（月）、１１（火） 

１４：００～１６：００ 

介護体験教室・認知症サポート養成講座も開催

予定です。（要事前申込み） 

慈啓会 

特別養護老人ホーム 

札幌市中央区旭ヶ丘

５丁目６－５１ 

T ０１１－５６１－８２９１

F ０１１－５６１－８２９８

羽山政弘

 

８(土)、９（日） 全日 

１０（月）、１１（火）午後 

創業以来 85 年に培われたﾉｳﾊｳを生かし、法人

理念「共生」の精神に基づき努めております。 

ケアハウス 

カームヒル西円山 

札幌市中央区円山西

町４丁目３－２１ 

T ０１１－６４０－５５００

F ０１１－６４０－５５０５

池端宏介

 

１０（月）午前 

１１（火）午後 

公共交通機関でご不明な点がありましたらご

連絡ください。 

グループホーム 

西円山の丘 

札幌市中央区円山西

町 4丁目３－２１ 

T ０１１－６４０－２２００

F ０１１－６４０－２２０３

長谷川悟 ８、９、１０、１１日 

午後 お受けします 

9 名の３ユニットです。木々に囲まれ山からの

景色も部屋の一部のように見えます。 

グ ル ー プ ホ ー ム

悠ライフさくら山鼻 

札幌市中央区南１６

条西９丁目１－３３ 

T ０１１－５１３－３９８７

F ０１１－５１２－３９８６

長谷川 

陽子 

８（土）１０（月）午前 

１１（火）午前・午後 

住宅街の中にあり、皆様外出等、山鼻の昔なが

らの風景に喜ばれ今を感じられています。 

シニアサポートﾎｰﾑ 

みのり大通西 

札幌市中央区大通西

１２丁目４番地６４ 

T ０１１－２０７－１２９４

F ０１１－２０６－０１７８

大川 渉 ８（土）午後 

１０（月）１１（火）午前 

地下鉄西１１丁目駅より徒歩３分。大通公園を

眺めることが出来る素敵な立地です。 

シニアサポートﾎｰﾑ 

みのり桑園 

札幌市中央区北８条

西２１丁目２－２０ 

T ０１１－６１４－１２９４

F ０１１－６１４－１２９５

大石雅也 １０（月）、１１（火） 

午前 

入居後の経費は１１万円。地下鉄二十四軒駅か

桑園駅から徒歩１０分。 

シニアサポートﾎｰﾑ 

みのり大通東 

札幌市中央区北１東

５丁目９－２ 

T ０１１－２３１－１２９４

F ０１１－２３１－１０１２

菅原賢一 ８（土）午前 

１０（月）午後 

ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ、ｽｰﾊﾟｰ東光が隣で、気軽に１人で

の買物も楽しまれています。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ併設。 

介護老人保健施設 

札幌北翔館そとこと 

札幌市北区屯田９条

３丁目３番地２ 

T ０１１－７７３－７２００

F ０１１－７７３－７２１１

佐々木 

貴子 

１１（火） 

１４：００～１５：００ 

車使用可。平成９年開設。一般５０名、認知症

棟５０名、通所リハ６０名他在宅事業有り 

介護老人福祉施設 

白ゆりあいの里 

札幌市北区あいの里

３条８丁目１４－１ 

T ０１１－７７０－５８８０

F ０１１－７７０－５５６５

稲谷 

丈広 

１０（月）、１１(火) 

午後  

地域連携に力を入れています。 

グループホーム満快の

ふる郷さくら東苗穂 

札幌市東区東苗穂５

条２丁目９－２８ 

T ０１１－７８４－３９８７

F ０１１－７８４－３９８６

大坪宏樹 ９(日)、１１（火）全日 

１０（月）午前お受けします 

車可。地域に根ざしたホームを目指しています 

シニアサポートﾎｰﾑ 

みのり美香保公園 

札幌市東区北２０条

東１丁目４－１ 

T ０１１－７３１－１２９４

F ０１１－７２２－１２９５

稲田陽介 ８（土）全日 

１１（火）午後 

美香保公園が近く散歩に利用しています。看護

師による月１回の健康相談等実施しています 

小規模多機能型居宅

介護みのり美香保公園 

札幌市東区北２０条

東１丁目４－１ 

T ０１１－７３３－１２９４

F ０１１－７２２－１２９５

佐々木 

育子 

８、９、１０、１１日 

午後 

日曜日の駐車可。明るいスタッフばかりです。 

介護付有料老人ﾎｰﾑ

イリスもとまち 

札幌市東区北２１条

東２２丁目５－１ 

T ０１１－７８８－００７７

F ０１１－７８８－００８８

長谷川 

富子 

８，９，１０，１１日 

午前・午後 

車可。一人ひとりの想いを大切にし最期まで

“普通の暮らし”が出来るホームです。 

ケアハウス 

グリーンライフ光陽 

札幌市豊平区西岡５

条１２丁目１－１ 

T ０１１－５８３－２００１

F ０１１－５８３－２００７

三輪友紀 １０（月）、１１（火） 

午前 

 



特別養護老人ホーム 

みどりの丘 

札幌市豊平区西岡５

条１２丁目１－２ 

T ０１１－５８１－３００１

F ０１１－５８４－３００５

吉田修 ８、９、１０、１１日 

午前・午後 

看取りケアに取り組んでいます。日常生活の様

子は HP ブログをご覧ください。 

リハビリデイサービ

ス ふぁいと 

札幌市豊平区西岡５

条１２丁目１８－７ 

T ０１１－８２７－５０５５

F ０１１－５８５－４３２３

石崎哲 １０（月）、１１（火） 

午前中の見学対応 

車可。ﾏｼﾝ・ﾚｯﾄﾞｺｰﾄﾞを中心にﾘﾊﾋﾞﾘを行ってお

ります。いつまでも元気を応援します！ 

小規模多機能型居宅

介護 ステラ豊平 

札幌市豊平区豊平５

条２丁目４－３ 

T ０１１－８３２－３５３１

F ０１１－８３２－３５１１

川上清恵 １１(火) 

１４：００～１６：００ 

車相談。地下鉄東豊線学園駅前徒歩 5分。サー

ビス付高齢者住宅と併設。 

シニアサポートﾎｰﾑ 

みのり白石中央 

札幌市白石区中央２

条６丁目９－１６ 

T ０１１－８６０－１２９４

F ０１１－８６０－１２９５

梅田裕之 １０（月）、１１（火） 

午後 

車可。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰを併設。介護の相

談を気軽にすることができます。 

グループホーム 

まいホーム川北 

札幌市白石区川北 2

条 1丁目７－８ 

T ０１１－８７３－８０５５

F ０１１－８７３－８０５５

菊池美江子

塩浜由紀

８，９，１０，１１日 

10 時～11:30、14 時～16 時 

車可。入居者様に明るく楽しく生活していただ

けるよう努力しています。 

高齢者住宅 

かなえーる 

札幌市南区石山１条

５丁目１－３２ 

T ０１１－５９３－２０５０

F ０１１－５９２－５０５１

四條正彦 １１（火） 午後 

１３：００～１５：３０ 

車少数可。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽも併設。笑顔あふれる仲間

と活気のあるスタッフ！がお待ちしています。 

介護老人保健施設 

リラコート愛全 

札幌市南区川沿１３

条２丁目４－４５ 

T ０１１－５７１－７１５１

F ０１１－５７２－５６５７

山本 ９（日）午前・午後 車可。札幌市で第一号の老人保健施設です。 

特別養護老人ホーム 

手稲ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

札幌市西区宮の沢 

４９０番地 

T ０１１－６６３－２９３１

F ０１１－６６６－８６００

福沢直美 １０（月）、１１（火） 

午前・午後 

車可。H１８年よりユニットケアを実施。今年

６月よりショート専用ユニット開始。 

デイサービス 

センター２４ 

札幌市西区二十四軒

４条６丁目２－７ 

T ０１１－６１４－３５５０

F ０１１－６１４－３５５１

斉藤 拓 ８、１０、１１日 

１３：００～１４：３０ 

地下鉄琴似駅より徒歩１０分。各利用者に合わ

せたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを準備しております。 

グループホーム満快

のふる郷さくら発寒 

札幌市西区発寒６条

１４丁目１７－３３ 

T ０１１－６６８－３９８７

F ０１１－６６８－３９８６

住友伸行 ８、９、１１日 午前・午後 

１０（月）午前お受けします 

車相談可。いつまでもその人らしく生きていく

ために、私たちは精一杯取り組んでいます。 

グループホーム 

西まち 

札幌市西区西町北８

丁目１－２５ 

T ０１１－６６１－５５３１

F ０１１－６６１－５５３２

谷口良子 １０，１１日 

１０：００～１１：００ 

地下鉄近。「指先から優しく」優しさは指先迄

添えることで伝わることを実行しています。 

高齢者住宅 

安暖手 西宮の沢 

札幌市手稲区西宮の

沢５条１丁目 13-10 

T ０１１－６８８－５３６１

F ０１１－６８８－５３６２

岩舩健太 １１（火）午前・午後 車可。Ｈ２５年新設。定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所を併設しています。 

介護老人福祉施設 

手稲つむぎの杜 

札幌市手稲区前田２

条 10 丁目１－７ 

T ０１１－６８５－３７２６

F ０１１－６８５－３８８０

中村将太 １０（月）、１１（火） 

午前・午後 

JR 手稲駅そば。今年６月に開設致しました。 

 

 

石狩地区（７施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

盲人養護老人ホーム

恵明園 

江別市豊幌美咲町 

２３－８ 

T ０１１－３８３－３３５１

F ０１１－３８３－３５９８

片山/星川

岩本貴敏 

８（土） 

１４：００～１６：００ 

車可。上靴ご持参ください。道内で２ヶ所の視

覚障害の高齢者が生活されている高齢者施設。 



介護老人保健施設 

葵の園・江別 

江別市大麻南樹町 1

番地１ 

T ０１１－３８７－６６５５

F ０１１－３８７－６６５６

腰野 充 １０（月）、１１（火） 

午前・午後 

車可。Ｈ２４．６月に開設。ここに来て良かっ

たと思われるようなｻｰﾋﾞｽを心掛けています。 

介護老人保健施設 

老健のっぽろ 

江別市東野幌３９６

番地３２ 

T ０１１－３８１－１１３３

F ０１１－３８１－１８１７

岩渕友哉 １０(月)、１１（火） 

１４：００～１６：００ 

車可。通所リハ４０名、一般棟５２名、ユニッ

ト４８名入所されています。 

グループホーム 

ゆめみの 

江別市ゆめみ野東町

３３番１０ 

T ０１１－３９１－３１１９

F ０１１－３９１－３１１９

山田 

和田 

１１（火）午後 車可。グループホームの雰囲気を感じてもらえ

ればと思っています。 

小規模多機能ホーム

ゆめみの 

江別市ゆめみ野東町

３３番１０ 

T ０１１－３９１－３２２９

F ０１１－３９１－３２０２

菊池 

久美子 

１１（火）午後 車可。スーツは不可。 

グループホーム満快

のふる郷さくら千歳

千歳市勇舞１丁目７

－１５ 

T ０１２３－２７－３９８７

F ０１２３－２７－３９８６

成田真智 ８，９，１０，１１日 

午前･午後 

車可。“私らしく”自立と自信を取り戻し生きる

力を最大限に発揮した安心ある暮しの提供 

北広島ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ 

特養部四恩園 

北広島市富ヶ岡５０

９番地３１ 

T ０１１－３７３－６６５５

F ０１１－３７３－６６１１

神部健史 ８(土)、１０(月) 

午後 

小学校の跡地を活用し、地域ネットワークに利

用。誰もが住みやすい街作りを目指します。 

 

空知地区（３施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

奈井江町老人総合福

祉施設やすらぎの家

奈井江町字奈井江町

１６１－１ 

T ０１２５－６５－２８６６

F ０１２５－６５－２８６７

松尾明広 １０（月）、１１（火） 

午後 対応致します 

車可。「溢れる笑顔でいつも思いやりを」人

との関わりを大切にしています 

小規模多機能型居宅

介護えみな栄町 

岩見沢市栄町２丁目 

１－９ 

T ０１２６－３２－２８２０

F ０１２６－３２－２８２１

井澤 ８、９、１０、１１日 

１０時～１６時 

車可。グループホーム併設。認知症ケアの 

充実。 

介護付有料老人ホー

ム えみな幌向 

岩見沢市幌向南３条

３丁目２７０－３０ 

T ０１２６－３２－６６００

F ０１２６－３２－６６０１

井澤 ８，９，１０，１１日 

午前・午後 

小規模によりｷﾒ細かいサービスの提供、ターミ

ナルケアの実施。地域密着型特定施設２９名。 

 

 

後志地区（２施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

介護老人福祉施設 

きもべつ喜らめきの郷 

虻田郡喜茂別町字伏

見２７２番地１ 

T ０１３６－３３－２７１１

F ０１３６－３３－２７２２

佐々木 

貴紀 

１０(月)、１１(火) 

午前・午後とも対応可能 

平成２５年６月に開設 心よりお待ち申し

上げております 

特別養護老人ホーム

羊蹄ハイツ 

倶知安町字峠下 

１１３番地２ 

T ０１３６－２２－３１３１

F ０１３６－２２－００９１

追立 司 ８，９，１０，１１日 

午前、午後  

残された日々を穏やかで和やかでのどかな

我が家作りを目指しています。 

 

 

 



十勝地区（１３施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

小規模多機能ｾﾝﾀｰ 

らら 

新得町屈足旭町２丁

目８５－１ 

T ０１５６－６５－３８１０

F ０１５６－６５－３８２０

横倉香澄 １０（月）午前 「笑って元気、話して元気、食べて元気」を

モットーに日々楽しく過ごして頂きたい。 

介護老人保健施設 

アメニティ帯広 

帯広市西１６条北 1

丁目２７番地 

T ０１５５－３６－１２３４

F ０１５５－３５－６０２０

北畑良子 １０（月）、１１（火） 

１０：００～ 午前中 

他に病院・特養・居宅支援事業を展開し、各

事業所との連携についてもご案内します 

多機能ホーム 

はるか 

帯広市西１８条南２

丁目４ 

T ０１５５－３５－３０３３

F ０１５５－３５－３０１６

高崎 

なつえ 

１０、１１日 

午前、午後  

居宅支援事業所、グループホーム、小規模多

機能ホームの３つの事業所が一箇所に。 

地）介護老人福祉施

設あいじえん西帯広 

帯広市西２４条南１

丁目３３－１７ 

T ０１５５－６１－１８００

F ０１５５－６７－６６９１

古川貴英 ８、９、１０、１１日 

午前、午後の全日 

車可。２０１４年３月開設。 

グループホーム 

元気の里おびひろ 

帯広市西２３条南１

丁目１８１－９０ 

T ０１５５－３７－００１８

F ０１５５－３７－００１８

長尾麻美 ８，１０，１１日 

午後 

車可。スタッフと入居者も笑いが多くアット

ホーム 

養護老人ホーム 

普仁園 

帯広市南町南６線 

２８番地１ 

T ０１５５－４８－３３１１

F ０１５５－４７－１４０６

近藤英治 １０（月）、１１（火） 

全日お受けいたします 

併設の特養の愛仁園の見学も可能。ＨＰもご

覧下さい。 

特別養護老人ホーム 

コムニの里おびひろ 

帯広市東９条南１３

丁目２－４ 

T ０１５５－２０－４５６７

F ０１５５－２５－３２００

山本容子 ９(日) 午後 H23 開設 小規模特養(２９名)と小規模多機

能型居宅介護事業所の併設型 

特別養護老人ホーム 

帯広至心寮 

帯広市西５条南３０

丁目１４番地 

T ０１５５－２４－９５７２

F ０１５５－２４－５５６１

橘 芳彦 １０（月）、１１（火） 

午後 

車少数可。老人福祉施設の機能が集約された

施設です。 

養護老人ホーム 

帯広信楽苑 

帯広市空港南町３４

５－２ 

T ０１５５－４９－６３００

F ０１５５－４９－６３０１

石山智一 １０（月）、１１（火） 

午前・午後 

養護老人ホームでの利用者の方との関わり

方を身近に感じて頂きたいです。 

グループホーム 

ひびき野 

音更町ひびき野西町

1丁目１－１ 

T ０１５５－４３－５５５８

F ０１５５－４３－５５５９

小川美和 ８（土） 

午前中に対応できます 

地域に根ざした福祉を創るために！ 

特別養護老人ホーム 

上士幌すずらん荘 

上士幌町字上士幌東

２線２４２番地 

T ０１５６４－２－４６３２

F ０１５６４－２－４６３０

雪野浩司 １０（月）、１１（火） 

午前・午後 

車可。従来型特養にて、ユニットケアに取り

組んでいます。 

特別養護老人ホーム 

札内寮 

中川郡幕別町字依田

３７９番地 

T ０１５５－５６－４７０６

F ０１５５－５６－５６８０

井村健造 １０（月）、１１（火） 

９：００～１７：００ 

車可。「キープ・ア・スマイル」利用者も職

員も笑顔を心掛けています 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 五つの

パンと二匹の魚 

浦幌町字住吉町５４

－２ 

T ０１５－５７９－７５２０

F ０１５－５７８－７０４４

五十嵐 

友子 

１０(月)、１１（火） 

午前・午後 

障がい者就労支援では職員が得意とする事

を活かして就業しています。 

 

 

 

 



釧根地区（５施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

小規模多機能型居宅

介護まこと 

釧路市貝塚２丁目６

-２４ 

T ０１５４－４４－７７３３

F ０１５４－４４－７７３４

高橋 

美樹子 

１０(月)、１１(火) 

午後 

平成２１年３月リハビリの専門家が設立し

た会社です。 

小規模多機能型居宅

介護やよい 

釧路市弥生１－３－

２０ 

T ０１５４－６４－５２１０

F ０１５４－６４－５２０１

本間 賢 １０（月）、１１（火） 

午後 

平成２６年３月、リハビリの専門家が設立し

た会社です。 

小規模多機能の家 

桜ヶ岡 

釧路市桜ヶ岡１－９

－３０ 

T ０１５４－９２－３２２６

F ０１５４－９２－３２２７

梅澤 

このみ 

８，９，１０，１１日 

午前、午後 

車可。どなた様もお気軽にお越しください。 

グループホーム道 

多機能型 GH かおり 

釧路市鳥取北３丁目

１２－２１ 

T ０１５４－５１－０００５

F ０１５４－５１－０１１８

辻野 忍 ８，９，１０，１１日 

午前、午後 

車可。食事１食 400 円。普通の生活を営むた

めの職員の工夫を見て頂きたいです。 

グループホーム 

育成会まごころ 

別海町別海川上町 

２０番地１１ 

T ０１５３－７９－６７００

F ０１５３－７５－２０００

末廣 

志津子 

１１(火) 

午前 

小規模多機能ホーム育成会のえがおを併設

しています 

 

日胆地区（８施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

グループホーム 

ひだかあすなろ 

日高町字清畠３０４

番地１ 

T ０１４５６－３－５５０５

F ０１４５６－３－５５０６

宗京 

みどり 

８（土）～１１（火） 

午前、午後 対応いたします 

豊かな自然の中、食堂からは馬が見えます。

旧小学校を改装した施設です。 

障害者支援施設 

門別愛光園 

日高町富川西１２丁

目６７－４ 

T ０１４５６－２－２２３６

F ０１４５６－２－２２７５

清水正憲 １０(月)、１１（火） 

午前、午後対応いたします 

多様な福祉ｻｰﾋﾞｽを利用者様の意見を尊重し

個人の尊厳を保持し総合的に取り組みます 

グループホーム 

栗ちゃんの家 

新ひだか町静内とき

わ町3丁目１２-２５ 

T ０１４６－４５－００２３

F ０１４６－４５－００３７

栗林 

優美子 

１０（月） １０時～１６時 

１１（火） １０時～１７時 

他に「岡ちゃんの家」「ほほ笑みハウス」グ

ループホーム見学可能です。 

介護老人保健施設

ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ室蘭 

室蘭市八丁平１丁目

４９番 

T ０１４３－４６－４５００

F ０１４３－４６－４５０１

小倉正治 8（土）、１０（月）、１１（火）

午前・午後 

安全安心を日々心掛け地域に根付いた施設

作りを目指し邁進しております 

グループホーム 

やちよ 

室蘭市大沢町 2 丁目

２６－１５ 

T ０１４３－４１－７２００

F ０１４３－４１－７２０１

佐藤 

壽美子 

８、９、１０、１１日 

午前、午後共に見学可能 

駐車場あり 出来る力を発揮しながら、笑顔

一杯の生活をして頂いています 

グループホーム 

アイケア沼ノ端 

苫小牧市沼ノ端中央

２丁目１－４２ 

T ０１４４－５２－５０６２

F ０１４４－５２－５０６３

鹿間典子 ８（土）１０（月）全日 

１１（火）午前 

車可。動物ｾﾗﾋﾟｰ（猫）の導入。訪問看護の

充実。アットホームな雰囲気。 

特別養護老人ホーム 

追分陽光苑 

安平町追分花園 4 丁

目５－６ 

T ０１４５－２５－２２３３

F ０１４５－２５－２２２０

松山清人 ８（土）９（日）１０(月) 

午前 

車可。在宅サービスのショートステイ、デイ

サービスの提供もさせて頂いています。 

グループホーム 

アウル 

伊達市舟岡町３３７

－１ 

T ０１４２－２１－１６８０

F ０１４２－２１－１６８２

向井宏樹 

今地しのぶ 

８、９、１０、１１日 

１０：００～１５：００ 

車少数可。日常の生活など、ホームページも

合わせてご覧ください。 

 



網走地区（５施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

特別養護老人ホーム 

くつろぎ 

北見市とん田東町４

４４－１ 

T ０１５７－３３－５５３７

F ０１５７－２４－７７３３

石川孝成 ８（土）、 ９（日）要相談

１０（月）、１１（火）午後 

H24 年 8 月に開設。北海道で初の介護療養型

から特養に転換した施設です。 

複合福祉施設 

（ｹｱﾊｳｽ他）ゆうゆう

北見市東相内町 

１７１－５７ 

T ０１５７－６６－１５１５

F ０１５７－６６－１２２３

木下友美 １０（月）、１１（火） 

午前  

車相談可。ｹｱﾊｳｽ（特定施設）ｼｮｰﾄ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ

ｽ、ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝなど事業展開中。 

小規模多機能ホーム 

ゆうな木の森 

北見市西三輪６丁目

２－４ 

T ０１５７－３３－５６０１

F ０１５７－３３－５６０２

浪江陵子 １０（月）、１１（火） 

午前  

明るく楽しく笑顔いっぱい！の事業所です。

是非お話しましょう♪（高齢者住宅有り） 

小規模多機能ホーム 

柊の森 

北見市西三輪１丁目

６４５－３ 

T ０１５７－３３－５２００

F ０１５７－３３－５０２０

野田隼人 １０（月）、１１（火） 

午後 

 

小規模・サ付高住 

夢ふうせんこころ 

北見市留辺蕊町東町

４７－３ 

T ０１５７－４２－５５３３

F ０１５７－４２－５５３０

尾崎仁美 ８，９，１０，１１日 

午前・午後 

車可。今春開設小規模多機能ホームで、街中

にあり利便性大です。 

 

道南地区（４施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

特別養護老人ホーム 

松濤 

函館市松風町１８番

１５号 

T ０１３８－２７－００７７

F ０１３８－２７－７００７

小玉淑恵 ８(土)午前   

１０(月)午後 対応致します 

車可ですが公共交通機関も便利。１２月に新

しく特別養護老人ホーム倶有も開設予定。 

グループホーム 

あい 

函館市昭和３丁目 

２９－４７ 

T ０１３８－６２－２２４６

F ０１３８－６２－２２５７

工藤三佳 ８（土）、９（日) 

午後  

車可。家庭的で温かな雰囲気の中、ご自分の

生活習慣を大切に共に生活しています。 

小規模多機能型居宅

介護わとな 

北斗市市渡４９１番

地 

T ０１３８－７７－２６８０

F ０１３８－７７－２６８１

後藤朋子 １０（月）、１１（火） 

午後 

“心接介護”の理念の下利用者様の声無き声に耳を

傾けおしきせにならない介護を目指しています。 

介護老人福祉施設 

シンフォニー 

函館市中野町７４－

１ 

T ０１３８－５８－２０００

F ０１３８－５８－１５００

齋藤禎史 ８（土）、１０（月）、１１（火）

午前・午後 

車可。くもん学習療法とハラスメント防止に

力を注いでいます。 

 

道北地区（１０施設） 

施設名 住所 連絡 担当者名 見学可能時間 施設よりお知らせ 

老人保健施設 

ら・ぷら～さ 

稚内市栄１丁目２４

－２ 

T ０１６２－２９－４３２２ 

F ０１６２－２９－４３２３ 

佐々木 

千晶 

１０（月）、１１（火） 

午前・午後 

安心して幸せに生活していただく為に多職種

協働で個別ケアの提供に努めております。 

小規模多機能型居宅

介護旭山なかまの家 

旭川市豊岡１５条７

丁目３－１８ 

T ０１６６－７３－４１６５ 

F ０１６６－７３－４１６６ 

高橋一恵 １１(火) 

１３：００～１５：００ 

通い１５名の小規模多機能。アットホームな雰

囲気ですので是非見学にお越し下さい。 

グループホーム 

はる 

旭川市忠和６条１丁

目４－２０ 

T ０１６６－７４－８０２１ 

F ０１６６－７４－８０３１ 

更科洋平 １０（月）、１１（火） 

午後 

ウッドデッキから大雪山連峰が一望できます。

手作りの食事が自慢です。 



グループホーム 

やすらぎ 

旭川市東旭川町上兵

村３２－２ 

T ０１６６－３６－１５７８ 

F ０１６６－３６－１５７８ 

藤樫郁美 １１（火）午後 

 

車可。１０人程度、ご連絡お待ちしております。 

グループホーム 

やすらぎⅡ 

旭川市東旭川町下兵

村２５４番地３ 

T ０１６６－３６－６５１１ 

F ０１６６－３６－６５１１ 

中尾好江 ８（土） 午前・午後 

お受けいたします 

車可。土地が広くのんびりした環境のもと穏や

かに過ごされています 

グループホーム 

花 

旭川市春光台２条６

丁目１－１１ 

T ０１６６－５１－８７８７ 

F ０１６６－５１－１１８７ 

森山伸広 ８（土） 

午前、午後 

車可。バス停まで 1分。 

気軽に見学にいらしてください 

特別養護老人ホーム 

鷹栖さつき苑 

上川郡鷹栖町南１条

３丁目２－７ 

T ０１６６－８７－３３２１ 

F ０１６６－８７－２６３０ 

大庭貴志 １０（月）午前 車可。総合記録シートを導入。従来型特養です

がﾕﾆｯﾄｹｱ・ﾄｰﾀﾙｹｱに取り組んでいます。 

デイサービスセンター 

はぴねす 

上川郡鷹栖町南１条

３丁目２－７ 

T ０１６６－８７－３３２１ 

F ０１６６－８７－２６３０ 

大庭貴志 １０（月）午前 頭・体・心の元気療法をバランスよく取り入れ

心身の健康づくりに取り組んでいます。 

地域密着型特養 

ぬくもりの家えん 

上川郡鷹栖町９線４

号５番地 

T ０１６６－８７－５８２４ 

F ０１６６－８７－５８２５ 

大庭貴志 １１（火）午前 

１０：００～１２：００ 

車可。全室個室・ユニットの地域密着型特養で

す。定員２０名。一人ひとりの尊厳のある生活 

特別養護老人ホーム 

剣渕ひらなみ荘 

上川郡剣淵町元町４

－１ 

T ０１６５－３４－２９６５ 

F ０１６５－３４－２９５２ 

畠山哲也 １０（月）、１１（火） 

午後 

ご連絡お待ちしております。 

 

＊ 見学先施設の皆さま：各個人様より申込み用紙が届きましたら、時間など調整していただき、ご見学対応と、アンケートのおまとめお願い申し上げます。 



〔様式２〕 

 

このまま送信 

 

 

「介護の日」イベント施設見学申込書 

 

◆ 別紙の参加施設名簿から、見学先施設をご選択下さい。◆ 

 

 

施  設  名                        

 

    担  当  者                      様 

 

Ｆ  Ａ  Ｘ                        

 

このたび「介護の日」イベント施設見学に申込みます。 

希望は下記の通りです。 

〔登録内容〕  

 

※ご記入いただいた個人情報は本イベント以外の目的では使用致しません。 

   ※見学終了後、簡単なアンケートにご協力下さい。 

施 設 見 学 

申 込 代 表 者 

住所・電話番号等

連 絡 先 

〒 

 

住所 

 

 

 

TEL           FAX 

 

 

※日中連絡のつく電話番号をご記入ください。 

申込代表者氏名  

施設見学希望日 
１１月  ８日  ９日  １０日  １１日 

 (○を付けて下さい) 

施設見学希望 

受 付 時 間 
午前・午後     時頃 

施設見学人数          名 

利用交通手段 徒歩、自転車、自動車、公共交通機関 

☆ 申込み締切日 ☆ 

平成２６年 

 １１月３日（月） 


