
（50音順）

電話番号

岩見沢市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 岩見沢市11条西3丁目1-9 広域総合福祉センター内 ２５－４８９７

岩見沢やすらぎ介護センター 岩見沢市幌向南3条3丁目297-52 ２６－３５３１

介護ケア道央　訪問介護事業所 岩見沢市大和4条4丁目1-4 ３２－０８０８

五光介護サービス 岩見沢市日の出北1丁目2-4 ２４－４０２２

指定訪問介護　かいご 岩見沢市北2条西11丁目2-1 ３１－６６６０

手と手と手の会　指定訪問介護事業所 岩見沢市栄町4丁目7-13 ３５－７０１１

ニチイ学館　ニチイケアセンター岩見沢 岩見沢市4条西8丁目1　ヤマシチ4・8ビル　5F ３１－５３９０

ふくろうの杜 岩見沢市西川町511-4 ２５－８３３７

ヘルパーステーションあきず 岩見沢市西川町503-171 ３８－４１２０

訪問介護サービスほろむい 岩見沢市幌向北2条1丁目611-108 ２６－６３７７

訪問介護さあまる 岩見沢市緑が丘2丁目76-15 ３５－５０００

訪問介護ファイン 岩見沢市大和3条4丁目   ルピナス34A102号 ３３－６０３０

訪問介護ゆうあい 岩見沢市北本町東3丁目3-24 ３８－４４６６

訪問介護ライブリー 岩見沢市大和3条4丁目13-2 ２２－５７５０

北翔会　ヘルパーステーションひまわり 岩見沢市10条西21丁目2 ３３－３９２６

ヘルパーステーションはばたき江別センター 江別市元町32番地8号　元町ビル1階 011-381-1294

http://www.geocities.jp/lively_co_ad/

http://www.hokushokai.or.jp/

http://www.habataki.co.jp

http://www.h5.dion.ne.jp/~yamato-t/fukuro/index.html

http://www.tokkyu-group.jp/d/d.html

http://www17.plala.or.jp/gokou/

http://www.nichiigakkan.co.jp

【訪問介護（ホームヘルプ）】
　・ホームヘルパーが利用者様宅を訪問し、家事支援（調理・掃除等）や身体介護（排泄介助・入浴介助等）を行います。

事　　　業　　　所　　　名 所　　　　　在　　　　　地 備   　　　　　　　　 考

http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/

http://karadalabo.com/
http://www.hokushokai.or.jp/
http://www.nichiigakkan.co.jp/
http://www.h5.dion.ne.jp/~yamato-t/fukuro/index.html
http://www.tokkyu-group.jp/d/d.html
http://nadoworl.jp/
http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/


電話番号

岩見沢市立総合病院　訪問看護室 岩見沢市9条西7丁目2 ２２－１６５０

栗沢町美流渡診療所 岩見沢市栗沢町美流渡錦町93 ４６－２１２２

北翔会　訪問看護ステーションあやめ 岩見沢市10条西21丁目2 ２５－７６１８

北海道総合在宅ケア事業団　岩見沢訪問看護ステーション 岩見沢市4条西3丁目1　であえーる岩見沢4F ２５－３００４

電話番号

アースサポート㈱ 岩見沢在宅サービスセンター 岩見沢市北3条西11丁目1-32 ２０－０８１１

三井ヘルスサービス株式会社 札幌市豊平区平岸2条3丁目6-13 三井ビル平岸内 011-814-4016

　・移動入浴車等が利用者様宅を訪問し、自宅で安楽に入浴できるように支援いたします。

事　　　業　　　所　　　名 所　　　　　在　　　　　地 備   　　　　　　　　 考

http://www.earthsupport.co.jp/?us=init

http://www.mitsui-hs.jp/

http://mirutocl.byoinnavi.jp/pc/index.html

http://www.hokushokai.or.jp/

http://hghi.or.jp/index.html

【訪問入浴】

【訪問看護】
　・看護師等が利用者様宅を訪問し、主治医と連携を取りながら一般状態の観察・病状の管理・内服確認・機能訓練等を行います。

事　　　業　　　所　　　名 所　　　　　在　　　　　地 備   　　　　　　　　 考

http://www.iwamizawa-hospital.jp/

http://www.earthsupport.co.jp/?us=init
http://www.mitsui-hs.jp/
http://mirutocl.byoinnavi.jp/pc/index.html
http://www.hokushokai.or.jp/
http://www.iwamizawa-hospital.jp/


電話番号

岩見沢市社会福祉協議会　栗沢デイサービスセンター 岩見沢市栗沢町南本町30 ４５－４８８８
定員30
月～土

岩見沢市社会福祉協議会　美流渡デイサービスセンター 岩見沢市栗沢町美流渡本町56 ４７－３２２２
定員 8
月～木

北村デイサービスセンター 岩見沢市北村赤川3562 ３６－２１７０
定員20
月～金

ツクイ岩見沢東デイサービスセンター 岩見沢市5条東12丁目1 ３３－８７７７
定員50
月～日

デイサービスセンターあゆみ 岩見沢市栗沢町最上12-48 ４５－２６８５
定員13
月～金

デイサービスセンター岩見沢 岩見沢市北2条西12丁目1-12 ３３－８９１０
定員40
月～土

デイサービスセンター花 岩見沢市元町2条東4丁目1 ３５－５１８０
定員35
月～土

デイサービスセンター東山 岩見沢市東山町21-2 ３５－１６００
定員35
月～土

デイサービスセンターほほえみプラザ 岩見沢市志文町301 ２３－１１１１
定員49
月～土

デイサービスセンターもとまち 岩見沢市元町2条東3丁目6 ３３－９５２０
定員45
月～土

デイサービスセンターゆあみ茶屋 岩見沢市南町5条1丁目6-26 ３５－１３３３
定員10
月～日

デイサービスほろむい 岩見沢市幌向北2条1丁目611-127 ２６－５６７３
定員25
月～土

デイサービスほろむいの光 岩見沢市幌向北2条1丁目611-61 ２６－６６８６
定員10
月～金

デイサービスらいぶりー　野いちご村 岩見沢市5条西19丁目12-2 ３５－１８１２
定員10
月～土

日の出台デイサービスセンター 岩見沢市日の出台5丁目1-14 ３５－１０３６
定員10
月～土

北翔会　デイサービスセンター翔 岩見沢市幌向南2条3丁目311 ３２－６６７７
定員45
月～土

デイサービス野菊　（認知症対応型） 岩見沢市2条東15丁目2 ２５－４１６５
定員12
月～金

リハビリ特化型デイサービス　カラダラボ 岩見沢市5条東15丁目33-1 ３５－１３０３
定員10
月～金

デイサービス小春 岩見沢市春日町1丁目9－4 ２４－８３８５
定員10
月～日

http://dayhabataki.at.webry.info/

http://www.nogiku.org/home_son.htm

http://karadalabo.com/

http://www.cupid.or.jp/

http://yuami.net/

http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/

http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/

http://www.kitamura-yuai.jp/

http://www.tsukui.net/

http://www.iwafuku.jp/

【通所介護（デイサービス）】
　・デイサービスセンターに送迎し、入浴や食事、レクリエーション活動や機能訓練等のサービスを提供します。

事　　　業　　　所　　　名 所　　　　　在　　　　　地 備   　　　　　　　　 考

http://www.emina.co.jp/
http://dayhabataki.at.webry.info/
http://www.iwafuku.jp/
http://www.cupid.or.jp/
http://yuami.net/
http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/
http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/
http://www.kitamura-yuai.jp/
http://www.tsukui.net/


電話番号

大川内科医院リハビリセンター 岩見沢市幌向南2条3丁目310-50 ２６－２３００
定員30
月～土

萌佑会　介護老人保健施設 ゆあみーる 岩見沢市8条西19丁目8-6 ２０－２３１１
定員40
月～金

北翔会　朝日医院 岩見沢市朝日町50 ４６－２３０５
定員40
月～土

北翔会　介護老人保健施設 北翔館 岩見沢市10条西21丁目2 ３２－２１７７
定員60
月～土

北翔会　６条整形外科クリニック　青空 岩見沢市6条西1丁目8 ３１－７３１７
定員40
月～土

友愛会　介護老人保健施設 北村温泉ナーシングホーム 岩見沢市北村赤川586-63 ５６－２２４１
定員30
月～土

介護老人保健施設 ガーデンハウスくりやま 栗山町朝日4丁目9-33 0123-72-2600
定員75
月～土

介護老人保健施設 ゆう 南幌町栄町1丁目1-20 011-378-0091
定員40
月～金

http://www.hokushokai.or.jp/

http://www.hokushokai.or.jp/

http://www.hokushokai.or.jp/

http://www.kitamura-yuai.jp/

http://www.aizenkai.or.jp/kuriyama/outline.html

http://yawaragi-info.or.jp/

　・施設等に送迎し、入浴や食事の提供に加え、理学療法士や作業療法士等による専門的な機能訓練を実施します。（岩見沢市内及び近隣の施設）

事　　　業　　　所　　　名 所　　　　　在　　　　　地 備   　　　　　　　　 考

http://www.iwamizawanouge.com/facilities/index.shtml

【通所リハビリ（デイケア）】

http://www.hokushokai.or.jp/
http://www.hokushokai.or.jp/
http://www.hokushokai.or.jp/
http://www.kitamura-yuai.jp/
http://www.aizenkai.or.jp/kuriyama/outline.html
http://yawaragi-info.or.jp/
http://www.iwamizawanouge.com/facilities/index.shtml


電話番号

特別養護老人ホーム いちい荘 岩見沢市栗沢町最上222-6 ４５－４１２１

特別養護老人ホーム こぶし 岩見沢市志文町301 ２３－１１１５

特別養護老人ホーム ぬくもりの郷 岩見沢市6条西19丁目8 ２５－５５００

特別養護老人ホーム 野菊 岩見沢市2条東15丁目2 ２５－４１６５

特別養護老人ホーム くりのさと 栗山町湯地91-20 0123-72-6167

特別養護老人ホーム 新篠津福祉園 新篠津村第45線北12 ５７－２７３０

特別養護老人ホーム 南幌みどり苑 南幌町元町2丁目2-2 011-378-1556

特別養護老人ホーム 三笠市ことぶき荘 三笠市清住町112 01267-2-2146

介護老人保健施設 北村温泉ナーシングホーム 岩見沢市北村赤川586-63 ５６－２２４１

介護老人保健施設 北翔館 岩見沢市10条西21丁目2 ３２－２１７７

介護老人保健施設 ゆあみーる 岩見沢市8条西19丁目8-1 ２０－２３１１

介護老人保健施設 ガーデンハウスくりやま 栗山町朝日4丁目9-33 0123-72-2600

介護老人保健施設 ゆう 南幌町栄町1丁目1-20 011-378-0091

http://mikasa-jigyodan.or.jp/kotobuki/index.html

http://www.kitamura-yuai.jp/

http://www.hokushokai.or.jp/

http://www.iwamizawanouge.com/facilities/index.shtml

http://www.aizenkai.or.jp/kuriyama/outline.html

http://yawaragi-info.or.jp/

http://blog.goo.ne.jp/ichii-e

http://www.cupid.or.jp/

http://www.nogiku.org/home_son.htm

http://www.n-fukushikai.or.jp/

【短期入所（ショートスティ）】
　・短期間施設に入所しながら日常の介護や機能訓練等を受けることができます。（岩見沢市内及び近隣の施設）

事　　　業　　　所　　　名 所　　　　　在　　　　　地 備   　　　　　　　　 考

http://mikasa-jigyodan.or.jp/kotobuki/index.html
http://www.kitamura-yuai.jp/
http://www.hokushokai.or.jp/
http://www.iwamizawanouge.com/facilities/index.shtml
http://www.aizenkai.or.jp/kuriyama/outline.html
http://yawaragi-info.or.jp/
http://blog.goo.ne.jp/ichii-e
http://www.cupid.or.jp/
http://www.nogiku.org/home_son.htm
http://www.n-fukushikai.or.jp/


電話番号

エアー・ウォーター　愛らんど岩見沢店 岩見沢市2条東16丁目9-2 ２２－３１２２

かいご 岩見沢市北2条西11丁目5-2 ３１－６６６０

クピド・フェア 岩見沢市栗沢町由良213-4 ３４－４５５１

サンライフケア福祉用具貸与事業所 岩見沢市南町8条5丁目12-13 ２５－２７３７

ニック株式会社北海道中央営業所 岩見沢市5条東10丁目2 ２４－３８５９

ふくろうの杜 岩見沢市西川町511-4 ２５－８３３７

北海道環境福祉サービス 岩見沢市7条西2丁目14 ２２－４０７３

ムトウ岩見沢支店 岩見沢市岡山町142-4 ２５－６０１０

マルベリーさわやかセンター空知 滝川市一の坂町東3丁目5-16 0125-22-3084

http://www.wism-mutoh.co.jp/location/19

http://www.mulberry-hokkaido.co.jp/fukushi/sawayaka.html

http://www.hokkaido-awi.co.jp/medical_care/welfare_appliance03.html

http://www.cupid.or.jp/

http://www.nick-corp.com/

http://www.h5.dion.ne.jp/~yamato-t/fukuro/index.html

【福祉用具貸与】
　・歩行器、車椅子、特殊寝台、エアーマット（床ずれ予防）等を借りることができます。（利用できる福祉用具は、要介護度により限定されます）

事　　　業　　　所　　　名 所　　　　　在　　　　　地 備   　　　　　　　　 考

http://www.wism-mutoh.co.jp/location/19
http://www.mulberry-hokkaido.co.jp/fukushi/sawayaka.html
http://www.hokkaido-awi.co.jp/medical_care/welfare_appliance03.html
http://www.cupid.or.jp/
http://www.nick-corp.com/
http://www.h5.dion.ne.jp/~yamato-t/fukuro/index.html

