2018年実

施 設 名
介護老人保健施設あすかHOUSE東苗穂
札幌白石記念記念病院
訪問介護サービスほろむい
介護老人保健施設虹ヶ丘
特別養護老人ホーム厚別栄和荘
厚別栄和荘デイサービスセンター
やすらぎデイサービスセンター
住宅型有料老人ホーム安暖手
介護付有料老人ホーム オアシス
グループホームいきいき
小規模多機能型居宅介護つどい
グループホーム 西円山の丘
介護老人保健施設虹ヶ丘
グループホームせーじゅ
札幌宮の沢病院
特別養護老人ホームケアタウン美しが丘
特別養護老人ホームケアタウン美しが丘
ケアタウン美しが丘デイサービスセンター
社会福祉法人聖静学園
グループホームグッドケア・西野
有料老人ホームあおい栄町館
グループホーム笑顔の村
サービス付き高齢者向け住宅マイラシーク塩谷
ツクイ札幌麻生グループホーム
住宅型有料老人ホーム リハケアホーム手稲
グループホーム手稲ゆうゆう

習

住

施

設

一

所

札幌市東区東苗穂6条3丁目11-55
札幌市白石区本通8丁目南1-10
岩見沢市幌向北2条1丁目611番地108
夕張市日吉14番地6
札幌市厚別区厚別町山本750番地6
札幌市厚別区厚別町山本750-6
札幌市厚別区厚別町山本750番地6
札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目13-10
岩見沢市2条西5丁目2-7
札幌市白石区北郷9条3丁目3-1
札幌市北区新川西3条2丁目1-5
札幌市中央区円山西町4丁目3-21
美唄市東5条南7丁目5-1
札幌市西区山の手4条5丁目3-22
札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目14-35
札幌市清田区真栄3条2丁目
札幌市清田区真栄3条2丁目
札幌市清田区真栄3条2丁目
札幌市南区石山78-53
札幌市西区西野8条4丁目10-12
札幌市東区北45条東14丁目2-3
札幌市手稲区富丘3条3丁目8-6
小樽市塩谷2丁目2番21号
札幌市東区北35条東1丁目５－７
札幌市手稲区星置3条1丁目9-1
札幌市手稲区稲穂5条2丁目6-5

覧

設 置 者 名
明日佳グループ
社会医療法人医翔会
株式会社一条
医療法人社団英仁会
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人栄和会
社会福祉法人栄和会
株式会社 F.T.F.NET
有限会社オアシス
株式会社オストケアサービス
株式会社クルーザー
社会福祉法人渓仁会
医療法人社団 英仁会
医療法人耕仁会
医療法人札幌宮の沢病院
社会福祉法人秀寿会
社会福祉法人秀寿会
社会福祉法人秀寿会
社会福祉法人聖静学園
株式会社創生事業団
株式会社ソニック
有限会社ソラ
株式会社泰進建設
株式会社ツクイ
合同会社手稲軽川商店
社会福祉法人手稲ロータス会

特別養護老人ホーム手稲ロータス
札幌市手稲区稲穂5条2丁目6
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰぱうろ温泉
札幌市厚別区厚別東2条6丁目4番10号
ふれあいの里グループホームとみおか
札幌市手稲区富丘2条4丁目11-15
ナーシングホームなつれ手稲
札幌市手稲区手稲本町5条2丁目1-1
ノア地域巡回センター八軒
札幌市西区八軒5条東2丁目4-16
デイサービスセンター泉共八軒
札幌市西区八軒9条西4丁目5-30
ノア地域巡回センター発寒
札幌市西区発寒10条2丁目8-5
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ泉共発寒
札幌市西区発寒10条2丁目8-5
ノア地域巡回センター旭ヶ丘
札幌市中央区南12条西22丁目2-1
住宅型有料老人ホームノーザリーライフケア厚別札幌市厚別区厚別西5条2丁目18-22
特別養護老人ホーム はっさむはる
札幌市西区発寒11条1丁目3-20
千代田町リハビリセンター
千歳市緑町1丁目3-35
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ハートの家 六番館
石狩市花川北6条3丁目16
特別養護老人七色の風
札幌市北区屯田9条9丁目5-15
小規模多機能型居宅介護コミュニティ青葉
石狩市樽川6条2丁目3-2
特別養護老人ホーム へいわの郷
札幌市白石区本郷通1丁目南2-1
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑエルムの家
札幌市西区八軒5条東2丁目4-16
ヴェラス・クオーレ南19条
札幌市中央区南19条西11丁目1番15
介護付有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス真駒内公園 札幌市南区真駒内緑町1丁目1-1
グループホームアルメリア
美唄市東5条南4丁目3-9
幌東病院
札幌市白石区本郷通7丁目南4-30
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
特別養護老人ホーム夢あかり
江別市ゆめみ野東町1番地5
介護老人保健施設 北翔館
岩見沢市10条西21丁目2
グループホーム北海ケアみずほ館
江別市あけぼの町51番13
北広島ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ
北広島市富ヶ岡509-31
介護老人保健施設友愛ナーシングホーム
江別市新栄台46番地12
ＮＰＯ法人自立支援センター 愛歩路
札幌市東区北26条東5丁目3-28
住宅型有料老人あっとほ～む石山東
札幌市南区石山東2丁目2-33
介護老人保健施設アートライフ恵庭
恵庭市西島松570

社会福祉法人手稲ロータス会
医療法人中山会
日総ふれあいケアサービス株式会社
株式会社ネイチャー
株式会社ノアコンツェル
株式会社ノアコンツェル
株式会社ノアコンツェル
株式会社ノアコンツェル
株式会社ノアコンツェル
ノーザリーライフケア株式会社
社会福祉法人ノマド福祉会
株式会社NOYAU (ノワイヨ）
社会福祉法人パートナー
社会福祉法人パートナー
社会福祉法人パートナー
社会福祉法人博栄会
株式会社はくりょう
株式会社光ハイツ・ヴェラス
株式会社光ハイツ・ヴェラス
株式会社美唄環境センター
医療法人社団豊武会
社会福祉法人萌佑会
社会福祉法人北叡会
医療法人北翔会
北海ケアサービス株式会社
社会福祉法人北海長正会
社会福祉法人北海道友愛福祉会
NPO法人自立支援センター歩歩路
マスターライフサポート（株）
医療法人盟侑会

愛の家グループホーム 札幌福住
愛の家グループホーム 札幌星置
ライフプレステージ白ゆり新さっぽろ
グループホームはるか
キノウアップ八軒
ふれあいの里 新道東
らくら当別

札幌市豊平区福住3条 8-16-1
札幌市手稲区星置3条9丁目8番11号
札幌市厚別区厚別東1条2丁目1-1
岩見沢市8条東6丁目1-1
札幌市西区八軒7条西4丁目1-16
札幌市東区北32条東18丁目6-3
当別町太美町２３４３番地３９
2019年実

施 設 名
介護老人保健施設あすかHOUSE東苗穂
デイサービスあすか
小規模多機能型居宅介護ひまり
訪問介護事業所 スリースマイル
介護付有料老人ホームヴィラフローラ南円山
特別養護老人ホームひらおか梅花実
訪問介護事業所ライフアシスト
特別養護老人ホームやすらぎ荘
介護老人保健施設コミュニティホーム白石
グランウェルネス琴似駅前
ロイヤル32
札幌太田病院
介護老人保健施設セージュ山の手
札幌宮の沢病院
介護付有料老人ホーム ラ・ナシカていね
児童発達支援事業所 知恵のわ
大谷地病院
特別養護老人ホーム三陽

習

住

施

設

一

メディカル・ケア・サービス株式会社
メディカル・ケア・サービス株式会社
株式会社メディカルシャトー
株式会社メディケアサービス北海道
ライフケアサービス株式会社
株式会社ライフケアサポート
株式会社らくらケア
覧

所

札幌市東区東苗穂6条3丁目11-55
札幌市西区西町北12丁目4-3
札幌市北区新川2条9丁目1-15
札幌市中央区南8条西13丁目3-10
札幌市中央区南8条西26丁目1-1
札幌市清田区平岡3条3丁目1-8
札幌市東区北28条東2丁目2-20
小樽市塩谷2丁目2番21号オタモイ1丁目20-18
札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号
札幌市西区琴似1条6丁目４番16号
札幌市北区北32条西4丁目3-20
札幌市西区山の手5条5丁目1-1
札幌市西区山の手4条5丁目3-1
札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目14-35
札幌市手稲区手稲本町2条3丁目3-5
札幌市白石区本郷通7丁目北7番10号
札幌市厚別区大谷地東5丁目7-10
札幌市西区八軒5条西8丁目5-1

設 置 者 名
明日佳グループ
アトム商事株式会社
株式会社アヴニール
株式会社イーエムアイ・リンクジャパン
株式会社ヴィラ
社会福祉法人栄和会
株式会社大蔵商事
社会福祉法人小樽育成院
社会福祉法人渓仁会
株式会社元気な介護
株式会社健寿の里
医療法人耕仁会
医療法人耕仁会
医療法人札幌宮の沢病院
株式会社シダー
株式会社シムス
医療法人重仁会
社会福祉法人 清恵会

グループホーム笑顔の村
札幌市手稲区富丘3条3丁目8-6
サービス付き高齢者向け住宅マイラシーク塩谷 小樽市塩谷2丁目2番21号
ツクイ札幌西野
札幌市西区西野8条2丁目13-37
ツクイ札幌麻生グループホーム
札幌市東区北35条東1丁目５－７
デイサービスセンター禎心会東
札幌市東区北44条東8丁目1-6
デイサービスつつじ
札幌市手稲区金山1条2丁目1番39号
障がい者支援施設 陽風
長沼町東5線南4番地
ネクサスコート白石南郷
札幌市白石区南郷通3丁目北2-1
ノア地域巡回センター八軒
札幌市西区八軒5条東2丁目4-16
デイサービスセンター泉共八軒
札幌市西区八軒9条西4丁目5-30
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ泉共美しが丘
札幌市清田区美しが丘2条10丁目4番5号
ノア地域巡回センター旭ヶ丘
札幌市中央区南12条西22丁目2-1
住宅型有料老人ホームノーザリーライフケア厚別札幌市厚別区厚別西5条2丁目18-22
デイサービスふるさと
札幌市清田区真栄434番地6 アンデルセン福祉村
デイサービスセンター幸栄の里
札幌市豊平区月寒西2条5丁目1-2
小規模多機能型居宅介護ごきげん北野
札幌市清田区北野7条2丁目9-1
特別養護老人ホーム はっさむはる
札幌市西区発寒11条1丁目3-20
特別養護老人七色の風
札幌市北区屯田9条9丁目5-15
特別養護老人ホーム へいわの郷
札幌市白石区本郷通1丁目南2-1
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑエルムの家
札幌市西区八軒5条東2丁目4-16
ヴェラス・クオーレ南19条
札幌市中央区南19条西11丁目1番15
介護付有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス月寒公園 札幌市豊平区美園9条8丁目5番1号
介護付有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス琴似 札幌市西区二十四軒4条1丁目3-1
介護付有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス真駒内公園 札幌市南区真駒内緑町1丁目1-1
そねざきデイサービスセンター
札幌市白石区北郷3条7丁目1-15
こころ富丘
札幌市手稲区 富丘２条５丁目８－２８
グループホームふわり藻岩下
札幌市南区藻岩下4丁目2-7
デイサービスセンター夢美はな
江別市ゆめみ野東町1番地5
あるての杜
江別市上江別476-4
グループホーム北海ハウス二番館
札幌市白石区北郷7条3丁目8-15

有限会社ソラ
株式会社泰進建設
株式会社ツクイ
株式会社ツクイ
社会医療法人禎心会
株式会社道央ケアセンター
社会福祉法人長沼陽風会
株式会社ネクサスケア
株式会社ノアコンツェル
株式会社ノアコンツェル
株式会社ノアコンツェル
株式会社ノアコンツェル
ノーザリーライフケア株式会社
社会福祉法人ノテ福祉会
社会福祉法人ノテ福祉会
社会福祉法人ノテ福祉会
社会福祉法人ノマド福祉会
社会福祉法人パートナー
社会福祉法人博栄会
株式会社はくりょう
株式会社光ハイツ・ヴェラス
株式会社光ハイツ・ヴェラス
株式会社光ハイツ・ヴェラス
株式会社光ハイツ・ヴェラス
医療法人社団日吉会
プラス合同会社
株式会社風和里
社会福祉法人北叡会
社会福祉法人北叡会
北海ケアサービス株式会社

ぷちりーぺ
障がい者支援施設Sora
障がい者支援施設ホップ
障害者支援施設あっぷ
ＮＰＯ法人自立支援センター 愛歩路
愛の家グループホーム 石狩花川
デイサービスセンター白ゆり中央
ライフシップ植物園
ユア・タイム・ケア

札幌市東区北20条東1丁目3-７
札幌市西区二十四軒4条6丁目5番3号
札幌市西区二十四軒４条６丁目３番４号
札幌市西区八軒５条東１丁目６番１号
札幌市東区北26条東5丁目3-28
石狩市花川404-12
札幌市中央区南9条西7丁目1番28号
札幌市中央区北5条西10丁目6番1号
札幌市北区屯田3条2丁目7-18

社会福祉法人HOP
社会福祉法人HOP
社会福祉法人HOP
社会福祉法人HOP
NPO法人自立支援センター歩歩路
メディカル・ケア・サービス株式会社
株式会社メディカルシャトー
株式会社ライフデザイン
株式会社Y・T・C

