
千歳市保健福祉オンブズンマン制度　調査協力事前同意事業者一覧

* H31.4.30現在

事業者名 事業所名 サービス区分 事業所住所 事業所℡

1 千歳市 千歳市保健福祉部 東雲町2丁目34 24-3131

居宅介護支援事業所えいぶる 居宅介護支援（介護）

デイサービスえいぶる デイサービス（介護）

ケアサポートえいぶる
訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護・同行援護
（障がい）

複合型サービス「豊里」 看護小規模多機能型居宅介護（介護）

訪問看護ステーション明日葉 訪問看護（介護） 梅ヶ丘1丁目7-12 25-8812

グループホームひまわりの家 認知症対応型共同生活介護（介護）

訪問介護事業所
ナイスケアひまわり

訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護(障がい)

デイサービスひまわり デイサービス（介護） 北斗4丁目13-18 27-2725

新富ヘルパーステーション
訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護(障がい)

42-3152

新富デイサービスセンター デイサービス（介護） 42-3147

新富ほっとす支援事業所 居宅介護支援（介護） 42-3133

祝梅ヘルパーステーション
訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護(障がい)

祝梅デイサービスセンター デイサービス（介護）

祝梅ほっとす支援事業所 居宅介護支援（介護）

千歳市西区地域包括支援
センター

介護予防支援(介護） 新富1丁目3-5 42-3131

千歳市東区地域包括支援
センター

介護予防支援(介護） 流通3丁目3-16 40-6516

千歳市向陽台区地域包括支援
センター

介護予防支援(介護） 若草4丁目13-1 48-2848

やまとの里
居宅介護支援事業所

居宅介護支援（介護） 27-7503

やまとの里
デイサービスセンター

デイサービス（介護） 27-7501

やまとの里ショートステイ ショートステイ（介護）

特別養護老人ホームやまとの里 指定介護老人福祉施設（介護）

暢寿園短期入所生活介護事業所 ショートステイ（介護）

特別養護老人ホーム暢寿園 指定介護老人福祉施設（介護）

千歳市南区地域包括支援センター 介護予防支援(介護） 大和4丁目2-1 22-5188

有限会社
新富メディカル・サービス

居宅介護支援・訪問介護・
福祉用具貸与・販売（介護）

25-3132

デイサービス泉沢山荘 デイサービス（介護） 28-5561

7
一般社団法人
北海道総合在宅ケア事業団

一般社団法人北海道総合在宅ケア事
業団　千歳訪問看護ステーション

訪問看護（介護）
北光2丁目1-1
千歳市民病院内

22-3400

8 株式会社 クリーン開発
株式会社クリーン開発
福祉事業部

福祉用具貸与・販売（介護）
美々987番地22新千歳空港
ﾀｰﾐﾅﾙｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ1階

24-3990

9 有限会社 ピュアカクサダ
ダスキンヘルスレント
千歳ステーション

福祉用具貸与・販売（介護）
朝日町5丁目1-1
フレンドハウス2

40-8080

グループホーム向陽台 認知症対応型共同生活介護（介護） 28-5888

リハビリデイサービス
プラザ向陽台

デイサービス（介護） 28-5770

グループホームせせらぎの家 認知症対応型共同生活介護（介護） 新星2丁目2-3 23-6151

グループホームほくとの家 認知症対応型共同生活介護（介護） 北斗1丁目19-14 23-7311

12
株式会社 さくらコミュニティ
サービス

満快のふる郷さくら千歳 認知症対応型共同生活介護（介護） 勇舞1丁目7-15 27-3987

ニチイケアセンター千歳
居宅介護支援・訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護・同行援護
（障がい）

千代田町5丁目1-3　アセッ
トプランニング千歳ビル1階

40-2334

ニチイケアセンター千歳北陽 認知症対応型共同生活介護（介護） 北陽1丁目11-8 27-7531

ニチイキッズ おさつ駅前保育園 保育 千歳市長都駅前1丁目6-1 40-7020

株式会社　健康研究所
訪問看護ステーションつばさ

訪問看護（介護） 23-0283

デイサービスセンターつばさ デイサービス（介護） 29-7775

デイハウスえみな デイサービス（介護） 勇舞1丁目2-2 27-1787

小規模多機能ホームえみな
ままちの家

小規模多機能型居宅介護(介護） 真々地1丁目2-15-2 29-4868

居宅介護支援事業所えみな 居宅介護支援（介護）

ヘルパーステーションえみな
訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・
移動支援（障がい）

小規模多機能ホームえみな
エルムの家

小規模多機能型居宅介護(介護） 23-2263

23-2282

14株式会社 健康研究所 北陽6丁目18-7

15株式会社 えみな

長都駅前5丁目1-10

11有限会社 ケアリンクス

13株式会社 ニチイ学館

6
有限会社
新富メディカルサービス

柏陽5丁目5番地の3

10
有限会社
アクティーサービス

白樺2丁目1-1

40-6511

5 社会福祉法人 千歳福祉会

大和4丁目2-1

23-1228

富丘2丁目7-5 24-7922

4

新富1丁目3-5

流通3丁目3-16

3 有限会社 ナイスケア
北斗4丁目14-4 40-3050

2
有限会社
ケアサポートえいぶる

豊里1丁目3-3 23-2881

社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会



事業者名 事業所名 サービス区分 事業所住所 事業所℡

16株式会社 サンボウ グループホームぬくもりの里 認知症対応型共同生活介護（介護） 住吉4丁目8-14 26-5886

ホームヘルプサービス
千歳ふくろうの森

訪問介護（介護） 40-1350

ケアハウス千歳ふくろうの園 特定施設入居者生活介護（介護）

ショートステイ
千歳ふくろうの森

ショートステイ（介護）

ケアマネージメント
千歳ふくろうの森

居宅介護支援（介護） 40-5040

ショートステイ
千歳ふくろうの森Ⅱ

ショートステイ（介護） 40-1188

ショートステイ
千歳ふくろうの森Ⅳ

ショートステイ（介護） 40-1144

デイサービスセンター
千歳ふくろうの森

デイサービス（介護） 40-1165

特別養護老人ホーム
千歳ふくろうの園

介護老人福祉施設入所者生活介護
（介護）

40-1165

特別養護老人ホーム
千歳ふくろうの園Ⅱ

介護老人福祉施設入所者生活介護
（介護）

49-6688

養護老人ホーム千歳千寿園特定施
設入居者生活介護事業所

特定施設入居者生活介護（介護） 40-0488

ケアプランセンターしののめ 居宅介護支援（介護） 26-3833

訪問看護ステーションしののめ 訪問看護（介護） 26-0617

訪問リハビリ・ステーションさんぽ 訪問リハビリテーション（介護） 23-4111

かわせみ
指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援（介護） 40-2525

訪問看護（介護） 24-1121

訪問リハビリテーション・通所リハビ
リテーション（介護）

清流5丁目4番2号通所リハビ
リセンター内

29-5035

老人保健施設北星館
介護老人保健施設・ショートステイ・
通所リハビリテーション(介護)

清流5丁目1-1 40-2525

第２住吉保育園 保育 豊里3丁目7-7 40-5500

住吉認定こども園 保育 豊里3丁目9-5 24-9368

21
社会福祉法人
千歳社会福祉協会

向陽台保育園 保育 若草5丁目2-2 28-3300

22株式会社サンリリー さくら保育園 保育 稲穂1丁目2-5 23-4811

あずさ認定こども園 保育 あずさ5丁目21-1 22-5588

認定こども園つくし保育園 保育 富丘1丁目5-13 40-1106

認定こども園向陽台つくし幼稚園 保育 若草5丁目3-1 28-2123

24たんぽぽ夜間保育園 たんぽぽ夜間保育園 保育 東雲町4丁目7-4 27-1008

サポートセンターエブリ
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・
同行援護・移動支援・日中一時支援
(障がい）

春日町3丁目5-1 27-2131

いずみワークセンター
就労移行支援・就労継続支援(B型)
（障がい）

清流2丁目4-4 42-8113

障がい者支援施設いずみ
生活介護・施設入所支援・日中一時支
援（障がい）

障がい者支援センター
サポートいずみ

生活介護（障がい）

障がい者支援センター　キラリ 生活介護・日中一時支援（障がい） 春日町3丁目5-1 22-2179

ぱすてる 児童発達支援（障がい） 春日町3丁目5-1 27-2131

就労推進室やませみ 就労支援（障がい） 春日町3丁目5-1 25-3990

いずみ寮 共同生活援助（障がい） 末広4丁目9-12 26-6566

地域活動支援センター
めいぷる共同作業所

地域活動支援センター（障がい）

めいぷるほっとい～よ 生活介護（障がい）

めいぷるハウス 共同生活援助（障がい） 自由ヶ丘6丁目5-7 42-8090

27
ＮＰＯ法人
ハートフルネットワーク
ほほえみ

ＮＰＯ法人
ハートフルネットワーク
ほほえみ

就労継続支援（Ｂ型）（障がい） 幸町５丁目2-1 23-7007

社会福祉法人せらび
千歳地域生活支援センター

地域活動支援センター事業所・
計画相談支援・地域移行支援・地域定
着支援（障がい）

清水町4丁目15-1 40-6323

就労支援ｾﾝﾀｰＯm-net(おむねっと)就労継続支援（Ｂ型）(障がい) 末広4丁目1-13 25-6539

29ＮＰＯ法人　たねっと
千歳市障がい者総合支援
センターＣｈｉｐ

計画相談支援・地域移行支援・地域定
着支援（障がい）

東雲町1丁目11
千歳市しあわせサポート
センター内

27-2210

ブン・ブン・ブン・ハウス 放課後等デイサービス（障がい）
清水町4丁目8番地の1
シェルヴィル1階

25-5061

デイサービスセンター
ブン・ブン・ブン・ハウス

児童発達支援・放課後等デイサービス
（障がい）

清水町4丁目8-1
シェルビル205号

26-8188

31株式会社 119International 
就労継続支援事業所
エコ・ファクトリー

就労継続支援(A型)・就労継続支援
(B型)（障がい）

信濃1丁目13-1 27-5222

28社会福祉法人せらぴ

30株式会社 ワーク

26
ＮＰＯ法人
千歳めいぷるの会

自由ヶ丘3丁目10-11 22-9981

25
社会福祉法人
千歳いずみ学園

泉郷403-9 29-2023

※いずみ寮では、「いずみ寮」のほか、「第2いずみ寮」、「さくら荘」、「なでしこ」、「りら」、「うえだ
ハウス」、「清流ハウス」、「住吉ハウス」があります。

北星病院

20社会福祉法人 恵愛会

23学校法人 つくし学園

18医療法人同仁会 東雲町1丁目11

19医療法人社団いずみ会

清流5丁目1-1

17
社会福祉法人
いちはつの会

大和4丁目3-11

40-1165

大和4丁目2-4



事業者名 事業所名 サービス区分 事業所住所 事業所℡

32
ＮＰＯ法人
ライフヘルプちとせ

ＮＰＯ法人
ライフヘルプちとせ

訪問介護（介護）居宅介護・重度訪問
介護・行動援護・同行援護（障がい）

北栄1丁目8-14 26-5211

オープンカフェゆみな 就労継続支援（B型）（障がい） 花園1丁目1-1 42-0303

生活介護ステーションゆみな 生活介護（障がい） 青葉1丁目9-4 42-3320

グループホームメルシー 共同生活援助（障がい） 稲穂1丁目8-4 25-6410

34キタノケア株式会社 グループホーム かつらぎ 認知症対応型共同生活介護（介護） 桂木3丁目1-2 22-6671

35株式会社 メビウス メビウス 就労継続支援（A型）（障がい） 泉沢1007-172 48-2588

36合同会社 ウェルフェア ケアプランセンターふきのとう 居宅介護支援（介護） 豊里3丁目4-18 42-8600

37
株式会社 ドン・リース
アンドレンタル

千歳物流センター 就労継続支援（B型）（障がい） 上長都1034-8 42-0634

38株式会社 フェイス デイハウス　えにし デイサービス（介護） 清流1丁目3-7 21-9302

千歳豊友会居宅介護支援事業所 居宅介護支援(介護）

千歳豊友会
訪問リハビリテーション事業所

訪問リハビリテーション（介護）

千歳豊友会
通所リハビリテーション事業所

通所リハビリテーション（介護）

千歳豊友会
訪問看護事業所

訪問看護（介護）

アリス認定こども園 保育 勇舞1丁目1-1 24-7000

北斗認定こども園 保育 北斗5丁目6-3 22-5983

居宅介護支援　ゆうしんかん 居宅介護支援（介護） 桜木2丁目10-10 42-3055

居宅介護支援
ゆうしんかん・らいふ

居宅介護支援（介護） みどり台北2丁目5-1521-8195

訪問介護　ゆうしんかん 訪問介護（介護）

デイサービス　ゆうしんかん デイサービス（介護）

ゆうしんかん訪問看護
ステーション

訪問看護（介護）

24時間ゆうしんかん訪問介護・
看護ステーション

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護(介護）

42株式会社ステップ ステップ赤ちゃんる～む 保育 清流7丁目8-8 27-3582

43株式会社キッズハウス オハナ キッズハウス オハナ 保育
清水町4丁目8-1
シェルヴィル1階

42-6818

44ＮＰＯ法人　北陽保育園 北陽保育園 保育 北陽1丁目12-2 23-3975

居宅介護支援事業所　ゆうび 居宅介護支援（介護）

訪問介護ステーション　ゆうび 訪問介護(介護）

障がい者支援事業所　ゆうび
居宅介護・重度訪問介護 ・行動援
護・同行援護・移動支援（障がい）

就労移行支援事業所　ゆうび 就労移行支援（障がい）

就労継続支援事業所　ゆうび 就労継続支援（B型）（障がい）

グループホームゆうび 認知症対応型共同生活介護（介護） 23-0085

青葉の杜 就労継続支援（B型）（障がい） 桂木1丁目3-22 23-5552

青葉の郷 短期入所・共同生活援助（障がい） 蘭越10-37 23-7772

小規模多機能ホーム　花園の家 小規模多機能型居宅介護（介護） 40-0535

デイサービス花園 認知症対応型通所介護（介護） 40-1225

47メリーライフ株式会社 グループホーム里の家 千歳 認知症対応型共同生活介護（介護） 若草１丁目18-2 28-5184

48株式会社　アールエッチエス グループホーム笑顔の郷 認知症対応型共同生活介護（介護） 北斗4丁目5番地 26-5300

49
株式会社ワークセンター
ピアハーブ

ピアハーブ本町店 就労継続支援（A型）（障がい） 千歳市本町1丁目12-2 22-1177

デイサービス陽だまり 認知症対応型通所介護（介護） 千歳市桂木1丁目5番6号 40-0700

介護老人保健施設
クリアコート千歳

訪問リハビリテーション・通所リハビ
リテーション・ショートステイ・介護
老人保健施設（介護）

27-3232

資生会居宅介護支援事業所 居宅介護（介護） 27-3800

自立訓練施設 蓮げ荘
短期入所・自立訓練・宿泊型自立訓
練・就労継続支援（B型）(障がい）

都756-21 40-2220

千歳市北区地域包括支援センター 介護予防支援(介護）
北光2丁目1-1
千歳市民病院内

25-8180

千歳病院 居宅介護・重度訪問介護（障がい）

資生会訪問介護ステーション 訪問介護（介護）

グループホーム末広 認知症対応型共同生活介護(介護） 末広3丁目8-7 21-8822

51マルハチ急行株式会社
マルハチ急行株式会社
福祉事業部　サークルエイト

就労継続支援（B型）・日中一時支援
（障がい）

上長都1039-25 40-0800

訪問介護ステーション
りんごハウス

居宅介護・重度訪問介護(障がい) 春日町4丁目1-18 27-3303

ヘルパーステーション
北のケアちとせ

訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護(障がい)

千代田町6丁目20番地
第12ふじやビル1階

21-9012

富丘1丁目618-6
医療法人社団豊友会
千歳豊友会病院内

24-4191

21-8858

52株式会社　草創

50医療法人 資生会

千歳市桂木1丁目5番7号

桂木1丁目3-22

46社会福祉法人 晃裕会

花園3丁目8-7

45有限会社　優美 日の出1丁目1-41

22-5511

22-5511

41株式会社　源架設

みどり台北2丁目4-1 42-3058

39

40社会福祉法人 千歳洋翔会

医療法人社団豊友会
千歳豊友会病院

33
ＮＰＯ法人
アシスタントセンター
ちえりす



事業者名 事業所名 サービス区分 事業所住所 事業所℡

53株式会社　シェアドリーム
訪問看護ステーション
わかち愛

訪問看護（介護） 幸町1丁目11 25-5001

デイサービスセンターゆあみ
茶屋千歳富士

デイサービス（介護） 富士3丁目1-10 25-3245

デイサービスセンターゆあみ
茶屋千歳大和

デイサービス（介護） 大和2丁目2-8 25-3952

55学校法人三溝学園
認定こども園　北陽幼稚園・
第2北陽保育園

保育 北陽8丁目2-8 49-3100

56
医療法人社団高橋整形外科
クリニック

医療法人社団高橋整形外科
クリニック

通所リハビリテーション（介護）
千代田町7丁目1789-3
千歳ステーションプラザ5階

24-1971

57株式会社　帆の風 株式会社帆の風 千歳事業所 就労継続支援(A型)
朝日町2丁目1-2
PP千歳ビル2階

26-5577

小規模多機能型ホームくらしさ
千歳

小規模多機能型居宅介護（介護） 本町5丁目1502-1 27-7313

パワーリハビリデイサービス
クローバー

デイサービス（介護）
清流3丁目2-1
スターライトメゾン1階

25-9012

訪問看護ステーション
くらしさ千歳

訪問看護（介護）
居宅介護・重度訪問介護（障がい）

本町5丁目1502-1 27-7313

訪問介護ステーション
くらしさ千歳

訪問介護（介護） 本町5丁目1502-1 27-7313

グループホームあおば 共同生活援助（障がい） 青葉1丁目9-1

グループホームあさひ 共同生活援助（障がい） 朝日町8丁目1206-99

60株式会社　協栄ハウス デイサービスきたえる～む千歳 デイサービス（介護） 北栄1丁目28-3 25-6981

61株式会社　スギハラ スギハラ薬局　しののめ調剤
居宅療養管理指導
予防居宅療養管理指導（介護）

東雲町1丁目11-6 22-8803

株式会社育未 育未保育園 保育 日の出4丁目3-10 25-3109

久住　浩文 ちびっこランド千歳園 保育 末広4丁目7-1 27-4332

千代田町リハビリセンター デイサービス（介護） 緑町1丁目3-35 21-8672

居宅介護支援事業所なごみ 居宅介護支援（介護） 25-6886

指定訪問介護事業所VIAREST千歳緑町訪問介護・デイサービス（介護） 25-6586

64合同会社　C.HALL 千歳療育教室はる
児童発達支援・放課後等デイサービ
ス・保育所等訪問支援（障がい）

富丘1丁目31-6 38-9334

グラン・セラ居宅介護支援事業所 居宅介護支援（介護）

グラン・セラ柏陽通所介護事業所 デイサービス（介護）

グラン・セラ訪問介護事業所 訪問介護（介護） 25-8058

グラン・セラ訪問看護ステーショ
ン

訪問看護（介護） 21-8168

ケアコールセンター・グラン・セ
ラ

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護(介護）

柏陽4丁目3-1 28-8058

66株式会社ラウレア
児童通所支援センター
ラブアリス千歳桜木

児童発達支援・放課後等デイサービス
（障がい）

桜木3丁目1-1 23-0081

67株式会社ウィンドバレー
就労継続支援A型事業所
ウィンドバレー

就労継続支援（A型）（障がい） 稲穂1丁目8-8千歳市森林組合ビル３階25-6191

68株式会社小恵樹 こだま保育園 保育 花園5丁目5-12 26-3455

69アースサポート株式会社 アースサポート千歳

居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴
（介護）
居宅介護・重度訪問介護・訪問入浴
（障がい）

錦町1丁目14-1 27-7600

70一般社団法人　りらサポ サポートセンター　ユリーカ 就労継続支援（B型）（障がい） 幸町4丁目15-1 25-8403

71SOMPOケア株式会社 SOMPOケア千歳
居宅介護支援・訪問介護（介護）
居宅介護・重度訪問介護・同行援護
（障がい）

北陽1丁目13-17
溝ビルX・2001B-1F

40-6338

72株式会社せんさい樹
勇舞デイサービスセンターまごこ
ろの湯くれいん

デイサービス（介護） 千歳市勇舞2丁目7番8号 21-8477

73NPO法人フェアリー 児童デイサービスみどり台
児童発達支援・放課後等デイサービス
（障がい）

みどり台北1丁目3番5号
011-
376-
3999

74株式会社ミナモト ミナモト就労継続支援事業所 就労継続支援（A型・B型）（障がい） みどり台北2丁目5番14号 40-1603

75合同会社ハレルモ 晴レルモキッチン 就労継続支援（B型）（障がい） 信濃1丁目7番18号 27-9565

76NPO法人えにわスマイル保育園 ちとせスマイル保育園 保育 住吉5丁目1-24 21-8892

77
札幌臨床検査センター株式会
社

ノルデン薬局　北千歳店 居宅療養管理指導（介護） 清流5丁目2番1号 22-1011

78株式会社なの花北海道 なの花薬局千歳住吉店 予防居宅療養管理指導（介護） 住吉3丁目16-11 26-1200

79株式会社Share
リハビリ特化型デイサービス
カラダラボ千歳清水町

デイサービス（介護） 清水町4丁目19-4 21-8615

80ＮＰＯ法人といろ ワンステップ 就労継続支援（B型）（障がい） 青葉6丁目16番11号 25-6242

81株式会社ひまわりの会 ひまわりの会 就労継続支援(A型) 梅ヶ丘2丁目3-24 21-8157

82学校法人千歳栄光学園 認定こども園　千歳第２幼稚園 保育 新富1丁目6-21 23-3586

59株式会社アガペ 26-7111

65株式会社HCFMパートナーズ

柏陽3丁目17-1 28-8017

柏陽4丁目3-2

62

63株式会社　NOYAU

54株式会社 ITM介護システム

58

緑町1丁目3-22

株式会社　元気な介護


