
帯広市認知症高齢者等SOSネットワーク協力事業所一覧
通し
番号

サービス
（介護事業所のみ）

事業所名称 事業所所在地

1 地域密着型通所介護 アシストセンターみなみまち 帯広市西14条南33丁目4番10号

2 通所介護 デイサービスセンター帯広りはびり 帯広市西17条北2丁目16番26号

3 居宅介護支援事業所 ケアプランサービスエムズ 帯広市西16条南5丁目10-7

4 訪問介護 ヘルパーステーションエムズ 帯広市西16条南5丁目10-7

5 有料老人ホーム 有料老人ホームしらゆり 帯広市東4条南23丁目4番地グループマンションしらゆり内

6 通所介護 ジョイリハ西5条 帯広市西5条南34丁目70

7 認知症GH グループホームはなえみ 帯広市東6条南13丁目1番地

8 訪問介護 訪問介護サービスはなえみ 帯広市東9条南19丁目4番地3

9 訪問介護 株式会社ケアサポートセンタージャム 帯広市西13条南13丁目1番地48

10 居宅介護支援事業所 SOMPOケア　帯広南　居宅介護支援 帯広市西5条南34丁目29番地4

11 訪問介護 SOMPOケア　帯広南　訪問介護 帯広市西5条南34丁目29番地4

12 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所すみれ 帯広市西19条南4丁目19番地7

13 訪問介護 訪問介護サービスあゆみ 帯広市西16条南1丁目24番地16

14 居宅介護支援事業所 ニチイケアセンター帯広 帯広市西22条南3丁目33番1

15 通所介護 ニチイケアセンター帯広 帯広市西22条南3丁目33番1

16 訪問介護 ニチイケアセンター帯広 帯広市西22条南3丁目33番1

17 通所介護 ニチイケアセンター帯広東 帯広市東4条南21丁目4番15号

18 訪問介護 ニチイケアセンター帯広東 帯広市東4条南21丁目4番15号

19 訪問介護 ニチイケアセンターみなみの森 帯広市南の森西1丁目5番地9

20 認知症GH ニチイケアセンター帯広大通 帯広市大通南22丁目9-1

21 認知症対応型通所介護 ニチイケアセンター帯広大通 帯広市大通南22丁目9-1

22 訪問看護 訪問看護ステーションとてっぽの丘るくる 帯広市西7条南26丁目13番地4

23 通所介護 ケアタウンとてっぽの丘るくる 帯広市西7条南26丁目13番地1

24 通所介護 社会参加型デイサービスさくら 帯広市西16条南5丁目19番2号

25 訪問介護 訪問介護事業所あっとほ～む 帯広市西20条南2丁目12番15号

26 老健施設 十勝勤医協老人保健施設ケアセンター白樺 帯広市白樺16条西2丁目

27 居宅介護支援事業所 医療法人社団刀圭会指定居宅介護支援事業所向日葵 帯広市西15条北4丁目2番地

28 訪問看護 訪問看護ステーション向日葵 帯広市西15条北4丁目2番地

29 老健施設 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

30 訪問介護 社会福祉法人刀圭会ヘルパーステーション向日葵 帯広市西16条北1丁目27番地34

31 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護　ななかまど 帯広市西16条北1丁目27番地50

32 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設　ななかまど 帯広市西16条北1丁目27番地50

33 ケアハウス ケアハウスそうび苑 帯広市西16条北1丁目27番地127

34 通所介護 デイサービスセンターそうび苑 帯広市西16条北1丁目27番地127

35 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所はなみずき 帯広市西22条南1丁目11番地17

36 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護にれの木 帯広市西22条南1丁目11番地13

37 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設にれの木 帯広市西22条南1丁目11番地13

38 地域密着型通所介護 デイサービスセンターにれの木 帯広市西22条南1丁目11番地13

令和３年８月現在
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帯広市認知症高齢者等SOSネットワーク協力事業所一覧
通し
番号
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39 居宅介護支援事業所 開西病院在宅ケアセンター 帯広市西23条南2丁目16番地27

40 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護あんさんぶる川北 帯広市西14条北2丁目2番地39

41 看護小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護あんさんぶる開西 帯広市西23条南3丁目27番地4

42 通所介護 リハビリデイ・りすたおびひろ西 帯広市西24条南2丁目21番地8

43 認知症GH グループホームかたらい 帯広市西23条南2丁目16－36

44 老健施設 医療法人社団博愛会　介護老人保健施設ヴィラかいせい 帯広市西22条南2丁目2番地10

45 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業所コムニの里おびひろ 帯広市東9条南13丁目2-4

46 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設コムニの里おびひろ 帯広市東9条南13丁目2-4

47 認知症対応型通所介護 デイサービススローライフおびこ 帯広市東4条南20丁目6番地4

48 訪問看護 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団
帯広地域訪問看護ステーション 帯広市西14条南15丁目5番10号　ＭＹビルⅡ内

49 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ふれあい 帯広市清流西2丁目20番地7

50 訪問介護 訪問介護ふれあい 帯広市清流西2丁目20番地7

51 認知症GH グループホームアルムレジェンド清流の里 帯広市清流西2丁目21番地2

52 認知症GH グループホームふれあいハウス 帯広市西12条南34丁目1番地9

53 認知症GH グループホームふれあい館1・2 帯広市西11条南33丁目21-2

54 認知症GH グループホームふれあいひまわり1・2 帯広市西11条南32丁目3-13

55 認知症GH グループホームふれあいみなみ野1・2・3 帯広市西19条南42丁目15-16

56 認知症GH グループホームふれあいみなみ野館 帯広市清流東4丁目3番地14

57 認知症GH グループホームふれあい稲田1・2 帯広市西13条南39丁目6-33

58 認知症GH グループホームふれあい北帯広1・2 帯広市西10条北6丁目7-4

59 認知症GH グループホーム鶴栖 帯広市西24条南5丁目10番地1

60 認知症GH グループホームたんぽぽ 帯広市東5条南14丁目1番地1

61 認知症GH グループホームすずらん 帯広市東11条南5丁目1番26

62 認知症GH グループホームふきのとう 帯広市西19条南4丁目3番地50

63 居宅介護支援事業所 ツクイ帯広西 帯広市西1条南16丁目19番地

64 通所介護 ツクイ帯広西 帯広市西1条南16丁目19番地

65 訪問介護 指定訪問介護事業所ニューライフたんぽぽ 帯広市東2条南7丁目1番地サンパークビル1F

66 居宅介護支援事業所 はるすケアプランサービス 帯広市西12条北2丁目3番地15号

67 訪問介護 ヘルパーステーションはるす 帯広市西12条北2丁目3番地15号

68 訪問入浴 はるす訪問入浴サービス 帯広市西13条北2丁目1-5

69 認知症GH 認知症高齢者グループホームるくる 帯広市西3条南6丁目2番地1

70 訪問介護 ヘルパーステーションらいぱる 帯広市東2条南16丁目11番1号

71 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所太陽 帯広市西18条南2丁目9番地79

72 地域密着型通所介護 デイサービスセンターこまどり 帯広市西18条南2丁目9番地79

73 訪問介護 ヘルパーステーション太陽 帯広市西18条南2丁目9番地79

74 地域密着型通所介護 デイサービスセンターやよい 帯広市大通南1丁目11－1

75 訪問介護 ヘルパーステーションきずな 帯広市西16条南5丁目34番14

76 通所介護 デイサービスきたえる～む帯広 帯広市東1条南4丁目2-1
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帯広市認知症高齢者等SOSネットワーク協力事業所一覧
通し
番号

サービス
（介護事業所のみ）

事業所名称 事業所所在地

令和３年８月現在

77 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター緑ヶ丘 帯広市西9条南18丁目2番地

78 通所介護 デイサービスセンター緑ヶ丘 帯広市西9条南18丁目2番地

79 地域密着型通所介護 デイ・サービスセンターほうゆー 帯広市大通南5丁目11番地1

80 訪問介護 ケア・ステーション鳳悠 帯広市大通5丁目11番地1

81 通所介護 デイサービスきたえる～む帯広西 帯広市自由が丘3丁目1-1

82 訪問介護 訪問介護サービス大地のはな帯広 帯広市東9条南19丁目1番3

83 訪問看護 訪問看護ステーションたなごごろ 帯広市西5条南16丁目2番3

84 訪問介護 ケアセンターハピネス 帯広市西15条南１丁目1-2

85 訪問看護 訪問看護ステーションえがお 帯広市東13条南5丁目1番地の36

86 訪問介護 指定訪問介護事業所ひなげし 帯広市南の森西2丁目1番1号

87 地域密着型通所介護 健康スタジオデイサービススロウ 帯広市西16条北1丁目19番地1

88 訪問介護 合同会社こころ 帯広市西1条南27丁目20番地1サンリバー101号

89 訪問介護 訪問介護ステーションメロディー 帯広市東2条南3丁目17番地　真鍋ビル2階

90 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ゆめいろ 帯広市西11条南5丁目1番地8

91 地域密着型通所介護 デイサービスコミュニティまこと 帯広市西2条南4丁目8-1　ぜんりん24ビル1F

92 居宅介護支援事業所 社会医療法人北斗指定居宅介護支援事業所ふぁーすと 帯広市稲田町基線2番地1

93 訪問介護 社会医療法人北斗ヘルパーステーションすてっぷ 帯広市稲田町基線2番地1

94 訪問看護 訪問看護ステーションろらん 帯広市稲田町基線2番地1

95 看護小規模多機能型居宅介護 社会医療法人北斗ほくと自立支援ホームカンタキあおぞら 帯広市西18条南4丁目15番地10号

96 ケアハウス ハイム悠遊 帯広市川西町西1線47番地3

97 通所介護 デイサービスセンター帯広けいせい苑つどい 帯広市川西町西1線47番地3

98 認知症GH グループホームベルエポック 帯広市川西町西1線47番地6

99 介護老人福祉施設サービス 特別養護老人ホーム帯広けいせい苑 帯広市川西町西1線47番地3

100 小規模多機能型居宅介護 帯広けいせい苑小規模多機能ホームはるか 帯広市西18条南2丁目6-4

101 認知症GH 帯広けいせい苑グループホームはるか 帯広市西18条南2丁目6-4

102 居宅介護支援事業所 帯広けいせい苑居宅介護支援事業所はるか 帯広市川西町西１線47番地3

103 居宅介護支援事業所 ケア・コンシェルジュ　シルバーウィング 帯広市西17条南3丁目24番24号

104 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設アルペジオ 帯広市自由が丘5丁目16番地9

105 地域密着型通所介護 デイサービスホワイエ 帯広市自由が丘5丁目16番地9

106 老健施設 介護老人保健施設ケアステーションアンダンテ 帯広市西17条南3丁目24番24号

107 居宅介護支援事業所 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 帯広市公園東町3丁目9番地1

108 訪問介護 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 帯広市公園東町3丁目9番地1

109 ケアハウス 生活支援ハウス昴 帯広市大正町西1線95番地8

110 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター太陽園 帯広市大正町西1線96番地1

111 通所介護 デイサービスセンター太陽園 帯広市大正町西1線96番地1

112 認知症GH グループホーム太陽の家 帯広市大正町西1線96番地1

113 介護老人福祉施設サービス 特別養護老人ホーム太陽園 帯広市大正町西1線96番地1

114 小規模多機能型居宅介護 太陽園小規模多機能ホーム杜のそら 帯広市大空町3丁目15番地2
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115 認知症GH グループホーム広野の家 帯広市広野町西3線152番地

116 介護老人福祉施設サービス 特別養護老人ホーム愛仁園 帯広市西17条南28丁目1番地

117 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所愛仁園 帯広市西16条南28丁目2番地1

118 通所介護 デイサービスセンター愛仁園 帯広市西16条南28丁目2番地1

119 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護あもる 帯広市西24条南1丁目33番地17

120 居宅介護支援事業所 アースサポート帯広 帯広市東7条南14丁目1番地13

121 訪問介護 アースサポート帯広 帯広市東7条南14丁目1番地13

122 訪問入浴 アースサポート帯広 帯広市東7条南14丁目1番地13

123 訪問入浴 ケアハウスグランドペアレント株式会社 帯広市南の森西2丁目4番15号

124 地域密着型通所介護 サニーサイド福祉用具貸与事業所 帯広市西8条北5丁目1番地2

125 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所まごころ 帯広市南の森西2丁目1番1号

126 認知症GH 愛の家グループホーム帯広東12条 帯広市東12条南4丁目1-75

127 認知症GH 愛の家グループホーム帯広共栄 帯広市西12条南4丁目1番地

128 認知症対応型通所介護 愛の家デイサービス帯広共栄 帯広市西12条南4丁目1番地

129 認知症GH 愛の家グループホーム帯広西11条 帯広市西11条南15丁目2-1

130 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター帯広中央 帯広市西７条南８丁目１番地3

131 認知症GH グループホームかしわ 帯広市西17条南1丁目5番5号

132 訪問看護 訪問看護ステーションすずらん 帯広市西７条南８丁目１番地3

133 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所白樺 帯広市白樺16条西1丁目3-1

134 通所介護 デイサービスほのか 帯広市白樺16条西1丁目3-1

135 訪問介護 ヘルパーステーション白樺 帯広市白樺16条西1丁目3-1

136 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型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番地17

137 認知症GH グループホームくつろぎの家 帯広市西1条南28丁目4番地1

138 認知症GH グループホームさくらの苑 帯広市西6条北5丁目14番11

139 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ふるさと 帯広市白樺16条東5丁目10番地

140 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームほっとふるさと 帯広市白樺16条東5丁目7番地

141 通所介護 通所介護事業所ふるさと 帯広市白樺16条東5丁目10番地

142 訪問介護 訪問介護事業所ふるさと 帯広市白樺16条東5丁目10番地

143 認知症対応型通所介護 デイサービスふるさとの家 帯広市白樺16条東5丁目5番2

144 認知症GH 奏～かなで～ 帯広市東3条南27丁目4番地

145 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター帯広至心寮 帯広市西4条南35丁目3番8号

146 通所介護 デイサービスセンター帯広至心寮 帯広市西4条南35丁目3番8号

147 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業所光輪 帯広市西5条南30丁目10番地

148 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設光輪 帯広市西5条南30丁目10番地

149 介護老人福祉施設サービス 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

150 通所介護 デイサービスセンター帯広慈恩の里 帯広市空港南町303番地1

151 介護老人福祉施設サービス 特別養護老人ホーム帯広慈恩の里 帯広市空港南町303番地1

152 訪問リハビリテーション 社会福祉法人真宗協会　帯広光南病院 帯広市空港南町303番地7
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153 療養施設 帯広光南病院 帯広市空港南町303番地7

154 養護老人ホーム 養護老人ホーム帯広信楽苑 帯広市空港南町345番地2

155 居宅介護支援事業所 十勝バス介護サービスセンター 帯広市西14条南32丁目2番地13

156 地域密着型通所介護 デイサービスかちばす 帯広市西14条南32丁目2番地13

157 訪問介護 十勝バス介護サービスセンター 帯広市西14条南32丁目2番地13

158 通所介護 デイサービスおびひろ栄 帯広市西16条北1丁目13番地99

159 訪問介護 ケアセンターアシスト 帯広市西24条南3丁目15番地2

160 地域密着型通所介護 茶話本舗デイサービス　帯広つつじヶ丘亭 帯広市西24条南3丁目41番地9

161 居宅介護支援事業所 あかりケアプランサービス 帯広市大通南8丁目5番地

162 地域密着型通所介護 あかりデイサービス 帯広市大通南8丁目5番地

163 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所ビリーブ 帯広市西16条南6丁目11番9号

164 訪問介護 指定訪問介護事業所ビリーブ 帯広市西16条南6丁目11番9号

165 認知症GH ふれあいの里グループホームおびひろ栄 帯広市西16条北1丁目25番地9

166 認知症GH ケアサポート・ワンズホーム 帯広市西1条南36丁目1番27号

167 訪問介護 有限会社ケアセンターゆとり 帯広市東11条南9丁目1番地16

168 地域密着型通所介護 デイサービスひだまり 帯広市西18条南4丁目60番地8号

169 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所木もれび 帯広市西17条北2丁目4-12

170 訪問介護 指定訪問介護事業所木もれび 帯広市西17条北2丁目4-12

171 訪問看護 訪問看護ステーション木もれび 帯広市西17条北2丁目4-12

172 通所介護 デイサービスはるこま 帯広市西16条南5丁目43番地

173 地域密着型通所介護 デイサービスこころ 帯広市西16条北2丁目12番3号

174 居宅介護支援事業所 シグナル帯広居宅介護ステーション 帯広市西2条南20丁目10番地

175 訪問介護 シグナル帯広訪問介護ステーション 帯広市西2条南20丁目10番地

176 - 北海道電力㈱送配電カンパニー帯広支店 帯広市西5条南7丁目2番地1

177 - 帯広ガス株式会社 帯広市西9条南8丁目5番地

178 - 一般社団法人北海道ＬＰガス協会十勝支部 帯広市西5条南2丁目12-4

179 - 十勝毎日新聞社 帯広市東1条南8丁目2番地

180 - 北海道新聞帯広支社 帯広市西4条南9丁目1番地

181 - コープ配食サービス 帯広市西4条南36丁目1-17

182 - 帯広ヤクルト販売株式会社 帯広市西7条南5丁目2番地

183 - 安全センター株式会社 札幌市中央区北8条西26丁目3番地3

184 - ミルクロード帯広（メグミルク宅配） 帯広市柏林台町3丁目2番地

185 - 有限会社メグミルク宅配センター ミル・フレッシュ石川 帯広市西19条南5丁目8番地8

186 - 佐川急便株式会社帯広営業所 帯広市西23条北1丁目15番地24

187 訪問リハビリテーション 開西病院訪問リハビリテーション 帯広市西23条南2丁目16番地27

188 - ALSOK北海道株式会社帯広支社 帯広市西10条南2丁目11番地1

189 地域包括支援センター 地域包括支援センター帯広至心寮 帯広市西5条南30丁目19番地
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190 地域包括支援センター 地域包括支援センター愛仁園 帯広市西16条南28丁目2番地1

191 地域包括支援センター 地域包括支援センター帯広けいせい苑 帯広市川西町西1線47番地3

192 地域包括支援センター 地域包括支援センター帯広市社会福祉協議会 帯広市公園東町3丁目9番地1　 帯広市グリーンプラザ

193 - 社会福祉法人　帯広市社会福祉協議会 帯広市公園東町3丁目9番地1　 帯広市グリーンプラザ

194 - 牛乳ファミリー本社センター 帯広市西20条北1丁目1番地20

195 - 株式会社エンパイアー帯広支店 帯広市西19条南1丁目7番地19

196 地域密着型通所介護 おふろデイゆるり 帯広市東11条南6丁目26番地11

197 通所介護 帯広市総合ケアセンター百年の森 帯広市西8条南12丁目2-1

198 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業所コムニの里みどりヶ丘 帯広市緑ケ丘8丁目1番地32

199 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設コムニの里みどりヶ丘 帯広市緑ケ丘8丁目1番地32

200 認知症GH グループホーム清流の里 帯広市清流東4丁目4番地3

201 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業所　清流の里 帯広市清流東4丁目4番地3

202 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ケアステーションとてっぽの丘るくる 帯広市西7条南26丁目13番地4

203 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設　杜のそら 帯広市大空町3丁目15番地2

204 認知症GH グループホームふるさと 帯広市西20条南3丁目6番22号

205 福祉用具 福祉用具専門店丸福 帯広市西20条南3丁目29番5号

206 - 毎日交通株式会社 帯広市川西町基線24番地13

207 - ナカジマ薬局いなだ店 帯広市西7条南34丁目40-3

208 - ナカジマ薬局協会病院前店 帯広市東6条南8丁目19

209 - ナカジマ薬局はくりんだい店 帯広市西18条南2丁目11-7

210 - ナカジマ薬局啓北店 帯広市西2条北1丁目8-1

211 - ナカジマ薬局西25条店 帯広市西25条南1丁目14-48

212 - ナカジマ薬局西23条店 帯広市西23条南2丁目16-38

213 - 北海道労働金庫帯広支店 帯広市西4条南6丁目1番地

214 居宅介護支援事業所 指定居宅介護支援事業所凛 帯広市西21条南5丁目27番地2Ｆｕｊｉ105号室

215 - 株式会社終活整理まごころ 帯広市西19条南1丁目4番地11

216 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションアフタービート 帯広市西17条南3丁目24番24号

217 地域密着型通所介護 デイサービス　カトレア 帯広市西15条南32丁目6番地4

218 通所介護 デイサービスセンターあるば 帯広市西5条南31丁目1-3

219 地域密着型通所介護 デイサービス　爺遊館 帯広市西24条南2丁目1-13

220 訪問看護 社会福祉法人真宗協会　帯広光南病院 帯広市空港南町303番地7

221 訪問看護 訪問看護ステーションかいせい 帯広市西23条南3丁目27番地4

222 - 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし（本社） 帯広市川西町西2線61番地

223 - 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし（稲田SS） 帯広市清流東1丁目1-2

224 - 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし（みなみ野SS） 帯広市南の森東1丁目1-3

225 - 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし（西20条SS） 帯広市西20条南2丁目32-10
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226 - 株式会社ＪＡサービス帯広かわにし（川西SS） 帯広市川西町西2線61-1

227 - 第一生命保険株式会社帯広支社 帯広市西1条南10丁目18

228 - セコム株式会社帯広支社 帯広市西6条南6丁目3

229 小規模多機能型居宅介護 帯広けいせい苑　小規模多機能ホーム　いなほ 帯広市西5条南37丁目1番7号

230 地域密着型介護老人福祉施設 帯広けいせい苑　地域密着型介護老人福祉施設　いなほ 帯広市西5条南37丁目1番7号

231 地域包括支援センター 地域包括支援センター帯広けいせい苑（南） 帯広市西5条南37丁目1番7号

232 - イオン北海道（株）イオン帯広店 帯広市西4条南20丁目1番地

233 地域包括支援センター 地域包括支援センター帯広市社会福祉協議会（北） 帯広市西14条北1丁目1番地18アディ14A-1

234 認知症GH ふれあいの里グループホームおびひろ緑ヶ丘 帯広市緑ヶ丘8丁目1番24

235 地域密着型通所介護、居宅介護支援事業所 ツクイ帯広WOW 帯広市西4条南29丁目１番8号WOW西館１階

236 - ナカジマ薬局帯広在宅調剤センター 帯広市西７条南７丁目２番地６

237 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ぬくもり 帯広市東10条南12丁目1番地29

238 - 社会医療法人 博愛会  開西病院 帯広市西23条南2丁目16番地27

239 - 社会医療法人 博愛会 複合施設 あおがめヴィレッジ 帯広市東７条南11丁目２番地
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