平成31年 1月11日作成

居宅介護支援事業所
ケアマネジャー が、
サービス利用に関する

相談 や、

ケアプラン（介護サービス計画）の作成を致します。
※ 住所（
住所（郵便番号）
郵便番号）順に表示しています
表示しています
事業所番号 事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

指定居宅介護支援事業所 くろさわ
0164690166

帯広市大通南４丁目９番地 帯広メデ
ィカルプラントビル２階
社会医療法人 恵和会 〒 080-0010 電話:

あかりケアプランサービス

0155-20-5000

帯広市大通南８丁目５番地

0174600668
特定非営利活動法人グリーンサポートとかち 〒 080-0010 電話:

ツクイ帯広西

0155-28-5855

帯広市西１条南１６丁目１９番地

0174601468
株式会社 ツクイ 〒 080-0011 電話:

シグナル帯広 居宅介護ステーション

0155-20-3200

帯広市西２条南２０丁目１０番地

0174600353
有限会社 帯広看護婦家政婦紹介所 〒 080-0012 電話:

居宅介護支援センター 帯広至心寮

0155-23-4935

帯広市西４条南３５丁目３番８号

0174600080
社会福祉法人 真宗協会 〒 080-0014 電話:

ＳＯＭＰＯケア 帯広南 居宅介護支援

0155-66-7996

帯広市西５条南３４丁目２９番地４

0174602557
ＳＯＭＰＯケア株式会社 〒 080-0015 電話:

ライフマップ帯広

0155-49-3490

帯広市西７条南６丁目１番地４

0174602599
株式会社ライフデザイン 〒 080-0017 電話:

ケアプランセンター緑ヶ丘

0155-22-3818

帯広市西９条南１８丁目２番地

0174602441
株式会社ほくと 〒 080-0019 電話:

居宅介護支援事業所 ゆめいろ

0155-27-6610

帯広市西１１条南５丁目１番地８

0174601625
合同会社 和興 〒 080-0021 電話:

十勝バス介護サービスセンター

0155-67-7762

帯広市西１４条南３２丁目２番地１３

0174601062
十勝バス 株式会社 〒 080-0024 電話:

指定居宅介護支援事業所 愛仁園

0155-67-5885

帯広市西１６条南２８丁目２番地１

0174600072
社会福祉法人 普仁会 〒 080-0026 電話:

ケアプランサービス エムズ

0155-48-5630

帯広市西１６条南５丁目１０番７号

0174601823
株式会社Ｍ’ｓ 〒 080-0026 電話:

0155-67-0738
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事業所番号 事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

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

0174600734
特定非営利活動法人 尚之基金 〒 080-0026 電話:

ケア・コンシェルジュ シルバーウィング

0155-41-0121

帯広市西１７条南３丁目２４番２４号

0174601500
社会福祉法人 光寿会 〒 080-0027 電話:

居宅介護支援事業所 太陽

0155-38-2251

帯広市西１８条南２丁目９番地７９

0174601070
株式会社 太陽 〒 080-0028 電話:

指定居宅介護支援事業所ひだまり

0155-58-6644

帯広市西１８条南４丁目６０番８号

0174601351
有限会社 サポートひだまり 〒 080-0028 電話:

はるすケアプランサービス

0155-58-3022

帯広市西１２条北２丁目３番地１５

0174602300
株式会社はるす 〒 080-0042 電話:

指定居宅介護支援事業所 向日葵

0155-66-5141

帯広市西１５条北４丁目２番地７

0114611932
医療法人社団 刀圭会 〒 080-0045 電話:

指定居宅介護支援事業所 木もれび

0155-35-5636

帯広市西１７条北２丁目４番１２号

0164690109
有限会社 ホームケアサポート 木もれび 〒 080-0047 電話:

居宅介護支援事業所 ふるさと

0155-38-2213

帯広市白樺１６条東５丁目１０番地

0174601757
社会福祉法人 ふるさと 〒 080-0050 電話:

指定居宅介護支援事業所 白樺

0155-41-1139

帯広市白樺１６条西１丁目３番地１

0154680029
医療法人 十勝勤労者医療協会 〒 080-0051 電話:

居宅介護支援事業所ニューライフたんぽぽ
0174600627

帯広市東２条南７丁目１番地サンパー
クビル１Ｆ

株式会社 ニューライフ 〒 080-0802 電話:

ニチイケアセンター帯広東

0155-41-1167

0155-27-4266

帯広市東４条南２１丁目４番地１５

0174600320
株式会社 ニチイ学館 〒 080-0804 電話:

居宅介護支援事業所コスモス

0155-20-6830

帯広市東５条南４丁目２番地１６

0174602482
合同会社夢 〒 080-0805 電話:

アースサポート帯広

0155-20-5501

帯広市東７条南１４丁目１番地１３

0174601401
アースサポート株式会社 〒 080-0807 電話:

居宅介護支援事業所 ぬくもり

0155-26-0900

帯広市東１０条南１２丁目１番地２９

0174602607
合同会社 イースト 〒 080-0810 電話:080-1884-1144

指定居宅介護支援事業所 ふぁ～すと
0114613078

ケアプラン大空

帯広市稲田町基線２番地１ 十勝自立
支援センター介護老人保健施設かけ
はし
社会医療法人 北斗 〒 080-0833 電話: 0155-67-5040
帯広市大空町３丁目９番地８

0174602474
合同会社カノープス 〒 080-0838 電話:080-1167-8336
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事業所番号 事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

帯広市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
0174600015

帯広市公園東町３丁目９番地１ 帯広
市グリーンプラザ内

社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会 〒 080-0847 電話:

ニチイケアセンターみなみの森

0155-20-2522

帯広市南の森西１丁目５番地９

0174601377
株式会社 ニチイ学館 〒 080-0862 電話:

指定居宅介護支援事業所まごころ

0155-49-0004

帯広市南の森西２丁目１番１号

0174601807
合同会社ＳＳＭ 〒 080-0862 電話:

居宅介護支援事業所 ふれあい

0155-66-6963

帯広市清流西２丁目２０番地７

0174600361
株式会社 アルムシステム 〒 080-0872 電話:

居宅介護支援事業所すみれ

0155-49-3602

帯広市西１９条南４丁目１９番７号

0174601203
株式会社 なないろ 〒 080-2469 電話:

指定居宅介護支援事業所 凛

0155-67-5444

帯広市西２１条南５丁目２７番地２
ｕｊｉ １０５号室

0174602219

合同会社 おひさま 〒 080-2471 電話:

指定居宅介護支援事業所 はなみずき

Ｆ

0155-66-5181

帯広市西２２条南１丁目１１番地１７

0174601674
社会福祉法人 刀圭会 〒 080-2472 電話:

ニチイケアセンター帯広

0155-67-5401

帯広市西２２条南３丁目３３番地１

0174600031
株式会社 ニチイ学館 〒 080-2472 電話:

開西病院在宅ケアセンター

0155-58-1671

帯広市西２３条南２丁目１６番地２７

0114613235
医療法人社団 博愛会 〒 080-2473 電話:

帯広けいせい苑 居宅介護支援事業所はるか
0174601229

帯広市川西町西１線４７番地３ 総合
老人福祉施設帯広けいせい苑内

社会福祉法人 慧誠会 〒 089-1182 電話:

居宅介護支援センター 太陽園

0155-37-9100

0155-53-4800

帯広市大正町西１線９６番地１

0174600106
社会福祉法人 帯広太陽福祉会 〒 089-1242 電話:

指定居宅介護支援事業所 結 おとふけ

0155-64-5069

音更町大通６丁目６ プロスパ６ １階

0174701649
合同会社クルポッケ 〒 080-0101 電話:

ケアサポートあっとほーむ
0174701813

合同会社リアン 〒 080-0111 電話:

北勝館ケアプランセンター

0155-66-6162

音更町木野大通東１３丁目１番地４３
ルゼルＫ１０１号室

0155-66-7347

音更町木野大通東１７丁目２番地４

0174701458
株式会社 北勝館 〒 080-0111 電話:

指定居宅介護支援事業所 春風
0174701839

音更町宝来仲町南２丁目９番地２ パ
ークサイド Ｈ号室
合同会社 多幸 〒 080-0135 電話:

帯広徳洲会 介護センター

0155-43-5400

0155-67-5281

音更町木野西通１４丁目２番地１

0114712888
医療法人 徳洲会 〒 080-0302 電話:

0155-32-3032
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事業所番号 事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

居宅介護支援事業所クレア

音更町中鈴蘭南３丁目８番地１０

0174701904
合同会社クレア 〒 080-0308 電話:

あんじゅ音更 指定居宅介護支援事業所

0155-66-9088

音更町中鈴蘭元町２番地９

0174700997
社会福祉法人 手稲ロータス会 〒 080-0309 電話:

ケアマネジメントセンターほほえみ

0155-30-9221

音更町緑陽台南区２番地６ 介護老人
保健施設とかち内

0164690075

公益財団法人 北海道医療団 〒 080-0318 電話:

居宅介護支援事業所らんらん

0155-32-3100

音更町柏寿台１番地５

0174700146
社会福祉法人 音更町柏寿協会 〒 080-0325 電話:

士幌町居宅介護支援事業所

0155-67-6327

士幌町字士幌西２線１６７番地

0174700096
士幌町 〒 080-1200 電話:

士幌愛風会居宅介護支援事業所

01564-5-2108

士幌町字士幌西２線１６９番地５

0174700021
社会福祉法人 士幌愛風会 〒 080-1217 電話:

指定居宅介護支援事業所ひまわり

01564-5-3032

上士幌町字上士幌東２線２４２番地

0174701730
社会福祉法人上士幌福寿協会 〒 080-1408 電話:

上士幌町居宅介護支援事業所

01564-2-5111

上士幌町字上士幌東３線２３６番地

0174700526
上士幌町 〒 080-1408 電話:

ケアプランセンター上士幌

01564-2-5555

上士幌町字上士幌東３線２３７番地
上士幌町生涯学習センター内

0174700294

社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会 〒 080-1408 電話:

新得町介護サービスセンター

01564-7-7002

新得町３条南３丁目５番地

0174700468
新得町 〒 081-0013 電話:

居宅介護支援事業所 新得やすらぎ荘

0156-64-0533

新得町西３条北１丁目１番地

0174700179
社会福祉法人 厚生協会 〒 081-0023 電話:

0174700062

特定非営利活動法人 地域福祉支援センターちいさな
手

新得町字新得西３線５０番地１５

特定非営利活動法人 地域福祉支援センターちいさな手 〒 081-0038 電話:

ケアプランセンターしんとく社協

0156-69-5110

0156-69-5560

新得町屈足旭町２丁目８８

0174701334
社会福祉法人 新得町社会福祉協議会 〒 081-0151 電話:

もみじの里居宅介護支援事業所

0156-65-2060

鹿追町鹿追北２線８番地３３

0174701474
社会福祉法人 鹿追恵愛会 〒 081-0216 電話:

鹿追町 居宅介護支援事業所

0156-66-1185

鹿追町東町４丁目２番地１

0174700112
鹿追町 〒 081-0222 電話:

指定居宅介護支援事業所 ケアマネセンターりらく

0156-66-1311

芽室町東芽室南２線１６番地２

0154780035
社会医療法人社団 三草会 〒 082-0006 電話:

0155-61-3180
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事業所番号 事業所名称／ 事業者名称

0174700344

事業所所在地･電話番号

社会福祉法人 芽室町社会福祉協議会 居宅介護支援
事業所

芽室町東２条２丁目１５番地１ ふれあ
い交流館内

社会福祉法人 芽室町社会福祉協議会 〒 082-0012 電話:

帯広福祉サービス

0155-62-1616

芽室町東めむろ２条北２丁目２番地５

0174600726
有限会社 帯広福祉サービス 〒 082-0802 電話:

池田町デイサービスセンター居宅介護支援事業所

0155-62-0109

池田町字西２条１０丁目２番地２０

0174700245
社会福祉法人 池田光寿会 〒 083-0022 電話:

ケアプランセンターいけだ

015-572-3222

池田町字西３条６丁目１４番地１ 池田
町ふれあいセンター内

0174700047

社会福祉法人 池田町社会福祉協議会 〒 083-0023 電話:

虹の家 居宅介護支援事業所

015-579-2222

池田町字利別西町３２番地１６

0174701383
特定非営利活動法人 虹の家 〒 083-0031 電話:

ケアマネセンターつなぐ

015-578-7211

幕別町札内新北町４７番地１８レジデ
ンスマンワ４ １０１

0174701789

合同会社ワイエム 〒 089-0100 電話:

せせらぎ荘介護支援相談センター

0155-56-1521

清水町南３条１丁目１番地

0174700823
社会福祉法人 清水旭山学園 〒 089-0111 電話:

清水町社会福祉協議会 居宅介護事業所

0156-62-3611

清水町南３条２丁目１番地

0174700542
社会福祉法人 清水町社会福祉協議会 〒 089-0111 電話:

清水町指定居宅介護支援事業所

0156-69-2210

清水町南３条２丁目１番地１

0174700187
清水町 〒 089-0111 電話:

清水赤十字居宅介護支援事業所

0156-69-2233

清水町南２条２丁目１番地

0114710270
日本赤十字社 〒 089-0195 電話:

さぽーと幕別

0156-62-2513

幕別町札内暁町２５９番地８４

0174701300
特定非営利活動法人 幕別ケアサポート 〒 089-0531 電話:

居宅介護支援事業所 ブルーベリー

0155-55-5040

幕別町札内桜町１１６番地１

0174701375
合同会社ウェルビーイング 〒 089-0535 電話:

居宅介護支援事業所 大地のはな

0155-67-6309

幕別町札内共栄町３８番地３

0174701391
株式会社 北海道ライフサポート 〒 089-0538 電話:

てと手

0155-27-6256

幕別町札内青葉町４番地４ カーサチ
ロット１０６

0174701979

合同会社 おうち介護 〒 089-0541 電話:

札内在宅ケアセンター あかしや

0155-67-4707

幕別町札内あかしや町４２番地の１０

0154780050
医療法人社団 博愛会 〒 089-0552 電話:

幕別町社会福祉協議会 ケアプランセンター

0155-55-4110

幕別町新町１２２番地の１

0174700120
社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会 〒 089-0611 電話:

0155-55-3800
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事業所番号 事業所名称／ 事業者名称

事業所所在地･電話番号

中札内村居宅介護支援事業所

中札内村西２条南２丁目２番地

0174700435
中札内村 〒 089-1332 電話:

更別村社会福祉協議会 居宅介護支援事業所

0155-67-2321

更別村字更別１９０番地１ 更別村老
人保健福祉センター内

0174700708

社会福祉法人 更別村社会福祉協議会 〒 089-1531 電話:

南十勝居宅サービス事業所 つばさ

0155-53-3500

大樹町字大樹１０番８号 老人保健施
設ケアステーションひかり内

0174700302

社会福祉法人 光寿会 〒 089-2105 電話:

居宅介護支援事業所「ひなたぼっこ」

01558-6-5561

大樹町緑町２２番地９７

0174700724
企業組合ひなたぼっこ 〒 089-2155 電話:

0174700336

社会福祉法人 広尾町社会福祉協議会 指定居宅介護
支援事業所

広尾町公園通南４丁目１番地

社会福祉法人 広尾町社会福祉協議会 〒 089-2622 電話:

本別町指定居宅介護支援事業所

01558-9-1111

01558-9-0700

本別町西美里別６番地１５

0174700377
本別町 〒 089-3325 電話:

足寄町指定居宅介護支援事業所

0156-22-9222

足寄町北１条４丁目４８番地１

0174700286
足寄町 〒 089-3701 電話:

居宅介護支援あづまの里

0156-25-9200

足寄町南５条３丁目１番地

0114712664
医療法人社団 三意会 〒 089-3715 電話:

あしょろ敬愛会居宅介護支援事業所

0156-25-5050

足寄町新町２番地１０

0174701433
社会福祉法人 あしょろ敬愛会 〒 089-3722 電話:

陸別町居宅介護支援事業所
0174701888

陸別町字陸別東２条３丁目２番地 陸
別町保健福祉センター
陸別町 〒 089-4312 電話:

とよころ居宅介護支援事業所

0156-25-9377

0156-27-8001

豊頃町茂岩４９番地７８

0174700070
社会福祉法人 豊頃愛生協会 〒 089-5315 電話:

うらほろ居宅介護支援センター

015-574-2627

浦幌町字北町７番地２３

0174700138
社会福祉法人 うらほろ幸寿会 〒 089-5621 電話:

ケアプランセンターうらほろ

015-576-5122

浦幌町字北町８番地１

0174700310
社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会 〒 089-5621 電話:

015-576-5566
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