
 
    

事業所名 郵便番号 所在地 電話番号 看護師

あ～ねすと 047-0156 小樽市桜1-23-15 0134-51-2225 △

アイケア小樽デイサービスセンター 047-0013 小樽市奥沢1-17-1 0134-31-5001 ○

朝里中央デイサービス 047-0152 小樽市新光1-22-13 0134-54-1720 △

オタモイ　デイサービスセンター 048-2671 小樽市オタモイ1丁目20番19号 0134-26-1116 ○

きたえる～む小樽稲穂 047-0032 小樽市稲穂4-13-9 0134-64-1500 ○

勤医協船浜デイサービス　ひだまり 047-0157 小樽市船浜町5番11号 0134-54-1667 △

きたえる～む朝里 047-0152 小樽市新光1丁目4番1号 0134-64-1251 ×

機能訓練デイサービス　つばさ 047-0048 小樽市高島5丁目9番7号 0134-65-8899 ○

勤医協小樽デイサービス 047-0036 小樽市長橋4-5-23 0134-25-5720 ○

ケアステーション　はあとＤＳ 047-0013 小樽市奥沢1丁目1番1号 0134-61-1652 ○

ケアポート　そよかぜ 047-0028 小樽市相生町4-40 0134-24-0200 ○

札樽病院リハビリデイサービスセンター　ひまわり 047-0151 小樽市朝里2-3-12 0134-51-2178 △

清水町デイサービスセンター 047-0045 小樽市清水町20-6 0134-24-8151 ×

スローフィットデイはびる 047-0034 小樽市緑2-1-8 2F 0134-64-5280 △

銭函デイサービスセンター 047-0261 小樽市銭函2-23-21 0134-62-1585 ○

通所介護ケアサービス　さくら 047-0042 小樽市末広町32-12 0134-21-3655 ○

ツクイ小樽さくら 047-0156 小樽市桜2-25-15 0134-51-3330 △



 

事業所名 郵便番号 所在地 電話番号 看護師

通所介護　らく楽リハビリ- 047-0261 小樽市銭函2丁目36番113号 0134-61-1664 ×

デイサービスセンター　あすなろ 047-0021 小樽市入船4-5-15 0134-21-3500 △

デイサービスセンター　ＡＲＫ（アルク）奏 047-0042 小樽市末広町1番5号 0134-64-1105 ○

デイサービス　いるか 047-0033 小樽市富岡1丁目18番23号 0134-61-7770 ○

デイサービス　カラダラボ小樽入船 047-0021 小樽市入船1-1-14 0134-64-1226 △

デイサービス　希望の杜 047-0031 小樽市色内3-2-8 0134-31-1977 △

デイサービスセンター　きりん 047-0034 小樽市緑3-11-35 0134-24-6777 ○

デイサービス　絆 048-2672 小樽市塩谷1丁目19番4号 0134-64-5513 ○

デイサービスセンター　壽 047-0026 小樽市東雲町2番2号 0134-29-5100 ○

デイサービス　さんぽみち 047-0017 小樽市若松1丁目4番10号 0134-26-6109 ○

デイサービスセンター　滝の湯 047-0048 小樽市高島2丁目13番1号 0134-24-3463 ○

デイサービス　だんらん 047-0036 小樽市長橋5丁目6番14号 0134-31-7070 ○

デイサービスセンター　ハーモニー 047-0036 小樽市長橋2-19-28 0134-33-1811 ○

デイサービスセンター　はる小樽稲穂 047-0032 小樽市稲穂1丁目4番2号 0134-21-3511 ○

デイサービスセンター　ぽえむの丘 047-0156 小樽市桜3-19-15 0134-61-1117 ○

デイサービスセンター　ぽえむヒルズ 047-0156 小樽市桜2丁目12番5号 0134-61-1177 ○

デイサービスセンター　ぽんとまり 047-0048 小樽市高島1-8-8 0134-26-6891 △



 

事業所名 郵便番号 所在地 電話番号 看護師

デイサービスセンター　ゆとり 047-0023 小樽市最上1-17-22 0134-21-6531 △

デイサービス　ゆらぎ 047-0154 小樽市朝里川温泉1丁目219番地1 0134-52-0922 ○

デイサービス　ゆらぎの家 047-0154 小樽市朝里川温泉1丁目306番地39 0134-64-1733 ○

デイサービス　ゆらり 047-0156 小樽市桜3丁目4番7号 0134-61-1131 △

デイサービスセンター　ラポールなんたる 047-0017 小樽若松2丁目8番20号 0134-64-1167 ○

デイサービス　若乃湯 047-0156 小樽市桜2丁目1番29号 0134-61-6067 ×

デイサービス　若乃湯2 047-0156 小樽市桜2丁目1番29号 0134-61-6067 ×

南樽整形デイサービス 047-0021 小樽市入船4-17-12 0134-22-1010 △

なぎさデイサービス 047-334 小樽市緑3丁目11番9号 0134-26-6393 ○

ニチイケアセンター小樽奥沢 047-0013 小樽市奥沢1-25-11 0134-21-5800 ○

HALデイサービス新光 047-0152 小樽市新光1-37-6 0134-51-5185 △

HALデイサービス望洋台 047-0155 小樽市望洋台2-2-10 0134-51-3555 △

HALデイサービス銭函 047-0261 小樽市銭函2-23-2 0134-62-6280 △

松島内科デイサービス 047-0034 小樽市緑1丁目19番1号 0134-27-7720 ○

ユイ・ドリーム館 047-0041 小樽市手宮1-5-30 0134-31-2100 ○

ライフフィットデイりはびる 047-0034 小樽市緑2-2-5 0134-26-6713 △

ＬＩＦＥ　ＲＥＨＡＢＩＬＩＴＡＴＩＯＮ
　　希望のつぼみ銭函

047-0261 小樽市銭函3丁目186番21号 0134-61-2211 ○



 

事業所名 郵便番号 所在地 電話番号 看護師

リハビリ特化型　アクティブスタジオＫＴラボ 048-2671 小樽市オタモイ3丁目2番4号 0134-28-2100 ○

レッツ倶楽部小樽駅前 047-0032 小樽市稲穂2-13-11 0134-21-0066 ○

レッツ倶楽部小樽手宮 047-0039 小樽市錦町21-1 0134-31-2200 ○

島牧村デイサービス 048-0621 島牧村字泊29-1 0136-75-6023 △

勤医協くろまつないデイサービスぬまっころ 048-0101 黒松内町306-3 0136-77-2111 △

黒松内町デイ・サービスセンター 048-0101 黒松内町字黒松内562-4 0136-72-3750 △

高齢者生活福祉センターこんぶ 048-1302 蘭越町昆布町24-1 0136-58-3500 ○

高齢者生活福祉センターめな 048-1261 蘭越町目名町391 0136-55-3015 △

留寿都村老人デイサービスセンター 048-1731 留寿都村留寿都186-18 0136-47-2288 ○

京極町老人福祉協議会デイサービスセンター 044-0121 京極町字三崎68 0136-42-3681 △

カラダラボ倶知安 044-0033 倶知安町南３条西１丁目1 0136-55-8186 ○

倶知安町老人デイサービスセンター 044-0014
倶知安町南３条東４丁目
文化福祉センター１Ｆ

0136-23-3522 ○

デイサービスセンターろっかえん 044-0013 倶知安町南３条東５丁目1-2 0136-22-0808 ○

古平町デイサービスセンター 046-0121 古平町大字浜町711 0135-42-2833 △

仁木町デイサービスセンターえんれいそう 048-2335 仁木町銀山2-134 0135-33-5777 △

デイサービスかるな 046-0022 余市町沢町5-77 0135-22-2408 △

デイサービスセンターかがやき 046-0013 余市町豊丘町335-2 0135-48-5077 △



 

事業所名 郵便番号 所在地 電話番号 看護師

デイサービス華 046-0003 余市町黒川町12-3 0135-22-7000 △

ハッピーサポートまごころ 046-0021 余市町浜中町4-8 0135-48-6301 ×

リハビリサポートまごころ 046-0004 余市町大川町4-77 0135-48-6321 ×

勤医協よいちディサ－ビスセンタ－ 046-0003 余市町黒川町12丁目46番地 0135-22-5988 ○

共和町いきいきセンター 048-2142 共和町小沢95-30 0135-72-1101 ○

デイサービスセンターみのりの里　共和 048-2202 共和町南幌似57-13 0135-71-2580 ○

デイサービスセンターま～れ 045-0003 岩内町字万代45-10 0135-67-7511 △

泊村在宅老人デイサービスセンター 045-0202 泊村大字茅沼村500-2 0135-75-3363 ○

創成会デイサービスセンター 045-0301 神恵内村字冷水50-6 0135-76-5002 △


