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包括

エリア
名　　称 住　　所 電話番号

1 東 ヘルパーステーションたくゆう 苫小牧市拓勇東町3丁目13番16号 0144-57-3750

2 東
勤医協
沼ノ端ヘルパーステーションコスモス

苫小牧市北栄町2丁目27番20号 0144-52-5522

3 東 ヘルパーステーションひまわり沼ノ端 苫小牧市沼ノ端中央3丁目2番7号 0144-55-5979

4 東 ヘルパーステーションローズ苫小牧 苫小牧市新開町1丁目14番6号 0144-55-3751

5 三光 訪問介護事業所はる
苫小牧市双葉町1丁目1番5号
貸事務所2階北

0144-84-1223

6 三光 訪問介護センター陽明園 苫小牧市双葉町3丁目22番8号 0144-32-4000

7 三光 訪問介護ミライ 苫小牧市音羽町1丁目11番13号 0144-84-1357

8 三光 あさひケアサービス 苫小牧市三光町2丁目2番5号 0144-34-3315

9 三光 訪問介護事業所クラウネックス 苫小牧市住吉町2丁目2番4号 0144-55-5115

10 三光 訪問介護笑美 苫小牧市明野新町1丁目19番1号 0144-57-5018

11 三光 訪問介護サービス敬愛センター 苫小牧市柳町4丁目4番31号 0144-57-1360

12 三光 ヘルパーステーション優らいふ 苫小牧市新明町4丁目20番22号 0144-53-1515

13 中央 ＰＯＰケア苫小牧
苫小牧市表町1丁目3番4号
大東ビル3階

0144-32-2770

14 中央 訪問介護笹舟
苫小牧市舟見町2丁目6番4号
ラフィーネB　2F　202

0144-82-8318

15 中央
苫小牧市社会福祉協議会
指定訪問介護事業所

苫小牧市若草町3丁目3番8号 0144-38-2251

16 中央 苫都病院訪問介護ステーションわかくさ 苫小牧市若草町5丁目10番24号 0144-38-2552
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17 中央 アースサポート苫小牧 苫小牧市緑町1丁目22番15号 0144-35-9800

18 中央 ヘルパーステーションこぶし 苫小牧市本幸町1丁目1番6号 0144-61-1007

19 中央 ライフ・リバイバル 苫小牧市栄町1丁目5番11号 0144-38-0060

20 中央 ヘルパーステーションきぼう
苫小牧市新中野町3丁目6番5号
華紋ビル201

0144-56-5555

21 中央 指定訪問介護事業所陽だまりの樹 苫小牧市元中野町2丁目3番3号 0144-38-2815

22 中央 ヘルパーステーション縁 苫小牧市元中野町2丁目4番14号 0144-33-0577

23 中央 ヘルパーステーションまごころ 苫小牧市元中野町2丁目18番19号 0144-82-9112

24 南 ケア・サービス苫小牧 苫小牧市青葉町1丁目2番3号 0144-72-4811

25 南 日翔訪問介護センター 苫小牧市青葉町2丁目9番19号 0144-78-2333

26 南 NPOふれあい 苫小牧市新富町2丁目6番21号 0144-78-2800

27 南 さくら・介護ステーション苫小牧中央
苫小牧市大成町2丁目7番18号
lifeone101号

0144-76-2555

28 南 訪問介護はすかっぷ 苫小牧市有明町2丁目11番6号 0144-71-7700

29 南 訪問介護事業所ふるさと
苫小牧市元町2丁目5番15号316
元町ビル2階

0144-56-5391

30 南 ニチイケアセンター苫小牧 苫小牧市光洋町1丁目5番17号 0144-71-1511

31 南 訪問介護にこにこ 苫小牧市光洋町1丁目9番4号 0144-71-3630

32 南 ヘルパーステーションたいよう 苫小牧市日吉町4丁目1番14号 0144-84-6432
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33 南 訪問介護こころの手 苫小牧市日吉町4丁目13番10号 0144-73-4478

34 山手 ヘルパーステーション松風 苫小牧市松風町2番15号 0144-74-6464

35 山手 訪問介護ライフプラス 苫小牧市花園町4丁目12番5号 0144-61-1691

36 山手 訪問介護事業所グリーングラス苫小牧 苫小牧市見山町4丁目1番26号 0144-78-2878

37 山手 勤医協みやまの里ヘルパーステーション 苫小牧市山手町2丁目14番9号 0144-84-6057

38 山手 訪問介護ライフスプリング 苫小牧市桜木町2丁目25番1号 0144-71-1221

39 山手 介護サービスライラック訪問介護事業所 苫小牧市有珠の沢町4丁目14番10号 0144-72-3600

40 山手 訪問介護桃たろう 苫小牧市有珠の沢町4丁目17番7号 0144-71-7200

41
しら

かば
訪問介護本舗　サンサービス 苫小牧市日新町1丁目5番5号 0144-56-5338

42
しら

かば
ヘルパーステーションすまいる 苫小牧市日新町4丁目1番34号 0144-71-6130

43
しら

かば
訪問介護ひまわり 苫小牧市日新町4丁目6番17号 0144-84-6197

44
しら

かば

勤医協
しらかばヘルパーステーションコスモス

苫小牧市しらかば町2丁目15番2号 0144-76-6221

45
しら

かば
ヘルパーステーションあいりす 苫小牧市しらかば町3丁目2番18号 0144-84-5600

46
しら

かば
介護サービスさわやか 苫小牧市宮の森町1丁目7番16号 0144-71-1702

47
しら

かば
ヘルパーステーションふらっと 苫小牧市柏木町6丁目14番8号 0144-84-3801

48 西 ヘルパーステーションしらかば 苫小牧市ときわ町4丁目26番23号 0144-67-5533
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49 西 訪問介護こころ
苫小牧市澄川町2丁目3番12号
ベイサイドテラスA303号室

0144-61-1085

50 西 合同会社たんぽぽ苫小牧 苫小牧市澄川町8丁目16番19号 0144-61-5002

51 西 訪問介護事業所マインドハート
苫小牧市のぞみ町3丁目2番19号
アルカディアⅠ105号室

0144-84-6302

52 西 うらら苫小牧 苫小牧市もえぎ町1丁目15番2号 0144-61-5220

53 西 ヘルパーステーションいこい 苫小牧市美原町2丁目5番1号 0144-56-5347

54 西 ヘルパーステーションけやき
苫小牧市美原町3丁目5番7号
ライジングサン102号

0144-84-6318

55 西
ヘルパーステーション
フルールハピネスとまこまい

苫小牧市字錦岡443番地の443 0144-84-1212


