
※2017年9月末日現在

包括

エリア
名　　称 住　　所 電話番号

地域
密着型

1 東
医療法人社団玄洋会
デイサービスセンター拓勇

苫小牧市拓勇西町4丁目1番15号 0144-53-0035

2 東 勤医協沼ノ端デイサービスなごや家 苫小牧市北栄町2丁目27番20号 0144-53-7588

3 東
デイサービスセンター
アシステッド・ハウス沼ノ端

苫小牧市沼ノ端中央3丁目3番12号 0144-55-8877 ○

4 東 デイサービスほほえみ 苫小牧市沼ノ端中央4丁目3番20号 0144-52-5001

5 東 デイサービスセンター陽明園 苫小牧市字植苗51番地の177 0144-58-2019 ○

6 東 通所介護ライフケア・ウトナイ 苫小牧市字植苗220番地の27 0144-58-2583 ○

7 東 デイサービスうとない 苫小牧市字植苗227番地の65 0144-51-8100 ○

8 三光 勤医協デイサービスコスモスふたば 苫小牧市双葉町2丁目11番2号 0144-38-5556

9 三光
リハビリ特化型デイサービス
カラダラボ苫小牧美園

苫小牧市美園町2丁目11番9号 0144-61-1092 ○

10 三光 デイサービスセンターやなぎ 苫小牧市柳町4丁目11番36号 0144-51-6789 ○

11 三光 デイサービスセンター優らいふ 苫小牧市新明町4丁目20番22号 0144-52-1122

12 中央 リハビリ　デイ「はるかぜ」　 苫小牧市表町5丁目11番5号 0144-31-2311

13 中央
苫都病院
デイサービスセンター　わかくさ

苫小牧市若草町5丁目10番16号 0144-38-2660 ○

14 中央 レッツ倶楽部苫小牧 苫小牧市春日町2丁目1番1号 0144-31-3333

15 中央 デイサービスセンターこぶし 苫小牧市本幸町1丁目1番5号 0144-84-3885

16 中央 ツクイ苫小牧本幸 苫小牧市本幸町1丁目3番5号 0144-38-6111

18 南 デイサービス　ふるさと 苫小牧市元町2丁目5番11号 0144-71-6733
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19 南 デイサービス　楽楽 苫小牧市弥生町2丁目1番3号 0144-71-7300

20 南
道央佐藤病院
デイサービスセンター　しんとみ

苫小牧市新富町1丁目3番5号 0144-72-1112 ○

21 南
機能訓練リハビリステーション
トレライフ苫小牧西

苫小牧市日吉町2丁目10番14号 0144-82-8211 ○

17 南 デイハウスすみれ指定通所介護事業所 苫小牧市日吉町4丁目1番22号 0144-73-1650 ○

22 山手
デイサービス
きたえるーむ　苫小牧中央

苫小牧市山手町1丁目3番3号
すまい第1ビル

0144-84-5908

23 山手 デイサービスセンターアポロ園 苫小牧市山手町1丁目12番3号 0144-72-9191

24 山手 勤医協みやまの里デイサービス 苫小牧市山手町2丁目14番9号 0144-84-5867 ○

25 山手 デイサービスセンター松風 苫小牧市松風町2番15号 0144-74-6699

26 山手 勤医協苫小牧　デイサービス　虹 苫小牧市見山町1丁目8番23号 0144-72-5310

27 山手
デイサービスセンター
らいふてらす苫小牧北光

苫小牧市北光町4丁目12番20号 0144-76-8288 ○

28 山手 デイサービス　ハルト苫小牧 苫小牧市花園町3丁目3番21号 0144-56-5988 ○

29 山手 デイハウスさくら指定通所介護事業所 苫小牧市桜木町2丁目19番5号 0144-76-2662 ○

30 山手 デイハウス　いちご 苫小牧市桜木町4丁目5番2号 0144-75-1517 ○

31 山手 デイハウス　おあしす 苫小牧市有珠の沢町3丁目12番10号 0144-74-3689 ○

32 山手 デイサービス　ふらっと 苫小牧市豊川町2丁目1番2号 0144-82-8816 ○

33 山手 デイサービスつむぐ 苫小牧市豊川町2丁目4番16号 0144-71-3611 ○

34
しら

かば
デイサービス　ひまわり 苫小牧市日新町4丁目6番17号 0144-84-6197 ○
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35
しら

かば
勤医協デイサービスコスモスしらかば 苫小牧市しらかば町2丁目15番2号 0144-76-0500

36
しら

かば
デイサービス絆 苫小牧市しらかば町3丁目2番18号 0144-71-6767

37
しら

かば

ＬＩＦＥ　ＲＥＨＡＢＩＬＩＴＡＴＩＯＮ
希望のつぼみ　苫小牧しらかば

苫小牧市しらかば町3丁目30番8号 0144-71-5555 ○

38
しら

かば
ツクイ苫小牧柏木 苫小牧市柏木町6丁目21番19号 0144-71-5007

39 西 療養通所介護センターしらかば 苫小牧市ときわ町3丁目4番1号 0144-67-3681 ○

40 西
デイサービス
きたえるーむ　苫小牧西

苫小牧市ときわ町4丁目25番16号 0144-84-5412

41 西 デイサービスセンターやすらぎ 苫小牧市青雲町2丁目21番17号 0144-61-7770

42 西 デイサービス　ラベンダー 苫小牧市青雲町3丁目4番4号 0144-67-3668 ○

43 西 デイサービスのぞみ明徳 苫小牧市明徳町2丁目23番1号 0144-61-1760 ○

44 西 デイサービスセンターそよかぜ 苫小牧市明徳町4丁目4番17号 0144-67-8101

45 西
デイサービスセンター
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

46 西 デイサービスセンター樽前慈生園 苫小牧市字樽前219番地の18 0144-68-3288 ○

47 西 デイサービスセンター樽前緑樹園 苫小牧市字樽前220番地の5 0144-67-3620 ○


