
 

 

 

 

 

 

 





 

【掲載内容】 

 

１．地図① 

２．地図② 

３．特別養護老人ホーム 

４．軽費老人ホーム（ケアハウス） 

５．認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

６．小規模多機能型居宅介護 

７．健康型有料老人ホーム 

８．介護付有料老人ホーム 

９．住宅型有料老人ホーム／高齢者向け住宅 

10．通所介護事業所 

11．居宅介護支援事業所 

12．訪問介護事業所 

13．訪問看護／福祉用具／訪問入浴／短期入所 

14．各種相談窓口／認知症家族の会 

15．旭川市内地域包括支援センター 

16．永山圏域：医療機関／薬局 

17．インフォーマルサービス 

18．永山圏域：老人クラブ 

19．永山圏域：自主サークル 

 









特別養護老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ
職員の年齢層が比較的若く、元気で明るい事業
所です。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・月１回のレクもあります。ユニット型であ
り、よりご本人様に合った個別支援が行えると
思います。
・仏壇や家具等、自宅で使い慣れているものを
持ち込んでいただいています。トイレ、洗面台
は各居室にあります。

地域連携

特別養護老人ホーム　永山園　　　地図①

旭川市永山町１５丁目１１６－４

電話：48-3033／ＦＡＸ：40-0130　（担当 ： 霜村)

従来型個室：１４室 ／　従来型多床室：１８室　　

農村部集まり『永笑のつどい』（協力機関）

その他

永山８区町内会、農業高校との交流授業など

ユニット型特別養護老人ホーム 永山園　　　地図①

旭川市永山町１５丁目１１６－４

電話：48-3033／ＦＡＸ：40-0130　（担当 ： 笹原)

３０室（全室個室）

その他

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助 その他（ ）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他（ ）

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ 短期入所生活介護）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（介護支援専門員）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助 その他（ ）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他（ ）
（日中帯）

（日中帯）

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ 短期入所生活介護）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ 社会福祉士、介護支援専門員 ）

※料金については、施設にご確認下さい。



軽費老人ホーム（ケアハウス）

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

地域連携

ケアハウス　ケアプレゼンテーション サンライズ　　地図①

旭川市永山町１０丁目２６３－１

電話：40-1215／ＦＡＸ：46-5571 （担当 ： 平野）

50室（夫婦部屋：１室）

その他

サンライズひだまりサロン（月１回開催）、永笑のつどい（協力施設）

事業所の特徴・ＰＲ

・全室個室で12畳ほどの居室ではトイレ・流しが設置さ
れており、電動ベッド・ストーブも備え付けられていま
す。
・浴室は男女別々であり、歩行や段差の昇降が難しい方
にはリフトを使用し安全に入浴していただいています。
・食事には管理栄養士によるバランスのとれた食事を用
意しております。
・約１０名ずつのグループ介護を行うユニットケアを取
り入れており、個人のプライベート空間を守り、生活リ
ズムに合わせ、必要に応じて食事・排泄等身の回りのお
手伝いをし、安心して過ごしていただけるよう努めてい
ます。

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（協力医療機関のみ） その他（ ）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他（ ）

（日中看護職員のいる時間のみ） （日中看護職員のいる時間の

（日中看護職員のいる時間のみ）

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ 管理栄養士 ）

（主治医の協力を得られれ

※料金については、施設にご確認下さい。





認知症対応型共同生活介護

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数
料金

18室（夫婦部屋数なし）

家賃26,000円　食費42,000円　水道光熱費24,000円
暖房費（10月～4月）8,000円

家電製品１個につき500三、上限2,000円（テレビ、冷蔵庫な
ど）

職員配置

加算内容

医療処置

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数
料金

18室

家賃26,000円　食費42,000円　水道光熱費24,000円
暖房費（10月～4月）8,000円

家電製品１個につき500三、上限2,000円（テレビ、冷蔵庫な
ど）

職員配置

加算内容

医療処置

　

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

その他

入居者様個人の個性を尊重し、快適な生活を目指しております。とてもアットホームなところです。

運営推進会議等

その他

『ゆっくり、一緒に、楽しく過ごす』のもと、利用者様とふれあう時間を設けるように努めていま
す。日々の生活を楽しく過ごしていただけるように、レクリエーションや外出に積極的に取り組んで
おります。

地域の方の施設の行事に参加していただきます。

　

グループホーム大空　　地図①

旭川市永山２条21丁目２番１２号

電話：４6－0031　　　／     FAX：４８－0061　　担当 ：鈴木 伸二

　

グループホーム大空Ⅱ　　地図②

旭川市永山２条１４丁目２番４号

電話：46－5166　　　／FAX：46－5167　　担当 ：山下 

介護支援専門員 介護福祉士

認知症ケア専門士 その他（ ）

看護師（准看護師)

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

座薬

短期入所

看取り 生活保護 喫煙 飲酒 要支援2の受入れ通院介助

その他ペット

医療連携 認知症専門ケア サービス提供 夜間ケア 若年性認知症受入 看取り介護

看護師（准看護師） 介護福祉士

認知症ケア専門士 その他（ ）

社会福祉士

医療連携 認知症専門ケア サービス提供 夜間ケア 若年性認知症受入 看取り介護

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

座薬

短期入所

看取り 生活保護 喫煙 飲酒 要支援2の受入れ通院介助

その他ペット

●ラーメン山岡屋
●旭川トヨタ自動

車㈱永山支店

●エネオス 河野歯科●
●コープ

旭川三菱●

自動車販売

←至市街 国道39号線 至当麻→

●高畑整形外科上川総合振興局

●永山あすなろ公園

●セブンイレブン

←至市街 国道39号線 至当麻→

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。



認知症対応型共同生活介護

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数
料金

18室
家賃28,000円　食材費40,500円　光熱費20,000円

暖房費（10月～4月）8,000円

職員配置

加算内容

医療処置

　

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数
料金

18室
家賃28,000円　食費1,300円/日　水道光熱費20,000円

家族会費200円　暖房費（10月～4月）10,000円
(食費・水道光熱費・暖房費は別途消費税がかかります）

職員配置

加算内容

医療処置

　

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

その他

アットホームな雰囲気つくりに、職員全員でとり組んでいます。
社内研修として、「シャイニング何でも調査隊」を編成し、気軽に楽しく学ぶ機会を作っています。
職員の意見や提案を積極的に業務運営に活かせるよう工夫しています。

グループホーム永山亭　　地図①

旭川市永山４条２２丁目４番１２号

電話：４7－7211　　　／    FAX：４7－7218　　担当 ： 是元　健吾

その他

一般浴と機械浴があり、余儀なく車椅子での生活になってしまった方でも、安心して入浴していただ
けるような環境を整備しております。スタッフの人数も多く、適切なサービスを受けていただけるの
ではないかと思っております。

グループホーム『シャイニング』　　地図②

旭川市永山１条11丁目2-39

電話：49－5228／ＦＡＸ：４9－5218　　担当 ： 　中嶋　大作

看護師（准看護師） 介護福祉士

認知症ケア専門士 その他（ 調理師 ）

社会福祉士

看護師（准看護師） 介護福祉士

認知症ケア専門士 その他（ ）

社会福祉士

短期入所

看取り 生活保護 喫煙 飲酒 要支援2の受入れ通院介助

その他ペット

医療連携 認知症専門ケア サービス提供 夜間ケア 若年性認知症受入 看取り介護

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

座薬

医療連携 認知症専門ケア サービス提供 夜間ケア 若年性認知症受入 看取り介護

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

座薬

短期入所

看取り 生活保護 喫煙 飲酒 要支援2の受入れ通院介助

その他ペット

←至市街 国道39号線 至当麻→

●旭川大学付属幼稚園

●旭川大学●ベストプライス

●ＡＥＯＮ
●高桑整形外

←至市街 国道39号線 至当麻→

旭川家具●

●マツダアンフィニ

●ベント

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。



認知症対応型共同生活介護

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数
料金

18室
家賃28,000円　食費1,350円/日　水道光熱費330円/日

暖房費（10月～3月）200円/日

職員配置

加算内容

医療処置

　

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数
料金

17室
家賃27,000円　食費38,100円　水道光熱費１２，３６０円

暖房費（10月～4月）9,270円

職員配置

加算内容

医療処置

　

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

『ここは我が家だ。』という理念に基づいて、入居される方と職員は信頼関係を築いています。買い
物や外食など、個別外出を出来るだけ行っています。

町内会、旭川大学、地域包括支援センターとの連携がとれており、キャラバン・メイトの資格を持つ
職員が、認知症サポーター養成講座を行ったり、地域のセミナーの講師を行ったりと、地域貢献もし
ています。

電話：４0－4077　　　／FAX：４0－4088　　担当 ：菅澤　拓也 

その他

その他

みのりは、住まわれる方と、スタッフと地域の方々と共に創る施設です。自由な発想で自由に創造
し、自由に姿を変える　そんなグループホームでありたいと思っております。住まわれる方の心身の
状態にあわせて、できるだけ自由にリラックスした環境で生活していただけるようサポートします。

グループホーム福寿草　　地図①

旭川市永山２条２３丁目１番２２号

（有）みのり　グループホームみのり　　地図①

旭川市永山２条１７丁目１番１１号

電話：４８－2123　　　／    FAX：４８－2190　　担当 ： 佐々木啓友　目黒有香

看護師 介護福祉士

認知症ケア専門士 その他（ ）

社会福祉士

看護師（准看護師） 介護福祉士

認知症ケア専門士 その他（ ）

社会福祉士

医療連携 認知症専門ケア サービス提供 夜間ケア 若年性認知症受入 看取り介護

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

座薬

短期入所

看取り 生活保護 喫煙 飲酒 要支援2の受入れ通院介助

その他ペット

医療連携 認知症専門ケア サービス提供 夜間ケア 若年性認知症受入 看取り介護

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

座薬

短期入所

看取り 生活保護 喫煙 飲酒 要支援2の受入れ通院介助

その他ペット

●最勝寺
ゲオ●

●山岡木材工業

●永山消防署

←至市街 国道39号線 至当麻→
●エネオス

●旭川大学●ベストプライ

←至市街 国道39号線 至当

●三幸食堂

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。



認知症対応型共同生活介護

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数
料金

9室
家賃28,000円　食費40,500円　水道光熱費20,000円

暖房費（10月～4月）8,000円

職員配置

加算内容

医療処置

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

その他

アットホームな雰囲気づくりに職員全員で取組んでいます。
社内研修では、気軽に楽しく学ぶ機会を作っております。お気軽にお問い合わせください。

ファミリー　　地図②

旭川市永山１条11丁目2-38

電話：４８－8100　　　／FAX：４８－8140　　担当 ： 横野　美和子

　

看護師（准看護師） 介護福祉士

認知症ケア専門士 その他（ ）

社会福祉士

医療連携 認知症専門ケア サービス提供 夜間ケア 若年性認知症受入 看取り介護

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

座薬

短期入所

看取り 生活保護 喫煙 飲酒 要支援2の受入れ通院介助

その他ペット

●ＡＥＯＮ
●高桑整形外

←至市街 国道39号線 至当麻→

旭川家具●

●マツダアンフィニ

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。



小規模多機能型居宅介護

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数/
宿泊料金

9室（全1人室） 1日　1,800円

職員配置

加算内容

医療処置

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数/
宿泊料金

5室
1泊　２，０００円　暖房費（11月～4月）1日100円

通所100円・泊まり100円（1回の利用）

職員配置

加算内容

医療処置

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

地図

その他

　

「通い」「宿泊」「訪問」サービスを柔軟に組み合わせ在宅生活が継続できるように支援します。「通い利
用時」は手作りの食事を提供し、家庭的な雰囲気でゆったりと過ごしていただいています。

永山地域包括支援センター、町内会と連携しています。

①緊急の対応が迅速に行えます。
②通い、宿泊、訪問も１つの事業所が行うので、なじみのスタッフなので安心できます。
③少人数（１日の通いの上限が12名であること）で、ひとりひとりとのかかわりが密です。

小規模多機能型居宅介護事業所ルピナス

旭川市永山2条21丁目1番15号

　

電話：74－3555　／　FAX：74－3678　　担当 ： 堀口　弘恵

その他 　・登録制（２４名）のため、利用回数に関わらず、１ケ月定額料金です。

たいよう小規模多機能ホーム

旭川市永山2条17丁目9番13号

電話：76－1242　　　／FAX：76－1265　　担当 ： 鎌田

看護職員 （Ⅰ Ⅱ Ⅲ ） サービス提供 総合マネジメント

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう（要相談）

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン

看護師（准看護師） 介護福祉士

認知症ケア専門 その他（ ）

介護支援専門員

社会福祉士

訪問体制強化

●最勝寺
ゲオ●

●山岡木材工業

●永山消防署

←至市街 国道39号線 至当麻→
●エネオス

●みのり

●高畑整形外科

上川総合振興局

←至市街 国道39号線 至市街→

●ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

●藤井クリーニング

●永山駅

看護師（准看護師） 介護福祉士

認知症ケア専門 その他（ 介護支援専門員 ）社会福祉士

看護職員 （Ⅰ Ⅱ Ⅲ ） サービス提供 総合マネジメント訪問体制強化

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門

胃ろう（要相談）

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素(要相談）経管栄養

尿バルーン

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。





健康型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

17室
家賃28,000円～　共益費20,000円～　管理費10,000円

食事（1食の場合）15,000円（2食の場合）25,000円（3食の場
合）33,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・安心して自立した生活を送りたい方向けの高
齢者向け賃貸住宅です。
・食事の準備も１日1食から２食（昼食・夕
食）を自由にお選び頂けます。

地域連携

健康型有料老人ホーム　きょうさい永山　　地図①

※夜間は職員常駐していません。

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　可　・　否

旭川市永山5条19丁目1番22号

電話：49-6800／FAX：76-6618

その他

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（要相談） その他（ ）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 ）

看取り 生活保護 喫煙（要相談） ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

※料金について：その他料金の詳細については各施設にご確認ください。



介護付有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数） 23室（夫婦部屋：１室）
家賃28,000円　食費35,000円　水道光熱費17,000円

管理費10,000円　暖房費（10月～5月）7,000円

サービス内容

医療処置

その他

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ
・平成２８年４月より「介護付有料老人ホー
ム」となりました。介護が必要となっても末永
く安心して過ごしていただけます。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

２７室
家賃27,600円　食費40,500円～　光熱水費17,500円

管理費4,900円　暖房費（9月～4月）6,000円　教養娯楽費2,000
円

サービス内容

医療処置

その他

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・JR永山駅より徒歩１分。国道３９号線も近
く、交通の便が良いです。
・施設でのレクも多く、趣味・嗜好や四季に合
わせた行事、外出レク、買い物を定期に行って
います。「できる事は行っていただく」という
当たり前の生活を大事にした支援を行っていま
す。

地域連携

旭川市永山１条２０丁目６番１３号

電話：40-4141／ＦＡＸ：40-4142（甲斐・小嶋）

　◎受け入れ可：

施設の夏祭りの際は、町内の方にも参加していただいています。

【協力病院・連携病院】・並木通りクリニック・吉田病院・カムイ歯科・フクダ病院・その他主治医
※町内会への参加・永山SOSネットワークへの参加など

介護付有料老人ホーム　エールⅡ　　　地図①

介護付有料老人ホーム　秀　　　　地図①

旭川市永山北２条１１丁目２６－８

電話：48-0013／ＦＡＸ：48-0014　（担当 ： 前川）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（１回： ） その他（通院介助4回目より1,080円）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他（ ）

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ケアマネージャー）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助 その他（ ）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 ）

インスリン(要相談） Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿(要相談) 人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素(要相談)経管栄養

尿バルーン その他（ ）
（要相談） （要相談）

看取り（体制が整えば） 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

（要相談）

※料金について：その他料金の詳細については各施設にご確認ください。



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金

２０室（夫婦部屋なし）
家賃28,000円　食費35,000円　水道光熱費17,000円

安心サポート費10,000円　暖房費（10月～5月）7,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・元気な方が多く、活気があります。通所サー
ビスを併用して利用されている方も多いです。
・月１回行事を開催。夏は外出行事を中心に、
冬は室内での行事を行っています。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金

１６室（夫婦部屋なし）
家賃26,000円　管理費8,000円　食費40,500円/30日（1,350円/日）

水道光熱費16,000円　冬季暖房代（10月～4月）7,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・看護師が365日していますので、医療行為の必要
な方も安心して生活できます。医療機関との連絡
等も看護師が行うので、介護を行う職員も安心で
す。
・常勤の栄養士、調理員が献立作成から全て行う
ので、お一人お一人に合わせた手作りのお食事を
提供いたします。

地域連携

施設の夏祭りの際は、町内の方にも参加していただいています。

住宅型有料老人ホーム　エールⅠ　　地図①

旭川市永山北２条１１丁目２６－８

電話：４８－００８８／FAX：４８－００６６　　担当 ： 前川

その他

　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　可　・　否

　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

その他

　

住宅型有料老人ホーム　笑顔の家　　　地図①

旭川市永山１条２０丁目５－１８

電話：８５ー６６０２／FAX：８５－７２３２　　担当 ： 池田 ・ 赤坂

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（１回 1,500 円） その他（ ）

インスリン（自己管理） Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏

導尿 人工肛門（自己管理）

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）（軽度）

在宅酸素（要相談）経管栄養

尿バルーン（自己管理）

看取り（要相談） 生活保護 喫煙（指定場所あり） ペット

要介護1自立（要相談） 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

看取り 生活保護 喫煙 ペット

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（１回 1,000 円 ：時間単位） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

２7室（夫婦部屋あり）
家賃28,000円　食費42,000円　水道光熱費15,000円

管理費10,000円　冬季暖房費8,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・看護師を配置しているので、いつでも体調や病
気について相談に乗ることができるなど、医療ケ
アが充実しています。
・利用者様との信頼関係を大切にしています。
・全室にナノイーを設置し、クリーンな空気を確
保。大容量バッテリーを設置しているので、停電
になっても２日間は対応可能。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

居室２６室（夫婦部屋３室）
家賃28,000円　食材料費35,000円(税込)　共益費12,000円 管理費23,000円
（夫婦：家賃36,000円 食材料費35,000円 共益費21,000円 管理費33,000

円）

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・館内はオール電化仕様。シャワー浴等の設備
も整い、介護スタッフも真心でサポート。
・毎日提供するお食事は管理栄養士による安心
メニュー。塩分など食事制限にも対応。

地域連携

その他

旭川市永山１条１１丁目２番29号

電話：40-2315／ＦＡＸ40-2316　担当：祖父江、晴山

住宅型有料老人ホーム　ナーシング グレイス永山　　　地図②

旭川市永山４条１３丁目１番１３号

電話：４８－１２２２／ＦＡＸ：４８－１２２３　　担当：藤井 悠介

,  

　

現在はしていなが今後予定。２階には研修室があり、今後は地域の方々の集いの場所として提供する予定。

　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

住宅型有料老人ホーム　さくらんぼ　　　地図②

　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

その他

　

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（１回 1,500 円） その他（ ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏
導尿（夜間帯が必要な

場合は要相談）
人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り（検討中） 生活保護 喫煙（指定場所あり） ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

看取り 生活保護 喫煙 ペット

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（無料） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

１２室（夫婦部屋あります）
家賃26,000円　食材料費（日額）1,400円　水道光熱費（日額）800円

共益費1,500円　冬季暖房料（10月～4月）8,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・比較的元気な方が多く入居されています。
・施設専用の畑があり、入居者様が苗から育てて
作業されています。
・畑作業のほか、季節に合わせた様々な活動も
行っています。
・少人数の施設のため、アットホームな雰囲気で
安心して過ごすことができます。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

２８室（夫婦部屋３室）
　　　　夏季80,000円（家賃・食材費・共益費・水道光熱費）
　　　　冬季90,000円（上記+暖房費）

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ
･重度の方でも対応可能です。施設管理者が看
護師であり、併設事業所に訪問看護もあります
ので、医療依存度が高くても対応可能です。

地域連携

住宅型有料老人ホーム　さつき　　　地図①

旭川市永山北１条１０丁目１１番２２号

電話：４８－２００７／FAX：４８－５６３２　　　担当 ： 吉野

　

地域の敬老会に参加。
施設での花火大会に地域の方へも声かけし参加していただいています。

他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

住宅型有料老人ホーム　すずな　　　地図①

その他

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

その他

旭川市永山１条２３丁目１番１９号

電話：７3－７１７７／FAX：７３－７３７７　　担当 : 鎌倉

　

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

看取り 生活保護 喫煙 ペット

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（１時間 1,400 円） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助 その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（ ） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他( ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

１６室（夫婦部屋なし）
家賃28,200円　食費45,000円　管理費38,000円

（電気代、水道代も管理費に含まれます）

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・入居者様と職員とのコミュニケーションの時間
が多く、あたたかな雰囲気のなか楽しく過ごすこ
とができます。
・その日の天候や入居者様の希望に合わせ、様々
な行事やレクを行っています。
・毎食、心のこもった手作りの食事を提供させて
いただいています。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数） ６０室（６４床・夫婦部屋４室）

家賃28,000（36,000）円　食費40,200（80,400）円　光熱水費13,000（26,000）
円

管理費10,000（20,000）円　暖房費（10月～4月）7,200円/1人
冷房費（7月～9月）2,000円/1人　　※（　）内夫婦部屋料金

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

　私たちは、高齢の方や障害を持つ方を可能な限り地域
でその人らしく暮らし、最期まで心豊かな人生を営むこ
とができるよう、真心と笑顔のサービスをお届けしま
す。２４時間の看護、介護体制でサポートします。（看
護師は夜間オンコール体制）
　施設内でのお看取りも可能です。ご家族の希望があれ
ば施設内での葬儀が可能です。

地域連携

その他

　

住宅型有料老人ホーム シェアハウス　デイジー　　　地図①

旭川市永山４条２０丁目１－４

電話：７６－７７５５／ＦＡＸ：７６－７７５６　　担当 ： 佐藤 

電話：４０－００７７／FAX：４０－００７６　担当 : 藤田

その他

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

住宅型有料老人ホーム　菜の花　　（株式会社 明るい介護）　　地図②

旭川市永山８条１３丁目８番２３号

訪問診療、訪問マッサージ等医療機関との連携。移動販売の依頼。葬儀屋との連携。

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り（要相談） 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護（豊岡） 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

看取り 生活保護 喫煙 ペット

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（ １回 1,500円 ） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（栄養士・調理士等）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（車椅子利用者）１時間 1080円 その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

２３室（夫婦部屋：２室）
　　　家賃28,000円　食費39,000円　光熱水費18,000円
　　　共益費15,000円　暖房費（10月～4月）10,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・美味しい手作りの食事を提供しています。
・建物は平屋で死角がないため安全な作りと
なって
います。
・歩行訓練など（直線６０ｍあり）屋内で出来
ます。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

２５室
家賃28,000円　食材料費39,000円　水道光熱費8,000円

管理費23,000円　暖房費（10月～4月）8,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・看護師が常勤して医療ケアに当たります。医療機関と
の連携により安心してご入居いただけます。
・管理栄養士が作る献立でおいしく安心のメニューで
す。塩分制限や食事制限がある方にも対応できます。
・オール電化やシャワー浴等の設備とスタッフが心をこ
めて快適で住みやすい生活を支援します。

地域連携

旭川市永山１条１１丁目２番１１号

電話：７４－７１７０／FAX：７４－７２１５　担当 : 太田 敏史

住宅型有料老人ホーム　ピース　　　地図②

※看護師勤務時間帯のみ対応

その他

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

住宅型有料老人ホーム　まひる　　　地図②

旭川市永山４条１３丁目１－１４

電話：８５－７４２９／ＦＡＸ：８５－７５５３　　担当 ： 桂川

その他

　

今後検討予定

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ず

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他（医療処置については外部利用）

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

看取り 生活保護 喫煙 ペット

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（基本は家族。ただし、無理な方は永山循環器へ依頼し介

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（ １時間 1,000円 、送迎のみ無料） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

１４室（夫婦部屋  １ 室）
家賃28,000（35,000）円　食材料費（日額）1,400円　共益1,500円

暖房料（10月～4月）8,000円　水道光熱費（日額）800円（1,600円）
※（　）内は2人部屋

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・アットホームな雰囲気のなか、穏やかな日常
を過ごしていただければと思います。
・料金設定を比較的低めに設定しています。
・通院時は、看護師が同行させていただきま
す。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

24室
家賃28,000円～ 食費30,000円　管理費33,000円

生活支援サポート費5,000円　暖房費（10月～5月）9,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・代表が看護師であり、また、複数名の看護師が
常駐しているので医療的ケアが必要な方も受け入
れ可能です。
・入居者さんが「ここってホッとするね」と思っ
てくれる、アットホームな施設を目指し、ケアを
行っています。

地域連携

旭川市永山５条２４丁目４番１５号

電話：４０－１１１２／ＦＡＸ：４０－１１１３　　担当 : 吉野

住宅型有料老人ホーム　美咲　　　地図①

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

住宅型有料老人ホーム ぐるーぷりびんぐ ゆあん　　　地図①

旭川市永山３条１８丁目１番５号

電話：７４－７７５６／ＦＡＸ４８－５８３３　担当：斉藤

その他

　

・地域の方がボランティアとして訪問され、余興などを行っていただいています。

　

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

その他

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援（要相談） 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

看取り 生活保護 喫煙 ペット

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（ １時間 1,400円 ） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（ 1回：2,000円～ ） その他（ レクリェーション、季節行事 他 ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（初任者研修、ヘルパー２級、実務者研修 ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

２０室
家賃28,000円　食費37,800円　管理費15,500円
共益費3,000円　暖房費（9月～3月）9,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・各居室からは大雪山連峰、田園風景を臨むこと
ができ、四季の移り変わりを感じることができま
す。
・明るく広いホールでは、日々ピアノの伴奏で歌
を唄ったり、旭川短期大学の学生、永山小学校の
子供たちの訪問があり、地域との交流を図ってい
る。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

１２室
家賃25,000円　朝食12,000円昼食15,000円夕食12,000円
光熱水費（5月～9月）12,000円（10月～4月）18,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ
・視覚障害のある人や聾唖の方も一緒に生活を
している施設です。
・家庭的な雰囲気を大事にしています。

地域連携

住宅型有料老人ホーム　悠　　　地図①

その他

旭川短期大学ゼミナール・永山小学校・旭川農業高等学校と連携し、交流を図っています。

旭川市永山８条１８丁目１番２０号

電話：４０－０５２５／ＦＡＸ：４０－０５２６

　

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

その他

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

（住宅型有料老人ホーム）　グループハウスわたぼうし　　地図②

旭川市永山３条１３丁目２番１４号

電話：４８－４３４８／ＦＡＸ：４８－４３4７　　担当 ： 渡辺

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（ 1回：2,000円～ ） その他（ レクリェーション、季節行事 他 ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（ 1回： ） その他（ 介護タクシー ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り（応相談） 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護

その他（ 介護タクシー 、他制度：総合支援サービス（居宅介護、同行援護 ） ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ 社会福祉主事、同行援護（養成研修修了者 ） ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



住宅型有料老人ホーム

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

１８室
家賃28,000円　食材料費35,000円

光熱水費・管理費（5月～9月）35,000円　暖房費（10月～4月）8,000
円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

29部屋（夫婦部屋なし）
家賃27,000円　食費41,400円　光熱費11,600円

管理費38,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

平成28年10月にオープンしたばかりですが、居宅
介護支援事業所、訪問看護事業所、訪問介護事業
所、福祉用具貸与事業所を併設しており、総合的
に入居者様の生活をサポートすることができま
す。また、特殊浴槽や移乗用リフトなどの設備も
あり、重度な方への対応も可能です。

地域連携

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

住宅型有料老人ホーム　かるむ　　　地図①

旭川市永山３条２２丁目２番１９号

電話：７３－４６５４／ＦＡＸ：７３－４６５６　　担当 ： 

その他

吉田病院による訪問診療

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

住宅型有料老人ホーム　笑心　　地図①

旭川市永山３条24丁目２番2号

電話：47-0036又は080-3624-6961／ＦＡＸ：47-8181　担当 ： 斉藤卓也

その他

　

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（ 1回： ） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談
通院介助（ 1回： 0円 ） その他（ ）

健康管理（看護師 有 ・ 無 ）

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ 福祉用具貸与・販売 ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ ） ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



高齢者向け住宅

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

16室
家賃28,000円　食費30,900円　光熱水費8,100円

共益費12,000円　暖房費（10月・4月）6,000円（11月～3月）
9,000円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

・家庭的でアットホームな暮らしが評判。
・介護福祉士などの有資格者が勤務するので夜
間も安心です。
・入居者や家族の思いを尊重し一人一人に応じ
たケアを提供いたします。

地域連携

事業所名

住所

電話/ＦＡＸ/担当者

居室数（夫婦部屋数）
料金体制

16室 家賃28,000円　食費（１食）450円　水道光熱費（1日）700円

サービス内容

医療処置

　◎受け入れ可：

併設事業所

職員配置

事業所の特徴・ＰＲ

自立の方、要介護の方、身体・精神障害の方と
幅広いニーズに対応しています、弊社訪問看護
事業所と併せて御利用いただければ、心身のケ
アは万全です。

地域連携

シルバーハウスながやま　（たいせつ介護サービス）　　地図①

旭川市永山１条２３丁目２－１９

電話：40-1080／ＦＡＸ：40-1082　　　担当 : 太田 ・ 荒木関

その他

　

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

ナーシングホーム　ほーぷ旭川　　　地図①

旭川市永山６条１１丁目１－２７

電話：49-5088／ＦＡＸ：49-5077

町内会に加入しています。

　　他法人等のサービス利用（通所介護など）　　　　　　　　　　　　　　可　・　否

※訪問看護サービスと併せて利用（要相談）

その他

※訪問看護利用

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援事業所通所介護 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士 理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 その他（ ）

看護師（准看護師） 介護福祉士

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他（ ヘルパー２級 ）

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（１回 ： 無料 ） その他（ ）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 )

インスリン Ｖポート

吸引

皮膚への軟膏 導尿

人工肛門

胃ろう

吸入（ネブ） 褥瘡（床ずれ）

在宅酸素経管栄養

尿バルーン その他

看取り 生活保護 喫煙 ペット

要介護1自立 要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２ 要介護４ 要介護５

食事の提供 家事支援 安否確認 生活相談

通院介助（１回 ０円）※定期受診に限り その他（ ）

健康管理（ 看護師 ： 有 ・ 無 ）

※料金について：介護保険を利用の場合、一部負担が生じます。その他料金の詳細については各施設にご確認ください。　





通所介護事業所

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

送迎・健康チェック・入浴・趣味活動（将棋や編み物、作品作り等）・体操・レクリェーション・世代間交
流

・保育園が併設されており、30名程園児がいます。常に園児の気配を感じることができ、世代間交流とし
て、子供達とふれあう時間を設けて、いつも以上に楽しい時間を過ごしていただけるように力を入れていま
す。
・季節の行事も保育園と合同で行い、活気があり、御利用者様の思い出に残るよう取り組んでいます。
・日常の様子をホームページでご覧ください。

食材料費：５００円　　リハビリパンツ代/枚：１５０円
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｻｰﾋﾞｽ：希望者のみに実額

あり（無料）

自費利用：相談に応じます

旭川市永山４条１３丁目１番２５号

電話：４０－１２３８　　FAX：４０－１２３９

月曜日～土曜日　

カラダラボ旭川永山

旭川市永山２条２３丁目２番１４号

電話：７３－６９２７　　FAX：７３－６９２８

平日（月～金）　　※土・日は休み

　午前１8名／午後１8名

９：００～１２：０５／１３：３０～１６：３５

18名（小規模型通所介護）

９：００～１６：３０

【予防】介護職員処遇改善加算Ⅰ
【介護】介護職員処遇改善加算Ⅰ・入浴加算・個別機能訓練加算Ⅱ（H30.4～）

デイサービスセンター大雪

【介護】個別機能訓練加算Ⅰ・個別機能訓練加算Ⅱ
【予防】運動器機能向上加算・事業所評価加算

※食事、入浴の提供はありません。

あり（無料）

要支援１→非該当となった場合、週１回自費サービスにて利用可能。

送迎・バイタルチェック・生活改善プログラム・機能改善プログラム

・リハビリ特化型デイサービス。「生活の改善・維持」が目的の施設です。
・レッドコードや歩行訓練、バイク運動、ADL訓練など、個々の日常生活に応じた機能訓練メニューを提供。
・実際に外出をして訓練を行う等、その方の目標に応じた柔軟な計画作りを行っています。



通所介護事業所

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

昼食代　１食５００円　おやつ代１００円

あり

なし

送迎・健康チェック・音楽体操リハビリ・健康和太鼓・器楽演奏（大正琴やキーボード・レコード鑑賞など）・機能訓
練・外出・小物つくり

・音楽に特化したデイサービスです。
・音楽の経験がない方でも、指１本、カスタネット１つから参加でき、音楽の楽しさを実感できます。又、
リハビリ効果のある和太鼓も併用します。利用者様の演奏を披露することを目標に生きがいを持って生活で
きるお手伝いをします。

地域密着型デイサービス　生きる音

旭川市永山２条１９丁目４番１２号

電話：７３－８１５８　FAX：７３－８１０６

月曜日～土曜日

１０名

９：３０～１２：３０　９：３０～１５：３０

あり（食事代５００円）

はつらつデイサービス（介護保険が利用できない方対象　１回１８００円）

送迎・健康チェック（血圧・体温測定）（体重測定/月１回）・入浴・口腔体操・余暇活動（手工芸作品制作・将棋・囲
碁・花札等）・
機能訓練・レクリェーション

◎個々の利用者様の身体状況や生活状況に合わせた機能訓練、口腔機能向上訓練、季節の行事やレクリェーションなどの提供。
　例えば・・・・夏期は月１回程度は外出行事を計画。
　　　　　・個々の希望に合わせ外出先を選択。（動物園、カラオケＢＯＸ、北鎮記念館・・・等）
　　　　　・畑作りも行っています。
　　　　　・トレーニングマシンを導入し、「ご自身のペース」に合わせた機能訓練メニューの提供。

１０：１５～１５：４５

【介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)・入浴介助加算・口腔機能向上加算・栄養マネジメント加算・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
イ
【予防】運動器機能向上加算・口腔機能向上加算・栄養マネジメント加算・選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）（Ⅱ）
・生活機能向上グループ加算・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　　【その他】介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

食材費（１回）：５００円

サンライズデイサービスセンター

旭川市永山町１０丁目２６３－１

電話：４０－１２１５　　FAX：４６－５５７１

月曜日～土曜日　（日・１月１日～４日は休み）

２５名



通所介護事業所

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

旭川市永山５条１１丁目２番２０号

ながやま医院デイサービスセンター

・道北勤医協、一条通病院と連携し、病院の理学療法士が月２回訪問。機能訓練指導を行っています。その
方の身体状況に合わせた機能訓練メニューを提供しています。
・要支援者は「立ち上がり」「歩行」「ロコモ」「コグニ体操」を取り入れ、「基礎的な体力」の維持、向
上を重視した機能訓練メニューで介護予防を実施しています。昼食前後には「口腔ケア」「口腔体操」も取
り入れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・趣味活動（手作業、カラオケ、脳トレ、麻雀、
囲碁など）を楽しみながら参加出来るメニューも多くあります。

あり（食費等全て無料）

なし

送迎・入浴・機能訓練・リハビリ体操・創作活動・趣味活動・健康相談・健康確認・食事サービス

電話：４６－２２５５　FAX：４６－２２５５

月曜日～土曜日　（祝日も営業）

３５名

９：３０～１６：３０

【介護】個別機能訓練加算ⅠⅡ・入浴介助加算・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
【予防】運動器機能向上加算・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
【その他】介護職員処遇改善加算Ⅱ

食材費（１回）：４５０円

送迎・バイタルチェック・ゲルマ温浴・入浴・ウォーターベッド・全身マッサージ
足マッサージ・機能訓練（レッドコード、パワーリハビリ）・カラオケ

・全身の血流を良くするマッサージが充実。特に足マッサージは、遠赤外線輻射熱脚温器で、温めた後、膝から下の
マッサージを行っており、
好評です。

午前１5名　／　午後１5名

８：００～１７：００

【介護】個別機能訓練加算Ⅰ・入浴介助加算
【予防】運動器機能向上加算

食材費（１回）：５００円

あり（無料）

なし

デイサービス　どうほく

旭川市永山３条１８丁目１番４号

電話：４６－５３３８　　FAX：４７－７２０７

月曜日～土曜日　（定休日：日曜・祝日）



通所介護事業所

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

なし

送迎・バイタルチェック・パワーリハビリテーション・リラクゼーション・機能訓練・手指運動・体操

・小規模のデイサービスであるため、個別対応が充実。一人ひとりのペースに合わせながらきめ細やかな対応が可能。
・国家資格（柔道整復師）を持った職員がいるので、安心して機能訓練に取り組むことができます。

午前：１９名　　　午後：１９名

（月～金曜日）午前９：００～１２：００／午後１４：００～１７：００　　　（土曜日）午前９：００～
１２：００
【介護】個別機能訓練加算（Ⅰ）、（Ⅱ）
【予防】運動器機能向上加算
【その他】介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

※食事・入浴の提供はありません。

あり（無料）

機能訓練重視型デイサービス　はるか

旭川市永山２条２３丁目２番１８号

電話：７４－７８５０　FAX：４８－６８０４

月曜日～土曜日（月～金は午前・午後と２部制のサービス）

【介護】入浴介助加算
【その他】サービス提供体制強化加算Ⅱ・介護職員処遇改善加算Ⅰ

食材費（１回）：５６０円

あり（食事代５６０円）

なし

送迎・健康チェック・入浴・趣味活動・機能訓練・レクリエーション・外出行事

・季節に合わせた多彩な行事を毎月実施。夏は月１回外出行事を取り入れています。
・特に趣味活動に力を入れて、様々な作品を毎月作っています。
・食事メニューは、４種類から選べるようになっており、それぞれの好みに合わせた食事を提供。
・機能訓練はマシン運動やスリングエクササイズ等、その方の状態に合わせながら運動メニューを提供して
います。

ニチイケアセンター永山

旭川市永山８条１９丁目４番１７号

電話：４０－３８７０　FAX：４０－３８７３

月～土　（日曜、年末年始は休み）

２４名

要介護：９：３０～１６：３５



通所介護事業所

事業所名

所在地

電話・FAX

営業日

定員

サービス提供時間

加算

その他費用

体験利用

保険外サービス

サービス内容

特色

入浴介助加算・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

食事提供費、日用品費、教養娯楽費

食事代：５００円

介護福祉タクシー、障害福祉サービス

送迎・バイタルチェック・入浴・体操・レクリェーションなど

視覚障害の方、聾唖の方、認知症の方、と色々な方々の小規模デイサービスです。
家庭的な雰囲気を大事にしたいと考えています。

デイサービスセンター　わたぼうし

旭川市永山３条１３丁目２番１４号

電話：４８－４３４８　　FAX：４８－４３４７

月曜日～日曜日

１０名

１０：００～１７：３０





◆居宅介護支援事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
極東警備保障株式会社
キョクトウ指定居宅介護支援センター
株式会社 ニチイ学館
ニチイケアセンター永山
社会福祉法人 旭川水芝会
サンライズ　居宅介護支援事業所
社会福祉法人 湯らん福祉会 旭川市永山町１５丁目１１６番地４
居宅介護支援事業所 永山園 特別養護老人ホーム永山園内
有限会社 すみれ想
なかがわまさこケアプラン相談所
株式会社 かわせみ 旭川市永山３条１３丁目２番１３号
居宅介護支援事業所 かわせみ 岡本マンションB-1
合同会社 ラフウィズ
ケアプラン・介護相談所かとう
株式会社 コンフォート
居宅介護支援事業所 元気
合同会社 望夢
ケアサポート ふくろう
株式会社 やわら

ケアサポート ゆうか

合同会社 絆
居宅介護支援事業所 ○（えん）
居宅介護支援

ぱぴりおケアプラン相談所

1 旭川市永山北１条１０丁目１１番１９号 46-0055 48-5632

2 旭川市永山８条１９丁目４番１７号 40-3870 40-3873

3 旭川市永山町１０丁目２６３番地１ 40-1215 46-5571

4 48-3033 40-0130

5 旭川市永山１条１６丁目８番２号 46-1006 46-1006

6 46-1020 46-1025

7 旭川市永山５条２０丁目２番３号 46-0907 46-0907

8 旭川市永山５条２２丁目４番１号 早川コーポ１－B 85-7335 85-7265

9 旭川市永山１条１５丁目５番１５号 48-7257 48-7257

10 旭川市永山２条２３丁目２番１７号 73-6302 48-6804

12 旭川市永山北1条１０丁目７番１１号 73-6285 73-6285

11 旭川市永山３条２４丁目２番２号 47-7600 47-8181



◆訪問介護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
株式会社 ニチイ学館
ニチイケアセンター永山
極東警備保障株式会社
キョクトウ在宅介護サービスセンター
旭タクシー株式会社
あさひケアアテンダント
有限会社 みのり
ヘルパーステーションみのり
有限会社 たいせつ介護サービス
たいせつ介護サービス
有限会社 ムーブル工房
ムーブル介護サービス
社会福祉法人 旭川水芝会
サンライズ ヘルパーステーション
株式会社 明るい介護
ヘルパーステーションひまわり
株式会社 シェスタ
指定訪問介護事業所 しぇすた
株式会社 エール
株式会社 エール
株式会社 わたぼうし
ヘルパーステーションわたぼうし
株式会社 ゆあん
指定訪問介護事業所 ゆあん
株式会社 ハッピーワークス
ヘルパーステーション ハッピーライフ
株式会社 想逞社
ヘルパーステーション まひる
リアルケア株式会社
ヘルパーステーション リアルケア
株式会社 旭信館
ピース
株式会社 グレイス・ケア
指定訪問介護事業所 グレイス永山
アースサポート株式会社
アースサポート旭川北
株式会社むつみ

訪問介護事業所むつみ

合同会社 絆

ヘルパーセンター 笑（えみ）

3 旭川市永山北２条９丁目１３番地の５ 48-3327 48-0153

1 旭川市永山８条１９丁目４番１７号 40-3870 40-3873

2 旭川市永山北１条１０丁目１１番１９号 46-0055 48-5632

4 73-5577 73-5568旭川市永山２条１７丁目１番１１号

6 48-8411 48-1902旭川市永山４条１６丁目１０番８号

5 旭川市永山１条２３丁目２番１９号 40-0955 40-0956

40-0076

7 旭川市永山町１０丁目２６３番地１ 40-1215 46-5571

8 旭川市永山８条１３丁目８番２３号 73-7500

48-0066

9 旭川市永山８条１８丁目１番２０号 40-0525 40-0526

13 旭川市永山１条２０丁目５番１８号

10 旭川市永山北２条１１丁目２６番地８ 48-0088

48-1222

14 旭川市永山４条１３丁目１番１４号 85-7429

15 旭川市永山４条１３丁目１番１３号

17 旭川市永山1条１１丁目２番２９号 40-2315

74-7215

48-4347

12 旭川市永山３条１８丁目１番５号 74-7756

85-6602

48-5833

11 旭川市永山３条１３丁目２番１４号 48-4348

48-1223

85-7553

85-7232

20 旭川市永山３条２４丁目２番２号 47-0036 47-8181

16 旭川市永山1条１１丁目２番１１号 74-7170

40-2316

19 旭川市永山１条２３丁目１番１８号 73-7177 73-7377

18 旭川市永山２条２０丁目１０番１号 47-3811 47-3911



◆訪問看護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
東光ヘルパーステーション有限会社
訪問看護ステーション みのり
株式会社 明るい介護

訪問看護ステーション たんぽぽ

合同会社　絆

訪問看護ステーション ｇｏｏ．

◆福祉用具貸与事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
旭タクシー株式会社
旭タクシー株式会社介護サービス事業部
株式会社 テクノレンタル
株式会社 テクノレンタル
株式会社 ハピネス
介護ショップ元気サポート
合同会社 絆
福祉用具貸与事業所 絆

◆訪問入浴介護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
株式会社 訪問入浴介護サービス黒田

株式会社 訪問入浴介護サービス黒田

◆短期入所生活介護事業所 ＴＥＬ ＦＡＸ
社会福祉法人 湯らん福祉会
ショートステイ 永山園
社会福祉法人 旭川水芝会

サンライズ短期入所生活介護

3 旭川市永山３条２４丁目２番２号 40-3600 47-8181

2 旭川市永山町１０丁目２６３番地１ 40-1215 46-5571

2 旭川市永山町１２丁目１９番10号 40-1211 47-6066

3 旭川市永山４条２４丁目３番１４号 49-1222 49-1223

1 旭川市永山２条１７丁目１番１１号 73-5577 48-2190

1 旭川市永山町１５丁目１１６番地４ 48-3033 40-0130

2 旭川市永山８条１３丁目８番２３号 40-2020 40-0076

1 旭川市永山北２条９丁目１３番地５ 48-1155 48-0153

1 旭川市永山９条１４丁目４番２４号 47-4203 48-4779

4 旭川市永山３条２４丁目２番２号 40-3606 47-8181





各種相談窓口／認知症家族の会

1

①
地域包括支援セン
ター

市内に１１包括があり、各担当地域が決
まっています。

※別紙一覧あり
開設日：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
開設時間：午前９時～午後６時

②
介護１１９番
（介護総合相談）

介護や医療、保健、福祉などに関する情
報提供や支援を行っています。

電話：２５－９１１
９

開設場所：６条９丁目　旭川市総合庁舎２階　介護高齢課内
開設時間：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前８時４５分～午後５
時１５分

2

① こころの健康相談

心の健康に不安をお持ちの方、心の病気
をお持ちの方やそのご家族、多量飲酒、
ｱﾙｺｰﾙ依存症等で困っている方やそのご
家族からの相談を電話・面接でお受けし
ます。

健康推進課
こころの健康係
２５－６３６４

相談日：月～金曜日(祝日、年末年始を除く）　午前８時４５分～午後５時
１５分

② 難病相談 電話、面接で相談をお受けします。
健康推進課
健康推進係

２５－６３１５

相談日：月～金曜日(祝日、年末年始を除く）　午前８時４５分～午後５時
１５分

3

①
ボランティアに関す
る相談

② 愛情銀行

③
ボランティア振興基
金

④ 介護用品の貸出

問い合わせ先：
旭川市社会福祉協議会　神楽事務所　在宅福祉課
神楽３条４丁目
電話：６０－１７１０

4

①
相談日：月～金曜日(祝日、年末年始を除く）　午前９時～午後５時
旭川市消費生活センター：１条通８丁目　フィール旭川７階　電話：２２－
８２２８

5

① 一般市民相談
日常生活全般の悩みごとなどの相談を受
け、必要に応じて関係機関を紹介し、問
題解決へのアドバイスを行っています。

相談日：月～金曜日
（祝日、年末年始を

除く）
午前８時４５分

～
午後５時１５分

② 無料法律相談
弁護士による日常生活全般の無料法律相
談を実施しています。ご相談を希望され
る方は事前に電話でお申込ください。

相談日：毎月第１～
第４木曜日（祝日、
年末年始を除く）
午後１時～午後４時

◎

電話：６０－１７１０

電話：５２－７７６０

永山地域包括支援センターでは、毎月１
回認知症の方を介護されている方の集ま
りを開催しています。

毎月1回開催
問い合わせ先
永山地域包括支援センター　　電話４０－２３２３

高齢者に関わる相談

健康相談

旭川市ボランティアセンター

ボランティア活動をしたい方やボランティアを必要としてい
る方などの、ボランティアに関する相談を受け付けていま
す。また、ボランティア養成研修等を行っています。

市民の皆さまから善意で寄せられる日用品や介護用品などの
「橋渡し」をしています。

市民相談センター
７条通１０丁目　旭川市第二庁舎２階　電話：２６－１９９８

認知症家族の会

介護している方が集まり、同じ立場で語り合うほか、介護の
情報提供や研修会も実施しています。

問い合わせ先：
旭川市社会福祉協議会　旭川市ボランティアセンター
５条通４丁目　旭川市ときわ市民ホール内
電話：２１－５５５０

愛情銀行に寄付していただいた物品を活用し、高齢者・障害
者等への介護用品の無料一時貸出を行っています。

消費生活相談

悪質商法による被害や消費者金融とのトラブル、商品事故の苦情などといった消費生
活に関する相談に応じ、問題解決のための助言やあっせん等を行っています。

市民の皆さまから寄付（預託）いただいた金銭をボランティ
ア養成研修や福祉教育の推進などに活用しています。

介護中の方や認知症に関心と理解のある方が参加し、情報の
交換や話し合いをしつつ、支援しています。

ほっとひととき

やまびこの会

ほほえみの会（永山）

市民相談センター



旭川市内　地域包括支援センター

名称 住所/電話番号/ＦＡＸ番号 担当地域

中央 １条通９丁目右7号マルトクビル２階
地域包括支援センター

電話．23-6022／ＦＡＸ．23-6033

豊岡 豊岡３条３丁目5番10号東部まちづくりセンター内

地域包括支援センター
電話．35-2275／ＦＡＸ．35-2276

東旭川・千代田 東旭川北1条6丁目2番3号東旭川支所内
地域包括支援センター

電話．36-5577／ＦＡＸ．74-7220

東光 東光５条２丁目２番６号東部住民センター内

地域包括支援センター
電話．76-6020／ＦＡＸ．76-5852

新旭川・永山南 永山2条５丁目44番地
地域包括支援センター

電話．40-3003／ＦＡＸ．40-3008

永山 永山3条19丁目永山市民交流センター内
地域包括支援センター

電話．40-2323／ＦＡＸ．40-2340

末広・東鷹栖 東鷹栖4条3丁目636番地東鷹栖地域センター内

地域包括支援センター
電話．76-5065／FAX．58-3002

春光・春光台 春光5条4丁目1番16号北部住民センター内

地域包括支援センター
電話．54-1165／ＦＡＸ．54-1101

北星・旭星 川端町6条10丁目2番16号
地域包括支援センター

電話．46-6500／ＦＡＸ．54-7580

神居・江丹別 神居2条10丁目3番8号
地域包括支援センター

電話．76-5511／ＦＡＸ．60-2266

神楽・西神楽 神楽岡6条6丁目3番3号
地域包括支援センター

電話．66-5351／ＦＡＸ．66-5352

春光1条9丁目（14、15番）、春光5・6条9丁目（北斗町内会地区）、末広
1～7条1～15丁目、末広8条1～3丁目（末広8条2、3丁目は1番地）、末
広東全域、東鷹栖全域、緑台全域、柏木全域、東山全域

春光1～7条1～9丁目（春光1条9丁目は14・15番以外、春光5・6条9丁目
は北斗町内会地区以外）、春光町全域、春光台全域、住吉全域、花咲町４～
７丁目（４丁目は2272番地）、末広８条２～１２丁目（２、３丁目は１番
地を除く）

旭町全域、大町全域、本町全域、緑町全域、錦町全域、北門町全域、近文町
全域、川端町全域、旭岡全域、花咲町1～4丁目（4丁目は2272番地を除
く）

神居全域、忠和全域、神居町雨粉・共栄・御料・春志内・上雨粉・神岡・神
華・神居古潭・西丘・台場・忠和・富岡・富沢・豊里全域、高砂台全域、台
場全域、台場東全域、南が丘全域、江丹別町共和・春日・清水・西里・拓
北・中園・中央・富原・芳野・嵐山全域

神楽全域、神楽岡全域、神楽岡公園、旭神全域、旭神町全域、緑が丘全域、
緑が丘東・南全域、西御料全域、西神楽全域、西神楽南・北全域、新開全域

永山1～10条11～24丁目、永山北全域、永山町6～16丁目

宮前1条1丁目、宮前2条1・2丁目、亀吉全域、曙全域、曙北全域、常盤公
園、中常盤町全域、上常磐町全域、常盤通全域、宮下通～10条通1～17丁
目、2条通～11条通18～25丁目（11条通23丁目は朝日団地を除く）、2
条西～9条西1～９丁目

11条通23丁目（朝日団地）、豊岡1～15条1～4丁目、豊岡3条7丁目、豊
岡4・5条5～7丁目（豊岡4条5丁目は3～8番、豊岡4条6丁目は2番～8
番）、豊岡6～15条5～9丁目（豊岡14条9丁目は1、2番、豊岡15条8丁目
は1番）、豊岡16条7丁目

豊岡1・2条7～10丁目、豊岡3～5条8～11丁目、豊岡6～12条10・11丁
目、豊岡14条9丁目（3番）、豊岡15条8丁目（3、4番）、豊岡16条8丁
目、東光1～27条7～10丁目、工業団地全域、東旭川北・南全域、東旭川町
下兵村・上兵村・桜岡・瑞穂・倉沼・東桜岡・日ノ出・米原・豊田・旭正・
共栄・忠別全域

宮前1条2～5丁目、宮前2条3丁目、宮下通18～26丁目、1条通18～25丁
目、南全域、豊岡1～4条5・6丁目（豊岡4条5丁目は1、2、9～11番地、
豊岡4条6丁目は1、9～13番）東光1～25条1～6丁目

金星町全域、東全域、新富全域、パルプ町全域、新星町全域、大雪通全域、
秋月全域、流通団地全域、永山1～10条1～10丁目、永山11～14条1～4
丁目、永山町2～5丁目



《永山圏域　病院》

医療機関名 電話番号 FAX番号

今本内科医院 内科・循環器科 48-2562 47-4037

高桑整形外科永山クリニック 整形外科・リハビリテーション科 48-5276 48-6277

高畑整形外科病院 整形外科・リハビリテーション科 47-3311 48-9771

道北勤医協ながやま医院 内科 46-2211 46-2108

なかむら整形外科クリニック
整形外科・リウマチ科
リハビリテーション科

旭川市永山7条16丁目2-17 49-5777 49-5333

永山池田クリニック　 内科・アレルギー科 40-1230 40-1236

博愛内科胃腸科医院
内科・呼吸器科・消化器科
胃腸科・循環器科・小児科

48-5111 47-1180

永山皮膚科クリニック 皮膚科 40-4112 47-1241

《永山圏域　歯科医院》

医療機関名 住所 電話番号

藍歯科クリニック 旭川市永山2条21丁目2-18 48-0648

青木歯科クリニック 旭川市永山3条12丁目2-11イオン永山３F 49-7600

いとさか歯科医院 旭川市永山4条12丁目5番2号 49-2720

岩田谷歯科 旭川市永山2条24丁目1-11 47-1833

おおさき歯科クリニック 旭川市永山3条22丁目3-2 49-1182

ケンほのぼの歯科 旭川市永山2条18丁目2-30 73-7067

河野歯科医院 旭川市永山3条15丁目1-2 47-0606

シーナデンタルクリニック
旭川市永山3条15丁目1-2
コープさっぽろ旭川シーナ店2階

74-4644

なかつぼ歯科医院 旭川市永山4条16丁目1-1 47-1150

長谷川歯科医院 旭川市永山3条19丁目3-3 47-2811

ヒロ歯科・口腔外科クリニック旭川市永山7条16丁目2-15 46-1888

宮田歯科医院 旭川市永山2条18丁目23番地 48-1615

森田歯科医院 旭川市永山9条13丁目1番2号 40-1818

ライフ歯科クリニック 旭川市永山2条18丁目2-25 47-9372

《永山圏域　薬局》

薬局名 住所 電話番号 FAX番号

オーベル薬局 旭川市永山3条22丁目3-4 40-2270 40-2271

永山中央薬局 旭川市永山2条20丁目7-11 47-5372 47-5373

なの花薬局 旭川市永山6条11丁目6-16 46-1189 46-1093

ハート薬局ながやま店 旭川市永山5条11丁目1-9 46-0863 46-0840

パルム薬局　永山店 旭川市永山3条13丁目2-1 85-6037 85-6038

惠愛調剤薬局永山店 旭川市永山2条16丁目5-14 74-5115 74-5116

やまざき調剤薬局 旭川市永山3条16丁目3-3 40-1954 40-2932

レント永山調剤薬局 旭川市永山3条11丁目1-3 48-3606 48-3606

ロータリー調剤薬局せせらぎ店 旭川市永山7条16丁目2-16 49-5050 47-9333

旭川市永山3条16丁目3-4

旭川市永山2条16丁目62

住所

旭川市永山2条20丁目7-10

旭川市永山3条11丁目1-30

旭川市永山3条22丁目2-5

旭川市永山5条11丁目2-20

旭川市永山3条22丁目3-5



業者名 住所 電話番号 備考

訪問介護事業所　しぇすた 永山9条18丁目1-20 40-0525 10分　300円　雪はね、庭のお手入れ、草むしりなど

ムーブル介護サービス 永山4条16丁目10-8 48-8411
《介護保険サービス終了後》30分：700円　1時間1,300円
《その他》

fou you ステーション・せら 永山11条2丁目2-12 0120-500-277
訪問介護・介護タクシー・ヘルスサポート・ライフサポートな
ど

シルバー人材センター 春光町3639番4 51-1600 家事手伝い　　1時間 800円～950円

ニチイ 0120-212-295
お掃除代行サービス・お手伝いサービス等
※詳細は直接問い合わせ下さい。

旭川大丸ケアサービス株式会社 4条通1丁目1963 21-5002
事務受付手数料　1,000円/年（継続は毎年必要なし）
身体介護　1400円　1時間　家事　1,000円　紹介手数料20㌫
交通費400円/回

緑ケアライフサービス 4条通13丁目1385番地3 23-7177
2時間～　2800円　　紹介手数料20　労災費0.65㌫
1回交通費　400円　長時間になれば単価安くなる

ファミリーサポートセンター 神楽3条4丁目1番18号 60-1710 《月～金》1時間700円　　《土日など》800円～

ツクイ旭川東 東2条2丁目2-9 27-1134
30分未満1500円/30以上45未満　2250円　/　45分以上1時間未満
3000円　など　　早朝、深夜基本料金25㌫割り増し。
*ワンケアプラス15分程度500円　サービスの前後にて。

ジャパンケア
2条通3丁目94　旭川
2.3ビル1階

27-3811 8：30～18：00　2,100円（30分）　2,730円（60分）

訪問介護事業所スコーレ
大町３条４丁目３６３
９番地３

53-3900
30分：身体介護1,000円　生活援助900円　通院付添・同行750円
＊目的地までの交通費　利用者負担

※表示料金については変更となっていることもあります。

※詳しいサービス内容、料金設定については各事業所へ問い合わせ下さい。

◎インフォーマルサービス



名称 会館 会館住所 活動内容

① 永楽老人クラブ 永楽会館 永山１条２２丁目４－２

・お楽しみ会 ： 年１回、食事をしながら交流
・ラジオ体操 ： ５月～１０月まで実施
・健康体操 ： １１月～３月（毎週月曜日）、
　　　　　※ボランティアの方の指導にて実施
・麻雀：毎週土曜日　８：３０～１６：００
・カラオケ：（男性）毎週水曜日　午後　２時間程度
　　　　 （女性）毎週木曜日　午後　３時間程度

② さくら老人クラブ 永山さくら会館 永山２条２０丁目

・毎週火曜日 ： ダンスサークル
・毎週土曜日 ： カラオケ
・第２、４水曜日 ： 体操・茶話会
・（月１回）日曜日 ： 麻雀
・年間行事 ： １月新年会　４月花見　９月旅行
・春～秋 ： パークゴルフ（随時）

③
永山１３区親和会

老人クラブ

永山１３区
高齢者

いこいの家
永山町１４丁目

・不定期で集まっている
・花壇の花植えや手入れ、旅行、勉強会などで交流
・会費：年間1人1,000円/年　2人（夫婦・家族等）1,700円/年

④ 永山きずなの会
永山神社
社務所

永山４条１８丁目

・毎週 ： 火・木曜日（カラオケ・麻雀・囲碁・花札等を楽しむ）
・毎月１回 ： ズンドコ体操・健康講習会（地域包括支援センター）
・毎月２回 : パークゴルフを計画（冬期間は室内で）
・奇数月の月末・誕生会（年６回）
・旭老連、永老連事業活動
・旭川市スーパーエイジ防火クラブ活動に参加
・研修旅行（年４回／１日研修２回、１拍研修２回）
・地域住民との世代間交流（永山第２地区市民委員会）

⑤
永山町老人クラブ

清和会
永山10区会館 永山町１４丁目

・夏 : 日曜日パークゴルフ
・冬 : 毎週日曜日　１０時～１６時頃まで　卓球、麻雀

⑥ 永山１１区老人クラブ
永山１１区高齢

者
いこいの家

永山町１６丁目
・夏期は農繁期のため、、活動なし。
・冬期 ： １１月～３月まで月１回程度（第３土曜日午後）
　　 DVDを見ながら体操、茶話会など

（永山圏域）老人クラブ



名称 会館 会館住所 活動内容

① むつみ青空会 むつみ会館 永山１０条１１丁目９－７

・毎週火・土曜日 ： 麻雀、花札、卓球
・健康体操 : 毎週木曜日１０：００～１１：３０（第４木曜は「ふまネッ
ト」）
・パソコン、趣味の会（手芸等） ： 毎週木曜日の午後
・1人暮らしの方の料理講習会 : 年５回（会員以外の方へも案内）
・カラオケを楽しむ会 : 年１回
・日帰り旅行 : 年３回

②
しらゆき

シルバー会
しらゆき会館 永山８条１４丁目２－４

・不定期で月数回集まっている
（パークゴルフ、茶話会、カラオケ、廃品回収、勉強会）

③ 永山寿老人クラブ
永山１４区

高齢者
いこいの家

永山町７丁目
・月１回不定期に集まっている（カラオケ、麻雀、温泉、茶話会）
・年３回 : 勉強会

④ 永山３区百寿会 永山３区会館 永山３条１５丁目1-43

・毎週：水曜（麻雀）、木曜（カラオケ）、金曜（健康ダンス）
・奇数日の空いてる時間 : 卓球
・年３回 : 研修旅行
・年数回 ： 勉強会
・会費 ： ５００円／年

※毎週金曜日13：30～15：00　自主サークル（３区せせらぎ会）
　夏期：月２００円、冬期：月４００円（会場費・雑費）

⑤ 新永長寿会老人クラブ
第２永山団地

集会所
永山６条１５丁目１－４

・毎週金曜日 : １０：００～カラオケ
・年に数回 : 月末の土曜日　１０：００～茶話会・勉強会

⑥ 永山みずほ永寿会
永山みずほ

高齢者
いこいの家

永山６条16丁目１－７

・毎週月曜日 : カーリンコン
・毎週水曜日 : 体操（１０時～１１時）
・毎週月曜～金曜 : 卓球（１０時～１１時半）
・月２回 : パークゴルフ
・春と秋 : 交通安全講習会
・９月 : ミニ運動会
・新年会

⑦
みどりシルバー会

老人クラブ
わたなべ

会館
永山７条１７丁目１－２２

・毎週月曜日 : 10時～15時まで　麻雀、ほう引きなどのレクリェーション
・毎週水曜日 ： 9時～清掃・廃品回収
・７月末～８月初めまで ： ラジオ体操
・秋 : 日帰り温泉

（永山圏域）老人クラブ



名称 会場 住所 活動内容

① だんらん倶楽部
第２永山団地

集会所
永山６条１５丁目１１番地

・毎週月曜日 １４：００～
・会費 ： １,２００円／月

② 健康むつみ会 むつみ会館 永山１０条１１丁目９－７
・毎週木曜日 １０：００～
（第４木曜日はふまねっと運動）
・会費 ： １００円／回

③ 三区せせらぎ会 三区会館 永山３条１５丁目１－４３

・毎週金曜日 １３：３０～
・会費 ： ２００円/月（５～１０
月）
４００円/月（１１月～４月）

④ あずま元気体操 あずま会館 永山４条２２丁目１－９
・毎週木曜日 １０：００～
・会費 ： 無料

⑤ ながやま元気クラブ
第１永山団地

コモンスペース
永山１条１７丁目１－１

・毎週水曜日 13:00～
・会費：1,000円/年
・内容：簡単な運動やゲームなど

⑥ 脳力活性サークル
永山交流セン

ター
中会議室

永山3条19丁目4－15

・毎週火曜日(5週目はお休み)13：
30～
・会費1,200円/月
内容：ストレッチ運動・脳トレ

永山圏域：自主サークル

※申込み・詳細については、永山地域包括支援センター（☎４０－２３２３）までお問い合わせ下さい。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永山圏域 社会資源マップ 

平成 30年 3月発行 

 

発行：永山地域包括支援センター 

開設日：月曜日～金曜日(祝日・12月 30日～1月 4日を除く) 

開設時間：AM9：00～PM6：00 

〒079-8413 

旭川市永山 3条 19丁目 4番 15号 永山支民交流センター内 

TEL：0166-40-2323  FAX：0166-40-2340 

E-Mail：nagayama-houkatsu@joy.ocn.ne.jp 

   

※ご不明な点がございましたら上記までご連絡ください。 


