
三笠市の
医療と介護マップ

医療と介護の連携で高齢者の在宅生活を支えます

　誰もが住み慣れた地域や自宅で、いつまでも安心して暮らしたいと思っています。今後も
高齢化が進み、さまざまなサポートを必要とする人が増えていくなかで、在宅療養の重要性
はますます高まっています。
　そこで、地域の実情や高齢者の希望に合わせて、医療分野や介護分野の連携をはじめとし
た地域ぐるみのネットワークづくりが進んでいます。
　このマップで自分が暮らしている地域の在宅療養のためのサービスを知り、必要に応じ
て上手に活用していきましょう。

令和元年度版

三笠市地域包括支援センター
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医療＆介護一覧表
地図上の位置はP2‐3をご覧ください。

病院
No. 名前 住所 電話 診療科目 休診日 診療時間

1 市立三笠総合病院宮本町489番地1 2‐3131

内科・循環器科・外
科・整形外科・皮膚
科・泌尿器科・眼科・
耳鼻咽喉科・精神
神経科・リハビリ
テーション科・小
児科・人工透析科

土・日・祝
・年末年始

午前8：30～11：00
午後1：00～2：00

2 南そらち記念病院岡山506番地8 6‐8211
内科・　
リハビリテーショ
ン科

土・日・祝
・年末年始

午前9：00～11：30
午後2：00～4：30

3 みかさホームケア
クリニック 多賀町2番地1 3‐7566

内科・整形外科・
リハビリテーショ
ン科
※訪問診療も可
能

日・祝

【外来】
午前9：00～午後5：00
※午後は訪問診療に出か
けていますので、電話で問
い合わせて下さい。
【訪問】
午後1：00～5：00
※土曜は午後から休診

歯科医院
No. 名前 住所 電話 診療科目 休診日 診療時間

4 牛丸歯科医院 多賀町4番地12 3‐2693 歯科※訪問診療も可 日・祝

午前9：00～12：30
午後2：00～6：00
※土曜は午後から休診、
※水曜は午後から訪問診
療

5 中塚歯科医院 若草町
397番地77 2‐6480 歯科※在宅診療も可

土・日・祝
・年末年始

月・水・金
午前9：30～12：00
午後2：00～5：00
※午後1:00～2:00は在宅
診療
火・木
午前9：30～12：00
午後1：00～5：00は在宅診
療

6 みかさ歯科 若松町10番地6 2‐5336 歯科※在宅診療も可 日・祝 午前9：30～午後1：00
午後2：00～7：00

※令和元年12月1日現在



薬局
No. 名前 住所 電話 定休日 営業時間

7 三笠薬局 多賀町21番地 2‐2350 日・祝 午前9：00～午後6：30
※土曜は午後6：00まで

8 三笠薬局榊調剤店 榊町463番地2 2‐5000 日・祝
午前8：00～午後6：00
※土曜は
午前9：00～午後3：00

9 毛利薬局 榊町461番地44 2‐4443 日・祝
午前8：30～午後6：00
※土曜は
午前9：00～午後6：00

� わかやぎ調剤薬局 若松町11番地1 4‐5550 日・祝
午前8：30～午後5：30
※土曜は
午前8:30～午後0:30

居宅介護支援
No. 名前 住所 電話 定休日 営業時間

� 社協ケアプラン
相談センター

若草町280番地
（老人福祉センター内） 2‐3151 土・日・祝 午前8：30～午後5：00

� 南空知ケアプラン
相談センター

高美町444番地
（ふれあい健康センター内） 4‐4001 土・日・祝

・年末年始 ※24時間連絡体制

� 居宅介護支援事業所
みどりの杜

岡山506番地50
（カーサ・ミーア壱番館内） 2‐2637 土・日・祝 午前8：45～午後5：00

介護予防支援
No. 名前 住所 電話 定休日 営業時間

� 地域包括支援
センター

高美町444番地
（ふれあい健康センター内） 3‐2010 土・日・祝 午前8：30～午後5：00

訪問看護
No. 名前 住所 電話 定休日 営業時間

� 訪問看護ステーション
ゆうゆう

宮本町489番地1
（市立三笠総合病院内） 2‐3131 土・日・祝

午前8：15～午後4：45
【訪問時間】
午前8：30～午後4：30

� 三笠訪問看護
ステーション

高美町444番地
（ふれあい健康センター内） 3‐2200

土・日・祝
・年末年始
※必要時訪問

24時間対応体制



訪問介護（ホームヘルプ）
No. 名前 住所 電話 定休日 サービス

提供日 訪問時間

� ヘルパーステーション
ひだまり

若草町
397番地73 4‐5361 土・日・祝

・年末年始 年中無休
【基本】
午前9:00～午後6：00
（24時間対応可能）

� ヘルパーステーション
笑 岡山506番地50 3‐7021 日・年末年始 月～土 午前8：00～午後6：00

� 訪問介護事業所
三笠市三楽荘 清住町112番地5 2‐2036 土・日・祝

・年末年始 年中無休 午前8：00～午後5：30

通所介護（デイサービス）
No. 名前 住所 電話 定休日 営業時間 サービス提供時間

� デイサービスセンター
三笠市湯快館 清住町112番地5 4‐5300 日・年始 午前8：30

～午後5：30 午前9：30～午後4：40

� デイサービスセンター
さいわい 幸町11番地5 4‐4007 日・年末年始 午前8：00

～午後5：00 午前8：30～午後3：45

� デイサービスセンター
らいふてらす三笠 多賀町12番地6 3‐7230 日・年末年始 午前9：00

～午後5：00 午前9：20～午後4：35

� デイサービスセンター
つどい

幌内新栄町352
番地 2‐5801 日・年末年始 午前8：45

～午後5：15 午前9：30～午後4：45

通所リハビリテーション（デイケア）
No. 名前 住所 電話 定休日 営業時間 サービス提供時間

① 介護老人保健施設
そらちの郷 岡山506番地8 2‐2116 土・日・祝

年末年始
午前8：45
～午後5：00 午前10：00～午後3：15

短期入所療養介護（ショートステイ）
No. 名前 住所 電話 定休日 受入可能時間

② 介護老人保健施設
そらちの郷 岡山506番地8 2‐2116 土・日・祝

※緊急時要相談 午前8：45～午後5：00

短期入所生活介護（ショートステイ）
No. 名前 住所 電話 定休日 受入可能時間

③ 三笠市ことぶき荘 清住町112番地5 2‐2146 なし 午前9：00～午後5：00

小規模多機能型居宅介護
No. 名前 住所 電話 定休日 サービス提供時間

④ ひだまりの里 若草町397番地73 3‐1204 なし

【基本】
通所…
午前9：00～午後5：30
訪問…
午前9：00～午後6：00
宿泊（受入可能時間）…
午前9：00～午後6：00



介護タクシー
No. 名前 住所 電話 定休日 サービス提供時間

⑤ ひだまり介護タクシー 若草町397番地73 4‐5361
土・日

※定休日の利用
については要相談

【基本】
午前8：00～午後6：00
※時間外の利用は要相談

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
No. 名前 住所 電話 対象者 定員

⑥ グループホームたんぽぽ 高美町444番地 2‐5780 要支援2、要介護
（認知症に限る） 18名

⑦ グループホームたんぽぽ新館 高美町444番地 2‐7740 要支援2、要介護
（認知症に限る） 9名

⑧ グループホームたんぽぽ榊館 榊町460番地39 2‐6140 要支援2、要介護
（認知症に限る） 9名

⑨ グループホームさくらえん 幌内新栄町352番地 2‐5800 要支援2、要介護
（認知症に限る） 18名

有料老人ホーム等
No. 名前 住所 電話 対象者 定員

⑩ 住宅型有料老人ホーム
ひだまりの家 若草町397番地73 3‐1204 概ね60歳以上 9名

⑪ 介護付き高齢者住宅
ほのか三笠 幸町8番地2 4‐5020 概ね65歳以上 30名

⑫ サービス付き高齢者向け住宅
カーサ・ミーア壱番館 岡山506番地50 3‐7020

概ね60歳以上
または40歳以上の
介護保険認定者

最大42名
（1R22部屋
1DK10部屋）

⑬ 高齢者向け住宅華苑みかさ 高美町444番地 2‐2123 概ね60歳以上
19名

1人部屋 7室
2人部屋 6室

⑭ 養護老人ホーム三笠市三楽荘 清住町112番地5 2‐2036 概ね65歳以上
（経済的・環境的要件あり） 100名

その他
名前 住所 電話番号

三笠市役所 幸町2番地 2‐3181
三笠市ふれあい健康センター 高美町444番地 3‐2010
岩見沢警察署三笠警察庁舎 幸町4番地 2‐8110
三笠消防署 若松町9番地 2‐3499
老人福祉センター 若草町280番地 2‐3151

介護保険施設
No. 名前 住所 電話 対象者 定員

⑮ 特別養護老人ホーム
三笠市ことぶき荘 清住町112番地5 2‐2146 原則として

要介護3～5
100名

（短期入所含む）

⑯ 介護老人保健施設
そらちの郷 岡山506番地8 2‐2116 要介護1～5 46名

（短期入所含む）



わが家の在宅療養連絡先メモ

●かかりつけ医

●かかりつけ歯科医

●かかりつけ薬局

●訪問看護ステーション

●ケアマネジャー

●介護サービス提供事業者
事業者名 住所・電話番号

	 TEL

	 TEL

	 TEL

	 TEL

	 TEL

	 TEL

	 病院名	 	 担当医師名	

	 住所	 	 TEL	

	 薬局名	 	

	 住所	 	 TEL	

	 事業所名	 	 担当者名	

	 住所	 	 TEL	

	 事業所名	 	 担当者名	

	 住所	 	 TEL	

	 地域包括支援センター
	 三笠市高美町444番地		三笠市ふれあい健康センター内
	 ☎01267‐3‐2010

	 病院名	 	 担当医師名	

	 住所	 	 TEL	

	 病院名	 	 担当医師名	

	 住所	 	 TEL	

お問合わせ


