
添付5号様式

事業所の所在地 札幌

新承諾
書番号

旧承諾
書番号 施設名 郵便番号 住所 電話番号 設置者名 実習指導者 経験年数 主な資格

1 1 特別養護老人ホーム青葉のまち 004-0021 札幌市厚別区青葉町15丁目18-1 011-891-7700
社会福祉法人 ほくろう
福祉協会

泉水 康之 14年 介護福祉士

2 2
医療法人秀友会 介護老人保健
施設　愛里苑

061-3775 石狩郡当別町ビトエ2200-1 0133-26-2874 医療法人 秀友会 入船し乃ぶ 14年 介護福祉士

3
介護付き有料老人ホームうらら
伏古

007-0869 札幌市東区伏古9条2丁目6-1 011-789-8300 有限会社おいらーく 相田 仁子 10年 介護福祉士

4 グループホームえべつ 067-0013 江別市3条1丁目5 011-391-5171 株式会社 健康会 曳地 直美 10年 介護福祉士

5 3 グループホーム　エルムの家 063-0865 札幌市西区八軒５条東２丁目4-16 011-643-0011 株式会社　はくりょう 矢田　智子 10年 介護福祉士

6 メディケアホーム川下Ⅰ、Ⅱ 003-0862 札幌市白石区川下2条8丁目1-16、1-15
011-879-6120
011-879-1203 株式会社 健康会 平田 純也 9年 介護福祉士

7 北広島リハビリセンター 061-1153 北広島市富ケ岡509-31 011-373-1711
社会福祉法人 北海長正
会

山道 祐子 28年 介護福祉士

8
障がい者支援施設　グリンハイ
ム

005-0849 札幌市南区石山933番地3 011-591-5211
社会福祉法人 北海道ハ
ピニス

小田島誠貴 12年 介護福祉士

9
住宅型有料老人ホームぐろー
りー澄川

005-0006 札幌市南区澄川6条11丁目21-8 011-211-0568
有限会社グローリーワー
ク

森　利枝子 20年 介護福祉士

10
住宅型有料老人ホームぐろー
りー西岡

062-0922 札幌市豊平区西岡3条9丁目1-7 011-598-1811
有限会社グローリーワー
ク

尾崎 美奈子 9年 介護福祉士

11
住宅型有料老人ホームぐろー
りー南38条

005-0038 札幌市南区南38条西10丁目1-3 011-200-0231
有限会社グローリーワー
ク

髙橋 太作 18年 介護福祉士

12 4
地域密着型介護老人福祉施設
菊水こまちの郷

003-0814 札幌市白石区菊水上町4条3丁目94-64 011-811-8110 社会福祉法人 渓仁会 吉澤 祐輔 14年 介護福祉士

13 5 グループホーム栄町 007-0846 札幌市東区北46条東16丁目1-18 011-782-1000
社会福祉法人 札幌蒼生
會

八重樫 賢治 21年 介護福祉士

14 満快のふる郷さくら山鼻 064-0916 札幌市中央区南16条西9丁目1-33 011-513-3987 株式会社　悠ライフ 芳賀 留美子 6年 介護福祉士

15 21 慈啓会特別養護老人ホーム 064-0941 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6番51号 011-561-8296
社会福祉法人 さっぽろ
慈啓会

羽山 政弘 24年 介護福祉士

16 51 特別養護老人ホーム白石ハイツ 003-0027 札幌市白石区本通16丁目北4-30 011-864-6341
社会福祉法人 美松善隣
会

勝木 知子 23年 介護福祉士

17 53
社会福祉法人神愛園 特別養護
老人ホーム神愛園手稲

006-0049 札幌市手稲区手稲金山131-4 011-681-3092 社会福祉法人 神愛園 外村　洋透 19年 介護福祉士

18 54
社会福祉法人 特別養護老人
ホーム神愛園清田

004-0846 札幌市清田区清田6条1丁目1-30 011-886-6800 社会福祉法人 神愛園 佐々木 秀剛 17年 介護福祉士

19 48
小規模多機能型居宅介護　神愛
園かなやま

006-0041 札幌市手稲区金山1条3丁目1番33号 011-681-2226 社会福祉法人 神愛園 倉内 里衣子 32年 介護福祉士

20 104 看護小規模せせらぎ 062-0937 札幌市豊平区平岸7条13丁目2-8 011-833-5776 有限会社 プラクティス 大槻 琴恵 30年 介護福祉士

実習施設一覧
実習科目（教科）名　介護実習 研修課程　介護職員初任者研修課程

(9)⑧⑩食事、排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑨入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみと自
立に向けた介護　(9)④⑤生活と家事・快適な居住環境整備と介護(9)⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
(9)⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
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添付5号様式

事業所の所在地 札幌

承諾書
番号

旧承諾書
番号 施設名 郵便番号 住所 電話番号 設置者名 実習指導者 経験年数 主な資格

21 82 グループホームせせらぎ 062-0938 札幌市豊平区平岸8条12丁目3-68 011-817-5776 有限会社 プラクティス 清藤 洋美 19年 介護福祉士

22 8
介護老人保健施設 札幌北翔館
そとこと

002-0859 札幌市北区屯田9条3丁目3-2 011-773-7200 医療法人 北翔会 大久保 竜也 22年 介護福祉士

23 9 特別養護老人ホームていね大空 006-0841 札幌市手稲区曙11条2丁目3-10 011-684-5839 社会福祉法人 札幌蒼生會 吉川 泰子 20年 介護福祉士

24 78
介護老人保健施設 手稲あん
じゅ

006-0035 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6-1 011-685-8200
社会福祉法人 手稲ロータ
ス会

岩本　薫 22年 介護福祉士

25 98
手稲あんじゅ短期入所療養介護
事業所

006-0035 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6-1 011-685-8200
社会福祉法人 手稲ロータ
ス会

岩本　薫 22年 介護福祉士

26 115 有料老人ホーム　ドルフィン 007-0850 札幌市東区北50条東2丁目3-6 011-711-5878 有限会社ケアワークス 梅下ともみ 13年 介護福祉士

27 10 グループホーム中島公園 064-0913 札幌市中央区南13条西8丁目2-3 011-512-6888 社会福祉法人 札幌蒼生會 武藤 多希子 23年 介護福祉士

28 特別養護老人ホーム七色の風 002-0859 札幌市北区屯田9条9丁目5-15 011-775-7160 社会福祉法人パートナー 岩筋裕子 18年 介護福祉士

29 グループホームぬくもりの里 066-0026 千歳市住吉4丁目8-14 0123-26-5886 株式会社サンボウ 岩崎 貴子 10年 介護福祉士

30 81 特定施設入居者生活介護　ネオ 007-0837 札幌市東区北37条東28丁目6-10 011-789-7300
株式会社ノース・フィー
ル

佐々木 信幸 17年 介護福祉士

31 12
地域密着型認知症対応型共同生
活 グループホームハートの家

065-0011 札幌市東区北11条東3丁目1番10号 011-748-8223 社会福祉法人 パートナー 本間 まなぶ 21年 介護福祉士

32
地域密着型認知症対応型共同生
活 グループホームハートの家
弐番館

007-0829 札幌市東区東雁来9条14丁目8-5 011-792-4008 社会福祉法人 パートナー 萬 孝博 8年 介護福祉士

33 79
介護療養型老人保健施設 博友
会

063-0032 札幌市西区西野2条7丁目1-1 011-661-1850
医療法人 タナカメディカ
ル

三浦 百合子 36年 准看護師

34
特別養護老人ホーム はっさむ
はる

063-0831 札幌市西区発寒11条1丁目3-20 011-662-0001
社会福祉法人ノマド福祉
会

山田 記央 20年 介護福祉士

35 63 グループホームはまなすの家 062-0001 札幌市豊平区美園1条1丁目5-17 011-825-9062 有限会社 ケアワークス 笠井 怜子 36年 准看護師

36 特別養護老人ホーム ひかりの 007-0032 札幌市東区東雁来12条4丁目1-15 011-790-1400 医療法人社団　豊生会 秋本 真希 8年 ホームヘルパー2級

37 77 グループホームぴーぷる 005-0850 札幌市南区石山東3丁目3-8 011-592-5100 有限会社 レストケア 川村 友子 18年 介護福祉士

38 76
グループホームぴーぷるマル
シェ

005-0816 札幌市南区川沿16条2丁目4-17 011-573-8222 有限会社 レストケア 草彅 真弓 19年 介護福祉士

39 13 グループホーム福音の家 069-0238 空知郡南幌町元町4丁目3-14 011-378-1078 有限会社 福音の家 石本 宣 16年 介護福祉士

40 15 グループホームまどべ 004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条3丁目4-16 011-856-5131 株式会社 アムケア 小松 稚恵子 20年 介護福祉士

実習施設一覧
実習科目（教科）名　介護実習 研修課程　介護職員初任者研修課程

(9)⑧⑩食事、排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑨入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみと自立
に向けた介護　(9)④⑤生活と家事・快適な居住環境整備と介護(9)⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑪
睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
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有限会社　鹿光学習センター
添付5号様式

事業所の所在地 札幌

承諾書
番号

旧承諾書
番号 施設名 郵便番号 住所 電話番号 設置者名 実習指導者 経験年数 主な資格

41 16 グループホームまどべⅡ 062-0053 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 011-856-5142 株式会社 アムケア 山家 裕行 17年 介護福祉士

42 72 特別養護老人ホームみどりの丘 062-0035 札幌市豊平区西岡5条12丁目1-2 011-581-3001 社会福祉法人 札幌光陽会 本田　聡 13年 介護福祉士

43

44 18 特別養護老人ホームやまとの里 066-0066 千歳市大和4丁目2番1号 0123-23-1228 社会福祉法人 千歳福祉会 後藤 静香 13年 介護福祉士

45 19 グループホームゆずり葉宮の森 064-0952 札幌市中央区宮の森2条5丁目2-27 011-613-0080 株式会社 ゆずり葉宮の森 西尾 翔吾 11年 介護福祉士

46 75
特別養護老人ホーム フルーツ
シャトーよいち

046-0003 余市郡余市町黒川町85番地65 0135-22-5350
社会福祉法人 よいち福祉
会

阿部 珠恵 18年 介護福祉士

47 73 特別養護老人ホーム緑愛園 004-0861 札幌市清田区北野1条1丁目6番28号 011-884-0123
社会福祉法人 ほくろう福
祉協会

土門 修也 18年 介護福祉士

48 20 特別養護老人ホーム和幸園 005-0849 札幌市南区石山933番地3 011-591-5211
社会福祉法人 北海道ハピ
ニス

青柳恵実 14年
介護福祉
士

49 71
グループホーム　アイケアおた
る

047-0017 小樽市若松2丁目1-18 0134-21-3222
株式会社　アイケア北海
道

梅田宏美 12年
介護福祉
士

50 80 特別養護老人ホーム　清幌園 004-0867 札幌市清田区北野7条4丁目8番25号 011-881-7340 社会福祉法人　厚仁会 伊勢谷視喜子 26年
介護福祉
士

51
就労継続Ｂ型事業所 ＡＲＣＨ
（アーチ）

007-0849 札幌市東区北49条東4丁目1番1号 011-776-7135 ㈲カラーズ 藤井 竣太

52 生活介護・居宅介護きらり 062-0043 札幌市豊平区福住3条10丁目3番3号 011-859-6700
Ｋコーポレーション合同
会社

石黒 恵子 20年
介護福祉
士

53
就労継続支援Ｂ型事業所ＳＡＮ
-ＥＮ

064-0826 札幌市中央区北6条西27丁目1-26-101 011-699-5596 株式会社 Ｅ－Ｚ－Ｏ 畑山　育実 8年
介護福祉
士

54 障害者支援施設 花園学院 063-0003 札幌市西区山の手3条12丁目3番12号 011-611-9301 社会福祉法人 札幌緑花会 土生 隆介

55

56

57

58

59

60

実習施設一覧
実習科目（教科）名　介護実習 研修課程　介護職員初任者研修課程

(9)⑧⑩食事、排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑨入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみと自立
に向けた介護　(9)④⑤生活と家事・快適な居住環境整備と介護(9)⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑪
睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
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添付5号様式 実習施設一覧
研修課程　介護職員初任者研修課程

事業所の所在地 札幌

承諾書
番号

旧承諾書
番号 施設名 郵便番号 住所 電話番号 設置者名 実習指導者 経験年数 主な資格

100 107 あおばデイサービスセンター 004-0021 札幌市厚別区青葉町4丁目10-27 011-893-5000 社会福祉法人 渓仁会 渡部 涼 13年 介護福祉士

101 22 デイサービスＣ青葉のまち 004-0021 札幌市厚別区青葉町15丁目18-1 011-891-7100 社会福祉法人 渓仁会 西脇 誠一 14年 介護福祉士

102 23
医療法人秀友会 愛里苑通所リ
ハビリテーション

061-3775 石狩郡当別町ビトエ2200-1 0133-26-2874 社会福祉法人 渓仁会 高嶋 亮人 26年 介護福祉士

103 複合型サービスアイケア奥沢口 047-0013 小樽市奥沢1丁目16-2 0134-22-0370 株式会社アイケア北海道 渋谷大士 17年 介護福祉士

104
デイサービス アクア平和通
(結）

003-0028 札幌市白石区平和通6丁目南3番4号 011-862-2850 株式会社アクアケア 安達 奈緒美 12年 介護福祉士

105
デイサービスセンターきらら伏
古

007-0869 札幌市東区伏古9条2丁目6-1 011-780-6543 医療法人社団 豊生会 佐藤 郁美 15年 介護福祉士

106 47
小規模多機能型居宅介護 菊水
こまちの郷

003-0814 札幌市白石区菊水上町4条3丁目94-64 011-811-8110 社会福祉法人 渓仁会 池端 宏介 23年 介護福祉士

107 25 栄町デイサービスセンター 007-0846 札幌市東区北46条東16丁目1-18 011-782-1000 社会福祉法人 札幌蒼生會 表　和彦 7年 介護福祉士

108 33 慈啓会デイサービスセンター 064-0941 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6番51号 011-561-8291
社会福祉法人 さっぽろ慈
啓会

杉下 昌子 13年 介護福祉士

109 85
白石ハイツデイサービスセン
ター

003-0027 札幌市白石区本通16丁目北4-30 011-864-6341 社会福祉法人 美松善隣会 福田 一也 30年 介護福祉士

110 87
神愛園清田デイサービスセン
ター

004-0846 札幌市清田区清田6条1丁目1-30 011-886-6812 社会福祉法人 神愛園 佐々木 仁 23年 介護福祉士

111 106 新琴似渓仁会デイサービス 001-0912 札幌市北区新琴似12条7丁目1-45 011-763-5500 社会福祉法人 渓仁会 畑田　志津 17年 介護福祉士

112 銭函デイサービスセンター 047-0261 小樽市銭函2丁目23-21 0134-62-1585
社会福祉法人 小樽市社会
福祉協議会

守田 千尋 10年 介護福祉士

113 手稲渓仁会デイサービスつむぎ 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 011-685-2568 社会福祉法人 渓仁会 木村 むつみ 15年 介護福祉士

114 27
デイサービスセンターていね大
空

006-0841 札幌市手稲区曙11条2丁目3-10 011-684-5839 社会福祉法人 札幌蒼生會 佐藤 幸奈 17年 介護福祉士

115 90
小規模多機能型居宅介護事業所
はる音

001-0906 札幌市北区新琴似6条10丁目1-1 011-769-1720 有限会社ケアワークス 塚田里香 24年 介護福祉士

116 105 円山渓仁会ディサービス 060-0001 札幌市中央区北1条西19丁目1番地2 011-632-5500 社会福祉法人 渓仁会 佐々木 愛 16年 介護福祉士

117 29 デイサービスまどべ浪漫 062-0053 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 011-856-5144 株式会社 アムケア 山家 裕行 24年 介護福祉士

118 49
小規模多機能ホームまどべワル
ツ

062-0053 札幌市豊平区月寒東3条7丁目1-6 011-856-5131 株式会社 アムケア 山家 裕行 24年 介護福祉士

119 95
みどりの丘デイサービスセン
ター

062-0035 札幌市豊平区西岡5条12丁目1-2 011-581-3001 社会福祉法人 札幌光陽台 高田 理恵 16年 介護福祉士

実習科目（教科）名　在宅サービス提供現場見学

(9)⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑧⑩食事、排泄に関連したこころとからだのしくみと自立
に向けた介護　(9)⑨入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)④⑤生活と家事・快適な居住環境整備と介
護

2020/3/9



添付5号様式 実習施設一覧
研修課程　介護職員初任者研修課程

事業所の所在地 札幌

承諾書
番号

旧承諾書
番号 施設名 郵便番号 住所 電話番号 設置者名 実習指導者 経験年数 主な資格

120
やまとの里デイサービスセン
ター

066-0066 千歳市大和4丁目2番1号 0123-27-7501 社会福祉法人千歳福祉会 後藤静香 9年 介護福祉士

121 30 ディサービスセンター友愛 007-0862 札幌市東区伏古2条3丁目1-1 011-776-7022 有限会社 伏古商事 増田 雅子 12年 介護福祉士

122 97
デイサービスセンター フルー
ツシャトーよいち

046-0003 余市郡余市町黒川町85番地65 0135-22-5350
社会福祉法人 よいち福祉
会

古川 敏 11年 介護福祉士

123 101
小規模多機能型居宅介護　ら・
すれ

002-0861 札幌市北区屯田11条3丁目7-20 011-776-1165
株式会社ノース・フィー
ル

林　賢造 26年 介護福祉士

124 102 デイサービスセンターら・すれ 002-0861 札幌市北区屯田11条3丁目7-20 011-776-1165
株式会社ノース・フィー
ル

田中 啓美 16年 介護福祉士

125 98
小規模多機能ホーム リラック
ス

062-0931 札幌市豊平区平岸1条10丁目4-38 011-816-5522 有限会社 レストケア 吉川　深雪 11年 介護福祉士

126 96 デイサービスＣ緑愛園 004-0861 札幌市清田区北野1条1丁目6番28号 011-884-0123
社会福祉法人 ほくろう福
祉協会

本郷 行成 16年 介護福祉士

127 31 和幸園デイサービスセンター 005-0849 札幌市南区石山933番地3 011-592-7710
社会福祉法人 北海道ハピ
ニス

青柳恵実 14年 介護福祉士

128 89 デイサービスセンター　みその 062-0002 札幌市豊平区美園2条3丁目1-19 011-820-1301 有限会社　ケアワークス 菊地克枝 18年 ヘルパー2級

129 放課後等デイサービス　かなで 060-0041 札幌市中央区大通東7丁目12-50 011-596-9915 株式会社JYFLD 佐々木千鶴 16年 介護福祉士

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

実習科目（教科）名　在宅サービス提供現場見学

(9)⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑧⑩食事、排泄に関連したこころとからだのしくみと自立
に向けた介護　(9)⑨入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)④⑤生活と家事・快適な居住環境整備と介
護

2020/3/9



添付5号様式

札幌

承諾書
番号

旧承諾書
番号 施設名 郵便番号 住所 電話番号 設置者名 実習指導者 経験年数 主な資格

200 39
訪問介護事業所 アクア平和通
(流石）

003-0028 札幌市白石区平和通6丁目南3番4号 011-887-0688 株式会社アクアケア
（株式会社AIプロジェクト）

安達奈緒美 7年 介護福祉士

201 高齢者対応住宅アクア琴似 063-0804 札幌市西区二十四軒4条2丁目9-2 011-641-1062 株式会社アクアケア 毛利 貴裕 4年 介護福祉士

202 36
ケアフィオーレ・フィオーレ月
寒

062-0055 札幌市豊平区月寒東5条6丁目1番5号 011-867-9321 株式会社 リーベ 松澤慶子 15年 介護福祉士

203 37
ケアフィオーレ・ラフィーネ本
郷

003-0024 札幌市白石区本郷通6丁目南2番18号 011-867-9321 株式会社 リーベ 松澤慶子 15年 介護福祉士

204 43
ケアフィオーレ・バリアント南
郷

003-0023 札幌市白石区南郷通8丁目北1-25 011-867-9321 株式会社 リーベ 松澤慶子 15年 介護福祉士

205 112
神愛園清田ヘルパーステーショ
ン

004-0846 札幌市清田区清田6条1丁目1-30 011-886-6800 社会福祉法人 神愛園 北口 千佳子 13年 介護福祉士

206 42 訪問介護事業所ライフアシスト
スリール伏古2号館

007-0862 札幌市東区伏古2条5丁目4-3 011-787-6525 株式会社 大蔵商事
能代谷智枝
子

16年 介護福祉士

207 訪問介護事業所ライフアシスト
スリール伏古3号館

007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目11番11号 011-783-6333 株式会社 大蔵商事 福田 15年 介護福祉士

208 40 訪問介護事業所スリール 007-0869 札幌市東区伏古9条4丁目2番11号 011-783-6900 有限会社伏古商事 安達涼子 20年 介護福祉士

209 訪問介護事業所スリール栄町 007-0841 札幌市東区北41条東20丁目1番36号 011-783-8883 有限会社伏古商事 安達涼子 20年 介護福祉士

210 訪問介護事業所ライフアシスト
スリール３７

007-0837 札幌市東区北37条東14丁目3番24号 011-702-2121 株式会社 大蔵商事 安達涼子 20年 介護福祉士

211
訪問介護事業所スリールもとま
ち

007-0824 札幌市東区北24条東15丁目1-7 011-783-6365 有限会社伏古商事 安達涼子 20年 介護福祉士

212 訪問介護 照 060-0061
札幌市中央区南1条西11丁目327-12-
301

011-211-1212 株式会社　悠藍 伊藤 扶美 7年 介護福祉士

213 ヘルパーステーション虹 007-0803 札幌市東区東苗穂3条1丁目11-16 011-789-8111 医療法人社団　豊生会 水澤貴美子 13年 介護福祉士

214 114 ヘルパーステーションはるの 007-0850 札幌市東区北51条東2丁目3番6号 011-743-0090 有限会社 ケアワークス 後藤 由美 6年 介護福祉士

215 ５Ｓｔｅｐ 003-0028 札幌市白石区平和通4丁目1-7 011-865-3310 株式会社　５Ｓｔｅｐ 高橋 銀司 13年 介護福祉士

216 116
ヘルパーステーション ふるー
つ

046-0003 余市郡余市町黒川町19丁目1番地2 0135-22-5350
社会福祉法人 よいち福祉
会

磯部 和弥 13年 介護福祉士

217 117 ヘルパーステーション ら・すれ 002-0861 札幌市北区屯田11条3丁目7-20 011-776-1168 株式会社ノース・フィール松岡 聖人 23年 介護福祉士

218

219
訪問介護ステーションアイケア
奥沢口

047-0013 小樽市奥沢1丁目16番2号 0134-22-0370 株式会社　アイケア北海道 渋谷大士 17年 介護福祉士

実習施設一覧
実習科目（教科）名　ホームヘルプサービス同行訪問 研修課程　介護職員初任者研修課程

(9)⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑧⑩食事、排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に
向けた介護
　(9)⑨入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)④⑤生活と家事・快適な居住環境整備と介護

事業所の所在地
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220 訪問介護事業所ライフアシスト絆 苗穂館 007-0865 札幌市東区伏古5条3丁目4番22号 011-788-7771 株式会社　大倉商事 安達涼子 20年 介護福祉士

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

実習施設一覧
実習科目（教科）名　ホームヘルプサービス同行訪問 研修課程　介護職員初任者研修課程

(9)⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)⑧⑩食事、排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に
向けた介護
　(9)⑨入浴、清潔に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護　(9)④⑤生活と家事・快適な居住環境整備と介護

事業所の所在地
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