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新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。
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新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。
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市民便利帳に関する
お問い合わせは

（行政情報）
札幌市広報課
中央区北1条西2丁目
＝211-2036
（広告、医療マップ、生活ガイド）
株式会社サイネックス
北区北10条西1丁目10-1
＝737-7167

さくいん
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100 新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容は変更となる場合があります。

北区

西区

北区

JR太平駅

新川

山の手

ラッキー
ホーマック

ツルハ

マクドナルド

ホクレン ジェームス

ドン･キホーテ

イオン

北洋銀行

つどーむ

地
下
鉄
東
豊
線

東
　
丁
目
屯
田
通

15
東
８
丁
目
篠
路
通

札幌新道

琴似栄町通

栄町駅

百合が原公園

❶ 禎心会東センター

❷ 禎心会北センター

ら･ぱーす❸ センター

ら･かるま❹ センター

E 介護老人保健施設ら･ぱーす

F サービス付き高齢者向け住宅ら･かるま

G ケアセンター 山の手

H ケアセンター 栄町

J ケアセンターら･そしあ

I ケアセンターら･せれな

D 禎心会北45条在宅クリニック

A札幌禎心会病院

北区
C 禎心会さっぽろ北口クリニックC 禎心会さっぽろ北口クリニック

中央区
E セントラルCIクリニック

❶ 禎心会東センター

禎心会東センターのご案内

＊＊

〒007-0845
札幌市東区北45条東9丁目
2番7号
☎
FAX

011-711-6110
011-712-0916

■ 居宅介護支援事業所禎心会東
■ ホームヘルプサービスステーション禎心会東
■ デイサービスセンター禎心会東
■ 札幌市東区介護予防センター栄町

❷ 禎心会北センター

禎心会北センターのご案内

＊＊

〒001-0921
札幌市北区新川1条6丁目
3番3号
011-768-6110
011-768-6116

■ 居宅介護支援事業所禎心会北
■ ホームヘルプサービスステーション禎心会北
■ 訪問看護ステーション禎心会北

☎
FAX

ら･ぱーす❸ センター

ら･ぱーす センターのご案内

＊＊

〒002-8052
札幌市北区篠路町上篠路
6番286
011-774-1131
011-774-1818

■ 居宅介護支援事業所
■ ホームヘルプサービスステーション
■ デイケアセンター

ら･ぱーす
ら･ぱーす

ら･ぱーす☎
FAX

ら･かるま❹ センター

ら･かるま センターのご案内

＊＊

〒007-0847
札幌市東区北47条東16丁目
1番5号
011-785-6110
011-785-7121

■ 居宅介護支援事業所
■ 訪問看護ステーション禎心会東
■ サービス付き高齢者向け住宅

ら･かるま

ら･かるま☎
FAX

＊
＊H ケアセンター 栄町

〒007-0847
札幌市東区北47条東17丁目1番1号
☎
FAX

011-789-1152
011-789-1278

●地域密着型介護老人福祉施設栄町
●障がい者支援施設栄町
●ショートステイ栄町
●デイサービスセンター栄町
●生活介護栄町
●居宅介護支援事業所栄町

＊
＊I ケアセンターら･せれな

〒002-8081
札幌市北区百合が原3丁目1番1号
☎
FAX

011-702-1152
011-702-1278

●介護老人福祉施設
●ショートステイ
●デイサービスセンター
●居宅介護支援事業所

ら･せれな
ら･せれな

ら･せれな
ら･せれな

＊
＊J ケアセンターら･そしあ

〒001-0921
札幌市北区新川1条6丁目3番3号
☎
FAX

011-768-6111
011-768-6112

●デイサービスセンター
●グループホーム

ら･そしあ
ら･そしあ

＊
＊E 介護老人保健施設ら･ぱーす

〒002-8052
札幌市北区篠路町上篠路
6番286
☎
FAX

011-774-1131
011-774-1818

入所:80名 短期入所療養介護(ショートステイ)

＊
＊F サービス付き高齢者向け住宅ら･かるま

〒007-0847
札幌市東区北47条東16丁目
1番5号
☎
FAX

011-785-6110
011-785-7121

入居戸数:40戸

＊
＊G ケアセンター 山の手

☎
FAX

011-642-1152
011-642-1278

〒063-0009
札幌市西区山の手433番地1

●障がい者支援施設山の手
●障がい者短期入所
●生活介護山の手

社会医療法人 禎心会

まかせて安心
禎心会グループの介護サービス
MAP

まかせて安心
禎心会グループの介護サービス
MAP

医療･介護･福祉の統合を目指します医療･介護･福祉の統合を目指します
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101☎札幌市の市外局番は 「011」

●環境局事業廃棄物課＝211-2927

オフィスや店舗などの事業活動に伴って出たごみは、家庭ごみと違い、札幌市で収集していません。家庭ごみ用のごみス
テーションには出せませんので、ごみの種類ごとに、民間の許可業者に処理を直接依頼する必要があります。

分別を徹底し、リサイクル業者を積極的に活用することで、ごみ処理費用を軽減できます。

まずは分別！

代表的な分け方

事業ごみの分け方･出し方

古紙

事業系古紙回収
協力店へ

詳しくは札幌市が作成している「事業ごみ分別・処理ガイドブック」をご覧ください。
市のホームページでも閲覧可能です。
検索サイトで「札幌市 ごみ ガイドブック」と検索するか、スマートフォン・タブレット等で右側のコードを読み取ってください。

なくそうポイ捨て！なくそう歩きたばこ！

まちを汚すポイ捨ては、周りの人に迷惑をかけます。
ポイ捨ては止めましょう。また、たばこの火は、700℃から800℃と
非常に高温です。歩きたばこは、すれ違う人にやけどを負わせる
大変危険な行為です。歩きたばこも止めましょう。

生ごみの6割は、食べられるのに捨てられた食品です。
捨てるなんてもったいない。
注文を少なめにし、余った料理は持ち帰るなどの

「おいしい食べきり」に、また、冷蔵庫の整理や調理の
工夫などで「使い切り」にご協力ください。

減らそう食品ロス

リサイクル業者へ (一財)札幌市環境事
業公社へ＝２１９-５３５３

ごみの種類に応じ民
間の産廃許可業者へ

ショリクマくん

燃やせる
ごみ

その他プラスチック
などの産業廃棄物

ビン・缶
ペットボトル
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