６－３

６－３
１
自治区

洪水時に情報伝達を行う要配慮者関連施設

社会福祉施設
番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

北見

洪水時に情報伝達を行う要配慮者関連施設

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

〔北見防〕

施設名称
ケアハウスきたみ花園
花園デイサービスセンター
特別養護老人ホームこもれびの里
特別養護老人ホームこもれびの里せせらぎ
特別養護老人ホームこもれびの里短期入所生活介護事
業所
北見市北光デイサービスセンター
特別養護老人ホームくつろぎ
特別養護老人ホームくつろぎ（短期生活介護）
特別養護老人ホームくつろぎユニット
ニチイケアセンター小泉
生活デイ あくび
ケアホーム ところがわ
ショートステイ ところがわ
北見総合リハビリテーションセンターカラダラボ
老人短期入所事業あいせいの杜
特別養護老人ホームあいせいの杜
デイサービスセンターあいせいの杜
ニチイケアセンター東三輪
オホーツク勤医協高齢者住宅くわの木
勤医協デイサービスくわの木
勤医協デイサービスセンター
勤医協グループホームたんぽぽ
看護小規模多機能 たんぽぽ
勤医協デイサービスたんぽぽ
サービス付高齢者向け住宅 いちごの杜
デイサービスセンター いちごの杜
サービス付高齢者向け住宅 エーデルワイスシンフォ
ニー
デイサービスエーデルワイス五号館
サービス付き高齢者向け住宅オカリナ館
デイサービス オカリナⅡ号館
住宅型有料老人ホーム ほほえみ館
グループホームしあわせ館
デイサービスほのぼの館
サービス付き高齢者向け住宅はな
グループホームはな
デイサービスはな
高齢者ホーム夢ふうせんこぶし
グループホーム夢ふうせんこぶし
デイサービス夢ふうせんこぶし
高齢者・障がい者等共同住宅 ファミリーハウス 蓮
高齢者・障がい者等共同住宅 ふれあい型アパート 潤
指定放課後等デイサービス 結
児童発達支援 結
指定生活介護 結
デイサービス くつろぎ茶の間 笑（わら）
療養デイサービス 結（ゆい）
すこやかホーム松風
グループホーム松風
高齢者住宅まごころ
住宅型有料老人ホーム シルバーハウス双葉館
小規模多機能型居宅介護 きたら双葉館
有料老人ホーム モーリ
高齢者向住宅下宿 のぞみ
リビングケア・シーズン北央

所在地
花園町50番地11

北光280番地7

とん田東町444番地1
とん田東町381番地18
ひかり野6丁目2番2号
川東62番地22

電話番号
(0157)22-8851
(0157)22-8852

(0157)68-1165

(0157)33-5537
(0157)32-7744
(0157)33-1061

光西町169番地38

(0157)33-1063
(0157)33-5407

相内町97番地1

(0157)66-6888

東三輪1丁目86番地3

常盤町6丁目3番地10

(0157)24-8271
(0157)69-0008
(0157)22-5613
(0157)69-5405
(0157)57-7850
(0157)57-7851
(0157)33-4828

とん田西町317番地11

(0157)33-1186

新生町58-65,66,67,68

(0157)57-4042

新生町58番地17

(0157)33-5671
(0157)36-2940
(0157)33-1039
(0157)36-2943
(0157)36-2946
(0157)36-2947
(0157)31-0087
(0157)32-0087
(0157)32-0187
(0157)57-5151
(0157)57-5323
(0157)57-5322
(0157)33-5026

常盤町5丁目9番地5
常盤町5丁目7番地5
常盤町5丁目4番地7

東相内町143番地1
東相内町143番地32
桜町6丁目1番地2
桜町6丁目2番地1
西三輪4丁目720番地1
北光319番地45

(0157)33-5083
北光328番地16

田端町18-6

(0157)33-5083
(0157)33-5329
(0157)33-5083
(0157)69-7766
(0157)26-1177
(0157)57-6782

双葉町1丁目1番18号

(0157)57-1661

とん田西町304番地29
とん田東町681-5
北央町110-9

(0157)33-1420
(0157)33-4521
(0157)33-3003

とん田東町450番地7
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自治区

番号
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

北見

624

施設名称
リビングケア・シーズン中央三輪
リビングケア・シーズン西三輪
ファミリーハウス虹の空
虹の空デイサービスセンター
ショートステイ ハッカの里
グループホーム ハッカの里
ショートステイ たんＱ
ケアホーム たんＱ
やまぶき寮
川東の里 放課後等デイサービス
川東の里 日中一時支援事業所
ゆうあいホーム
共同生活介護事業所 ひだまり
共同生活介護事業所ひだまり
共同生活援助（介護サービス包括型）事業所ひだまり
生活介護事業所びーぼ
就労継続支援B型事業所びーぼ
デイサービス せせらぎ
児童デイ のあ
アトリエゆうあい
ちから
Café HempRoad
アモールムツミ
就労継続支援Ａ型事業所クリーンリースウェルフェア
就労継続支援事業所クリーンリースウェルフェア
放課後等デイサービス事業所「のーむ」
放課後等デイサービス みらい
放課後デイサービスえみある
複合福祉施設ゆうゆう
・ケアハウスゆうゆう特定施設入居者生活介護
・デイサービスセンターゆうゆう
・ショートステイゆうゆう

84

北見ふれあい健康塾

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ツクイ北見常盤
デイサービスきずな三輪
デイサービスセンターみんと
日中一時支援事業所「青空」
特別養護老人ホームフルーツ
グループホームフルーツ
デイサービスフルーツ
ショート入所フルーツ
グループホームエーデルワイス
在宅支援強化デイサービスエーデルワイス
グループホーム秋桜
グループホームゆう＆あいひまわり
グループホームなごみ
グループホームふれやか遊歩館

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

デイサービスセンターふれやか
グループホームライラックス
グループホームいきいき
小規模多機能ホームいきいき
ニチイケアセンター北見
ＳＯＭＰＯケア北見南町小規模多機能
小規模多機能ホームゆうな木の森
小規模多機能ホーム タイム
小規模多機能ホーム柊の森
デイサービスきずな北光
デイサービスきずな中ノ島
デイサービス あさひ
リハプライド 北見中央桜
デイサロン ひかり野
デイサービスセンター華蓮（かれん）

所在地
中央三輪9丁目13-4
西三輪1丁目662-22

電話番号
(0157)69-1003
(0157)33-3663

西三輪2丁目661番地1

(0157)36-4606

小泉388番地4

(0157)33-2826

川東62番地21

(0157)33-4649
(0157)31-0707

朝日町45番地4

(0157)69-3050

常盤町3丁目5番地14

(0157)31-2205

東相内町577-3

(0157)33-3052

東相内町524番地1

(0157)57-3896

常磐町3丁目2番19号
常盤町4丁目16番地3
大正56番地52
常盤町4丁目10番地5

(0157)57-1919
(0157)69-6332
(0157)57-3231
(0157)69-7878
(0157)57-5116
(0157)57-1714

豊地26番地13

(0157)36-4121

北央町90番地8
大正126番地11
南町1丁目6番26号

(0157)24-8003
(0157)36-6222
(0157)33-4528

東相内町171番地57

(0157)66-1515

とん田西町311番地17

中央三輪5丁目423番地5
北見ﾒｯｾA棟2階
常盤町6丁目8番地9
東三輪1丁目31番地84
東三輪2丁目53番地7
東相内町218番地4
北進町7丁目6番11号
末広町350番地60
末広町350番地59
北光296番地9
花園町38番地6
無加川町413番地10
中央三輪9丁目17番地3
川沿町145番地80
東相内町173番地4
清月町78番地20
南町2丁目7番2号
西三輪6丁目2番地4
春光町5丁目8番50号
西三輪1丁目645番地3
北光444番地26
中ﾉ島町2丁目8番9
朝日町14番地4
桜町3丁目63番地1
ひかり野6丁目1番地9
豊地61番地14

(0157)33-5571
(0157)69-0096
(0157)57-4868
(0157)25-7115
(0157)36-6222
(0157)69-3385
(0157)69-3363
(0157)69-3338
(0157)69-3306
(0157)61-6670
(0157)61-6680
(0157)66-3275
(0157)69-8633
(0157)22-6658
(0157)66-1008
(0157)66-1217
(0157)26-5541
(0157)57-4401
(0157)57-4400
(0157)69-7221
(0157)26-1151
(0157)33-5601
(0157)57-1808
(0157)33-5200
(0157)69-1045
(0157)33-5627
(0157)57-4894
(0157)57-3138
(0157)57-4150
(0157)33-1356

〔北見防〕

６－３
自治区
北見

端野

常呂

留辺蘂

２
自治区

北見

番号
114
115
１
２
３
４
５
１
２
３
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18

施設名称
デイサービスエーデルワイスⅢ号館
特別養護老人ホームこもれびの里みわ
地域密着型特別養護老人ホームむつみ
地域密着型特別養護老人ホームむつみ（ショート）
北見市立端野デイサービスセンター
グループホームかがやきの里むつみ５号館・６号館
小規模多機能事業所むつみ
グループホームところ館
グループホーム夢ふうせんマイム
多機能ホーム夢ふうせんマイム
北見市立養護老人ホーム静楽園
留辺蘂ふれあいセンター
特別養護老人ホームるべしべ希楽苑
在宅老人デイサービスセンターるべしべ希楽苑
るべしべ希楽苑短期入所生活介護施設
サービス付高齢者向け住宅 夢ふうせんこころ
小規模多機能 夢ふうせんこころ
春にれの里 むか川
デイサービスセンターむか川
夢ふうせん あさひ
るべしべ光星苑
短期入所事業所 るべしべ光星苑
グループホーム 旭荘
さつき
ワークセンター せいわ
デイ・サロンつどいの杜
グループホーム夢
デイサービスオンネナイ原野

洪水時に情報伝達を行う要配慮者関連施設
所在地
無加川町619番地7
東三輪3丁目22番地25

電話番号
(0157)33-5315
(0157)68-2131

端野町端野20番地2

(0157)33-4161

端野町端野238番地6

(0157)56-3889

端野町端野25番地2

(0157)56-3390

常呂町字土佐56番地22

(0152)54-3920

常呂町字常呂185番地

(0152)54-1300
(0157)42-2781
(0157)42-5755
(0157)42-2223
(0157)42-3833
(0157)42-2223

留辺蘂町栄町127番地2
留辺蘂町上町143番地1
留辺蘂町東町47番地3

(0157)42-5533

留辺蘂町温根湯温泉340番地

(0157)45-2345

留辺蘂町旭中央29-108

(0157)57-3770

留辺蘂町栄町127番地21

(0157)42-3342

留辺蘂町旭南57番地49
留辺蘂町旭南57番地13
留辺蘂町旭中央24番地19
留辺蘂町旭一区176番地2
留辺蘂町旭一区243番地8
留辺蘂町豊金45番地6

(0157)42-3342
(0157)42-3617
(0157)42-2801
(0157)42-5981
(0157)42-5175
(0157)42-5651

所在地
常盤町5丁目7番地5
とん田東町383番地
光西町195番地
中央三輪2丁目302番地1
東三輪２丁目54番地8
相内町65番地39
南仲町1丁目4−12
上ところ96番地7
東三輪3丁目17番地1
とん田西町307番地
桜町5丁目17番1号
清月町8番1
とん田東町471番地2
末広町665-3
双葉町2丁目2番5号
本町3丁目7番21
中央三輪5丁目427番地10
東三輪2丁目66番地3
桜町5丁目20番地1
東三輪2丁目39番地1
とん田東町444番地1
栄町2丁目1番地15
北光280番7
常盤町1丁目1番1号
相内町97番地1
北進町7丁目6番11号
常盤町3丁目6番17号
中央三輪5丁目423番地5
見メッセA棟2F
南町1丁目4-27

電話番号
(0157)26-1300
(0157)24-3100
(0157)24-3323
(0157)51-1234
(0157)23-4133
(0157)37-2810
(0157)68-1380
(0157)38-2835
(0157)31-5800
(0157)32-7331
(0157)24-7770
(0157)68-1568
(0157)69-2800
(0157)33-5895
(0157)32-6078
(0157)24-4976
(0157)36-2277
(0157)57-5131
(0157)62-4112
(0157)31-4045
(0157)33-5537
(0157)69-4112
(0157)68-1165
(0157)23-0017
(0157)66-6888
(0157)69-3306
(0157)25-5501

医療施設
番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

施設名称
オホーツク勤医協北見病院
北見中央病院
玉越病院
北星記念病院
麻生北見病院
あいのない診療所
あしの医院
上ところ診療所
北見循環器クリニック
さかきばら泌尿器科
白川整形外科内科
清月クリニック
竹江整形外科医院
本田内科クリニック
松原医院
みやけ医院
守谷記念整形外科医院
ゆりの樹クリニック
岸山皮膚科
北見アイクリニック
特別養護老人ホームくつろぎ医務室
國分皮膚科
特別養護老人ホームこもれびの里
のみやま眼科
特別養護老人ホームあいせいの杜医務室
特別養護老人ホームフルーツ医務室
北海道赤十字血液センター北見出張所

28

水の森美容外科

29

みなみ大通り眼科

〔北見防〕

北見院

北

(0157)36-1785
(0157)57-3730
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自治区

番号
30
31
32
33
34
35
36
37

北見

端野
常呂

留辺蘂

３
自治区

北見

626

施設名称
あいない歯科クリニック
うえきファミリー歯科
おおの歯科
岡田歯科医院
小野歯科診療室
卸町歯科医院
小西歯科医院
たかぎファミリー歯科・矯正歯科

38

たにぐち歯科クリニック

39

はしもと歯科医院

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
１
１
２
１
２
３
４
５
６

藤沢歯科医院
松浦歯科医院
まるちよ歯科医院
緑町歯科医院
南大通り歯科クリニック
みわ歯科クリニック
柳歯科医院
若原歯科
介護老人保健施設いきいき
介護老人保健施設さくら
地域密着型特別養護老人ホームむつみ医務室
常呂厚生病院
中台歯科医院
おのでら医院
おんねゆ診療所
木村内科小児科医院
特別養護老人ホームるべしべ希楽苑医務室
竹村歯科クリニック
るべしべファミリー歯科

所在地
相内町110
春光町7丁目1番8号
泉町4丁目2番12号
双葉町1丁目1番8号
末広町173番地13
卸町3丁目7番地2
本町4丁目2番9号
西三輪5丁目8-1
桜町6丁目2番地4 ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ
桜町店
とん田西町218番地の2 ウイ
ングスビル2階
栄町1丁目8番地の3
本町2丁目5番2号
清月町91-38
緑町1丁目572-77
とん田東町471-12
中央三輪2丁目307番地
常盤町2丁目1-72
末広町637番地15
東相内町172番地80
北光280番地6
端野町端野20番地2
常呂町字常呂573番地2
常呂町字常呂573番地21
留辺蘂町栄町84番地
留辺蘂町温根湯温泉440番1-2
留辺蘂町東町35番地1
留辺蘂町上町143番地1
留辺蘂町東町15番地
留辺蘂町栄町112番地5

電話番号
(0157)35-3777
(0157)32-8282
(0157)31-8148
(0157)36-8140
(0157)68-1500
(0157)36-6287
(0157)24-3840
(0157)57-8020
(0157)69-8800
(0157)26-1919
(0157)31-2222
(0157)61-8100
(0157)62-8074
(0157)36-8148
(0157)57-4181
(0157)36-0818
(0157)23-5985
(0157)61-6480
(0157)66-1111
(0157)68-1139
(0157)33-4161
(0152)54-1611
(0152)54-3222
(0157)42-3111
(0157)45-2340
(0157)67-2080
(0157)42-2223
(0157)42-2128
(0157)42-4000

学校・保育園・幼稚園
番号
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

施設名称
北星記念病院内託児所
北見有愛会花園託児所
こどもの国 ステラ
北見YMCAjoy
第２こびとのうち保育所
北海道北見工業高等学校
北見商科高等専修学校
北見市立西小学校
北見市立三輪小学校
北見市立小泉小学校
北見市立南小学校
北見市立緑小学校
北見市立北光小学校
北見市立上常呂小学校
北見市立相内小学校
北見市立東相内小学校
北見市立豊地小学校
北見市立南中学校
北見市立光西中学校
北見市立小泉中学校
北見市立北光中学校
北見市立相内中学校
北見市立東相内中学校
西保育園【令和２年３月閉園予定】
とん田保育園
小泉保育園
あいのない保育園
認定こども園北見くるみ幼稚園

所在地
中央三輪2丁目302番地3
花園町50番11
常磐町3-14-18
朝日町37-53
西三輪5丁目17番地9
東相内町602番地
常盤町3丁目14番18号
とん田東町688番地１
中央三輪8丁目14番地1
春光町6丁目4番51号
南仲町3丁目2番40号
緑町2丁目1番1号
錦町181番地3
上ところ28番地１
相内町287番地
東相内町178番地10
豊地285番地1
南町1丁目2番64号
光西町183番地1
田端町32番地26
北光328番地12
相内町15番地1
東相内町25番地8
常盤町2丁目4番22号
とん田西町316番地2
春光町6丁目7番13号
相内町123番地
春光町5丁目11番20号

電話番号
(0157)51-1234
(0157)22-1463
(0157)33-7415
(0157)24-6739
(0157)33-5286
(0157)36-5524
(0157)23-4430
(0157)23-6271
(0157)36-2241
(0157)24-8214
(0157)23-7538
(0157)36-2688
(0157)61-3151
(0157)38-2234
(0157)37-2824
(0157)36-5428
(0157)36-4721
(0157)24-7375
(0157)24-7308
(0157)25-4913
(0157)24-1245
(0157)37-2812
(0157)36-2175
(0157)23-3879
(0157)23-5347
(0157)24-8317
(0157)37-2451
(0157)24-4701

〔北見防〕

６－３
自治区

北見

常呂

留辺蘂

番号
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
１
２
３
４
５
６
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

〔北見防〕

施設名称
認定こども園北見大谷幼稚園ほいくの森
認定こども園北見ときわ幼稚園
認定こども園北見北光幼稚園
認定こども園ほっこう
光西認定こども園
みなみ認定こども園
認定こども園みわ保育園
認定こども園北見聖母幼稚園
認定こども園北見わかば幼稚園
認定こども園北見太陽保育園
こびとのうち保育所
上常呂保育所
北見YMCA小規模保育園
三輪児童センター
北光児童センター
緑児童センター
とん田児童センター
小泉児童センター
相内児童館
東相内児童センター
上ところフレンドセンター
北海道常呂高等学校
北見市立常呂小学校
北見市立川沿小学校
北見市立常呂中学校
常呂保育園【令和2年10月移転予定（常呂539番地4）
】
常呂児童館
北海道留辺蘂高等学校
北見市立留辺蘂中学校
さかえ保育園
認定こども園留辺蘂マリア幼稚園
北見市立留辺蘂小学校
留辺蘂児童館
温根湯温泉保育園
温根湯温泉フレンドセンター
北見市立温根湯中学校
北見市立温根湯小学校

洪水時に情報伝達を行う要配慮者関連施設
所在地
東相内町225番地1
常盤町3丁目8番4号
川沿町145番地31
北光328番地15
光西町178番地5
南仲町3丁目2番26号
東三輪2丁目127番地
東三輪3丁目26番地
若葉2丁目3番2号
清月町92番地
西三輪5丁目17番地10
上ところ101番地
朝日町37-53
東三輪1丁目31番地1
錦町181番地1
緑町3丁目3-9
常盤町5丁目13-1
春光町6丁目1番20号
相内町109番地3
東相内町287-6
上ところ101番地1
常呂町字常呂574番地
常呂町字常呂503番地
常呂町字豊川63番地
常呂町字土佐40番地1
常呂町字常呂523番地1
常呂町字常呂557番地1
留辺蘂町旭公園104番地5
留辺蘂町旭西193番地
留辺蘂町旭北41番地13
留辺蘂町栄町101番地4
留辺蘂町栄町18番地1
留辺蘂町温根湯温泉106番地
留辺蘂町温根湯温泉111番地2
留辺蘂町温根湯温泉228番地2
留辺蘂町温根湯温泉75番地

電話番号
(0157)36-2862
(0157)24-5044
(0157)23-1980
(0157)22-3371
(0157)24-2834
(0157)23-3313
(0157)25-2907
(0157)24-6302
(0157)36-3001
(0157)61-5096
(0157)33-5280
(0157)38-2402
(0157)24-6739
(0157)61-5261
(0157)25-6322
(0157)36-7994
(0157)24-8651
(0157)23-8291
(0157)37-2677
(0157)36-6605
(0157)33-1846
(0152)54-2753
(0152)54-2881
(0152)56-2002
(0152)54-2752
(0152)54-2412
(0152)54-2056
(0157)42-2225
(0157)42-2036
(0157)42-2565
(0157)42-2451
(0157)42-2055
(0157)42-2635
(0157)45-2208
(0157)45-3042
(0157)45-2126
(0157)45-2762
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