北見自治区もくじ
社会教育・文 化・研修施設
■文 化 施 設 ···································

1～2

北見芸術文化ホール（きた・アート21）
北見市民会館

■公

民

館 ···································

3～4

北見市中央公民館
地区公民館（北地区公民館／東地区公民館／西地区公民館）

■図

書

館 ···································

5～6

北見市立中央図書館
公立の図書館施設（東分館／緑地区分館／相内分室／上ところ分室／東相内地区住民センター図書室）
地域図書配本所（北地区公民館／西地区公民館／仁頃住民センター）
手づくり絵本美術館

■博

物

館 ···································

7～13

北網圏北見文化センター
北見市ピアソン記念館
北見ハッカ記念館・薄荷蒸溜館
北見市仁頃はっか公園ハッカ御殿
北見田園空間情報センター「にっころ」

■資料館・工芸館

·······························

14～15

上仁頃美里開拓資料館／美里洞窟
開成ふるさと工芸館

■研 修 施 設 ··································

16～29

北見市勤労青少年ホーム
北見交通安全研修センター
北見市緑のセンター
北見市自然休養村センター（キャンプ場含）
北見経済センター
スキルアップセンター北見（北見地域職業訓練センター）
サンドーム北見
北見市工業技術センター
サンライフ北見（北見中高年齢労働者福祉センター）
サントライ北見（北見勤労者総合福祉センター）
オホーツク木のプラザ
北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター
流通ホール/北見農業会館

■ギャラリー···································
ナップスビル「ふれあい広場」／ＮＨＫぎゃらりー／珈琲工房 ばんかむ
絵のあるカフェ シンチャオ／軽食＆喫茶 コバルト／カフェバー サイケデリック
北見信用金庫「本店ギャラリー」／コミュニティプラザ パラボ 市民ギャラリー

30～32

学校等
■幼稚園・認定こども園 ···························

33～34

【幼稚園】
高栄幼稚園
【認定こども園】
北見幼稚園／北見藤幼稚園／北見さくら幼稚園／北見のぞみ幼稚園／北見聖母幼稚園
北見マリア幼稚園／北見ときわ幼稚園／北見くるみ幼稚園／北見わかば幼稚園
北見北光幼稚園／北見大谷幼稚園ほいくの森

■小

学

校 ··································

35～37

中央小学校／西小学校／東小学校／南小学校／北小学校／小泉小学校／三輪小学校
高栄小学校／緑小学校／北光小学校／美山小学校／上常呂小学校／相内小学校
東相内小学校／若松小学校／豊地小学校／大正小学校
小学校の特別支援学級の現状

■中

学

校 ··································

38～39

南中学校／東陵中学校／小泉中学校／光西中学校／北中学校／高栄中学校
北光中学校／上常呂中学校／相内中学校／東相内中学校
中学校の特別支援学級の現状／北見市の特別支援教育の歩み

■特別支援学校

···································

40

北海道北見支援学校

■高 等 学 校 ··································

40～41

北海道北見北斗高等学校／北海道北見柏陽高等学校／北海道北見緑陵高等学校
北海道北見工業高等学校／北海道北見商業高等学校／北海道有朋高等学校協力校（北斗高校内）
北海道有朋高等学校北見校（北見商科高等専修学校内）
私立北見藤高等学校／日本放送協会学園高等学校（北斗高校内）

■高等技術専門学院

······························ 42～43

北海道立北見高等技術専門学院

■専門・専修学校 ································

44～46

北見情報ビジネス専門学校／オホーツク社会福祉専門学校／北見医師会看護専門学校
北見美容専門学校／北見商科高等専修学校

■大

学 ···································

47～52

国立大学法人北見工業大学
日本赤十字北海道看護大学

■各 種 施 設 ···································

53～55

北見道新文化センター
北見ＹＭＣＡ
クリーンライフセンター（北見市廃棄物処理場）

■パソコン教室 ·····································
北見道新文化センター／スキルアップセンター北見（北見地域職業訓練センター）／パソコンくらぶ北見教室

56

スポーツ関連 施設
■公立のスポーツ施設

·····························

57～65

北海道立北見体育センター／北見市立体育センター／北見市武道館
市民トレーニングセンター
・火曜日休館～南地区／相内地区／サントライ北見
・木曜日休館～北地区／小泉地区／上ところ地区／西地区（サンライフ北見）
北見市勤労青少年ホーム体育室／北見市民温水プール
北見市民スケートリンク／アルゴグラフィックス北見カーリングホール

■地域に開かれた学校屋内運動場 ························

66

【学校屋内運動場開放】
小学校…西・北光・高栄・北・小泉・上常呂・大正・三輪・中央・東相内・美山・緑
中学校…上常呂・高栄・小泉・東陵・南・北・北光
【開放している大学の体育館】北見工業大学

■民間のスポーツ施設

·····························

67～72

高台寺体育館（卓球専用）／ＪＳＳきたみスイミングスクール／リフレジム ナマーラ
トランポリンパーク Jungle Gym／フィジット／エニタイムフィットネス

■屋外のスポーツ施設

·····························

73～76

東陵公園（陸上競技場／野球場／庭球場／球技場／パークゴルフ場）
北見モイワスポーツワールド
（コテージ・センターハウス／庭球場／球技場／パークゴルフ場／歩くスキーコース）
河川敷グラウンド（春光町地区／若松橋地区／三輪地区／豊地地区）
北見市富里湖森林公園（富里ダム／キャンプ場／いこいの杜）

■公園一覧
【近隣公園】
【地区公園】
【総合公園】
【墓
園】
【都市緑地】
【緑

道】

····································

77～79

美芳公園／つつじ公園／常盤公園／三輪公園／豊地公園／双葉公園／中ノ島公園
小公園／相内公園／広明公園／高栄南公園／美山北公園／小泉東公園
美山公園／高栄北公園／とん田公園
野付牛公園／緑ヶ丘公園
緑ヶ丘霊園／北見ヶ丘霊園
常呂川水系緑地（香りゃんせ公園含む）／若葉緑地／フラワーパラダイス
田端ふれあい公園／小町ふれあい公園／双葉緑道／上ところ銀河公園
ホリカン緑道／東部緑道

フラワーパラダイス／河西ぼたん園

■自然を楽しむ散策路

·····························

80～81

石北大通り歩行者専用／東部緑道／双葉緑道／夕陽ヶ丘通り歩道／緑ヶ丘森林公園遊歩道
南丘森林公園遊歩道／富里湖森林公園遊歩道／若松美林／モイワスポーツワールド散策路
小町川桜道路／銀河ふれあい道路／無加川サイクリングロード／ホリカン緑道／野付牛モール

■パークゴルフ場 ··································

82

東陵公園／富里湖森林公園／川東河川敷／東相内河川敷／相内ふれあい／三輪河川敷
モイワスポーツワールド／上ところリバーサイド／やまとパークゴルフ場

■私設ゴルフ関係施設

·····························

83～84

北見カントリークラブ／ゴルフプラザオカムラ／セフランドゴルフ230／北見ハーブヒルゴルフクラブ

■冬季スポーツ施設

································

若松市民スキー場／歩くスキーコース／スケートリンク／アイスホッケー場

85

福祉関連施設
■総 合 会 館 ·····································

86

北見市総合福祉会館／北見母子・父子福祉センター「ニューむつみ」

■保健センター

···································

87

北見市休日夜間急病センター／北見市保健福祉部健康推進課
ヘルパーステーション／中央地区居宅介護支援事業所

■児童館施設 ··································

88～89

【公立児童センター】
高栄児童センター／三輪児童センター／北光児童センター／美山児童センター
緑児童センター／南仲町児童センター／とん田児童センター／美芳児童センター
三楽児童センター／東児童センター／小泉児童センター／相内児童館／東相内児童センター
【法人児童館】
緑ヶ丘遊子児童館

■教育・保育施設（就学前） ························

90～96

【公立保育園】
中央保育園／東保育園／とん田保育園／小泉保育園／高栄保育園
【法人立保育園】
つくし保育園／キューピーキャッスル保育園
【認定こども園】
北見くるみ幼稚園／北見大谷幼稚園ほいくの森／美山遊子／緑ヶ丘遊子／北見藤幼稚園
北見聖母幼稚園／北見マリア幼稚園／北見わかば幼稚園／北見太陽保育園／めぐみ／ひかり／北進
ほっこう／夕陽ヶ丘／光西／みなみ／北見さくら幼稚園／北見ときわ幼稚園／北見北光幼稚園
みわ保育園／北見幼稚園／のぞみ幼稚園／あいのない
【幼稚園】
高栄幼稚園
【小規模保育施設】
こびとのうち保育所／ゆうし小規模保育園／北見YMCA小規模保育園
小規模保育施設ひかりの／みよし小規模保育園nico
【へき地保育所】
若松保育所／豊地保育所／大正保育所
【季節保育所】
上常呂保育所
【子育て相談センター】
北見市中央子育て相談センター／北見市小泉子育て相談センター
北見市常盤子育て相談センター／北見市光西子育て支援センター

■心身障がい児・者福祉施設 ························

97～99

子ども総合支援センター「きらり」／北見市おもちゃライブラリー
社会福祉法人 川東の里

■障がい福祉サービス事業所 ···························
社会福祉法人

99

萌木の会

■心身障がい者共同作業所

···························· 100

社会福祉法人 北の大地が運営管理する障がい者事業所

■介護保険サービス提供事業所

·····················

101～108

◆高齢者総合相談窓口
【地域包括支援センター（介護予防支援）】
高齢者相談支援センター中央／高齢者相談支援センター東部・端野／高齢者相談支援センター西部・相内
高齢者相談支援センター南部／高齢者相談支援センター北部

◆居宅サービス
【居宅介護支援事業所】
ふれやか居宅介護支援事業所／居宅介護支援事業所くつろぎ／介護老人保健施設さくら居宅介護支援事業所
指定居宅介護支援事業所勤医協／指定居宅介護支援事業所こもれびの里／北見西部地域ケアプラン相談センター
北見地域ケアプラン相談センター／老人保健施設いきいき指定居宅介護支援事業所
老人保健施設緑風指定居宅介護支援事業所／しあわせ介護センター／指定居宅介護支援事業所ゆうゆう
みんとけあ居宅介護支援事業所／介護支援もあ／ニチイケアセンター小泉／北見睦会ケアプランセンター
北見市社会福祉協議会中央地区居宅介護支援事業所／居宅介護支援あゆみ
高齢者ケアプランセンターらぶ＆ぴーす蓮（れん）／居宅介護支援事業所シーズン
北見市東部・端野地区指定居宅介護支援事業所／㈱ノーブル居宅介護支援事業所／居宅介護支援事業所 ハルカ
アースサポート北見／居宅介護支援事業所 有楽／結の郷 花畑ケアプランセンター／居宅介護支援事業所ポパイ
こころふる居宅介護支援事業所／居宅介護支援事業所ピース／居宅介護支援事業所きずな
居宅介護支援事業所エムユウ／光の苑居宅介護支援事業所／居宅介護支援事業所あんしん
ケアプランセンター和里（にこり）／ハートケアライフ居宅介護支援事業所／居宅介護支援事業所 ひかり野
ケアセンターみどりのおか／居宅介護支援事業所 明日は晴／居宅介護支援事業所 松風
ケアプランセンターましろ／ケアプランセンターかげつ／SOMPOケア北見高栄居宅介護支援
居宅介護支援事業所 つむぎ／株式会社カワムラ居宅介護支援事業所／ケアプランステーション親水（しんすい）
居宅介護支援事業所 We’’llbe／居宅介護支援事業所 夢ふうせん／居宅介護支援事業所 茉莉花

【訪問介護】
ふれやか訪問介護事業所／訪問介護ステーションこもれびの里／しあわせ介護センター
ヘルパーステーションゆうゆう／有限会社あゆみ介護サービス／みんとけあヘルパーステーション
ヘルパーステーションたんぽぽ／北見睦会訪問介護事業所／訪問介護蓮／ニチイケアセンター小泉
ハートケアライフ訪問介護事業所／北見市社会福祉協議会ヘルパーステーション／ヘルパーステーション松風
ケアフレンドすずらん訪問介護事業所／ヘルパーステーション あいせいの杜／訪問介護ゆう＆あい寿・美よし
川東訪問介護事業所／訪問介護事業所 こころ／訪問介護事業所シーズン／SOMPOケア北見高栄訪問介護
サポートサービス／ヘルパーステーション・ケア・プロセス北見／特定非営利活動法人 北見コアラ
ノーブル指定訪問介護事業所／訪問介護 オリーブ／アースサポート北見／株式会社 介護タクシーピース
訪問介護ステーション青空／訪問介護ステーションクローバー／訪問介護事業所 みどりケア
ヘルパーステーションコウメイ／ヘルパーステーションみどりの丘／株式会社ファミリー
こころふる訪問介護事業所／訪問介護事業所エーデルワイス／訪問介護センターみのり／訪問介護事業所エムユウ
訪問介護事業所しんせつ／ヘルパーステーション和里（にこり）／訪問介護アムール／ヘルパーセンター ひかり野
訪問介護事業所 はな／ヘルパーステーション あいれん／訪問介護ステーション みずの綾
ニチイケアセンター高栄東／ヘルパーステーション光の苑／訪問介護事業所きずな／かげつ訪問介護事業所
ヘルパーステーション心結

【訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護】
ふれやか訪問入浴介護事業所／アースサポート北見

【訪問看護・介護予防訪問介護】
北見西部地域訪問看護ステーション／北見地域訪問看護ステーション／訪問看護ステーションたんぽぽ
訪問看護ステーションはるか／ニチイケアセンター小泉訪問看護ステーション
医療法人社団 久仁会 白川整形外科内科／訪問看護ステーション 明日は晴／北見睦会訪問看護事業所
訪問看護アムール／訪問看護ステーション ましろ／ケアーズ訪問看護リハビリステーションきたみ中央
道東の森総合病院 訪問看護事業所／訪問看護ステーション タッチケア

【訪問リハビリステーション・看護予防訪問リハビリテーション】
介護老人保健施設いきいき／さこう・リハビリクリニック訪問リハビリテーション事業所
白川整形外科内科 訪問リハビリテーション事業所／北星記念病院 訪問リハビリテーション事業所
オホーツク勤医協 北見病院／介護老人保健施設さくら／社会医療法人明生会 道東の森総合病院

【通所介護（デイサービス）】
花園デイサービスセンター／光の苑デイサービスセンター憩い／北見市北光デイサービスセンター
北見市睦会緑ヶ丘デイサービスセンター／北見睦会美芳町デイサービスセンター
北見市東相内デイサービスセンターゆうゆう／勤医協デイサービスセンター／ニチイケアセンター小泉
北見睦会デイサービスセンターことぶき／北見ふれあい健康塾／生活デイ あくび／デイサービスきずな青葉
デイ なのはな／結の郷 花畑デイサービスセンター／ツクイ北見常盤／勤医協デイサービスくわの木
北見総合リハビリテーションセンターカラダラボ／デイサービスきずな三輪／デイサービスセンターみんと

【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア）】
介護老人保健施設いきいき／介護老人保健施設さくら／介護老人保健施設緑風
北星記念病院 通所リハビリテーション事業所／白川整形外科内科 通所リハビリテーション事業所

【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）】
短期入所施設光の苑／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
特別養護老人ホーム北寿園 短期入所生活介護事業所／老人短期入所事業 あいせいの杜
ショートステイ ゆうゆう／ショート入所フルーツ／グループホームエーデルワイス／短期生活介護くつろぎ
勤医協グループホームたんぽぽ

【短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）】
介護老人保健施設いきいき／介護老人保健施設さくら／介護老人保健施設緑風

【福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売】
ダスキンヘルスレント北見ステーション／家具サロン北装介護レンタル／介護ショップこばやし
株式会社安全／三好メディカル株式会社福祉用具貸与事業所／有限会社ヤマナカ商会福祉用具貸与事業所
福祉用具マルクラ／在宅環境サービス株式会社／ニチイケアセンター小泉／株式会社ミズノ硝子建材
介護レンタル フィール／株式会社ディステリア京屋／株式会社ホームセンター坂本

【特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護】
ケアハウスきたみ花園／みんと倶楽部／指定特定施設入居者生活介護ケアハウスゆうゆう
北見老人ホーム指定特定施設入居者生活介護事業所／ニチイケアセンター東三輪

◆施設サービス
【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】
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光の苑（ユニット）／特別養護老人ホーム北寿園／特別養護老人ホームあいせいの杜
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ユニット

【介護老人保健施設（老人保健施設）】
介護老人保健施設いきいき／介護老人保健施設さくら／介護老人保健施設緑風

【介護療養型医療施設】
大内医院／北見北斗病院

◆地域密着型サービス
【認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】
グループホーム秋桜／グループホームゆう＆あいひまわり／グループホームゆう＆あい向陽
グループホームふぁみりあ／グループホームなごみ／グループホームはな／グループホームかがやきの里むつみ
グループホーム水色の詩／グループホーム和／グループホームふれやか／グループホームふれやか遊歩館
グループホームエーデルワイス／グループホームライラックス／グループホームふれやか癒楽
グループホームかがやきの里むつみ 2号館・3号館／グループホームななかまど／勤医協グループホームたんぽぽ
グループホーム松風／グループホーム夢ふうせんこぶし／グループホームことぶき／グループホームしあわせ館
グループホームフルーツ／ニチイケアセンター北見／グループホーム夢ふうせん美山
グループホームゆうゆうぼたん園／グループホーム彩風

【小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護】
小規模多機能型居宅介護あるがまま／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
小規模多機能型居宅介護 きたら双葉館／小規模多機能ホーム タイム／小規模多機能ホーム柊の森
多機能ホームゆうゆうぼたん園／光の苑 小規模多機能ホームゆり

【看護小規模多機能型居宅介護】
看護小規模多機能

たんぽぽ

【地域密着型通所介護】
デイサービスセンターふれやか／デイサービスきずな北光／デイサービスはな／デイサービスフルーツ
デイサービスきずな中ノ島／デイサービス あゆみ／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）／デイサービス さんらく／デイサービス からだ元気道場／デイサービス あさひ
デイサービス 緑の丘 弐番館／アースサポート北見／リハプライド 北見中央桜／こころふるデイサービス
デイサービスセンター いちごの杜／デイサロン ひかり野／ICTデイサービス事業所「ソラ」
デイサービスセンター華蓮（かれん）／虹の空デイサービスセンター／ケアライフサービスかつやま
デイサービス オカリナⅡ号館／デイサービス光（ひっか）／デイサービスセンター いこいの茶屋北見西・中央
あいせいの杜 デイサービスセンター／LIFE REHABILITATION希望のつぼみ北見

【認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護】
勤医協デイサービスたんぽぽ／デイサービス夢ふうせんこぶし／デイサービスほのぼの館
デイサービスエーデルワイスⅢ号館／デイサービスエーデルワイス五号館
共用型デイサービス ほんのりしあわせ館／デイサービスフルーツ

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
特別養護老人ホームフルーツ／特別養護老人ホームこもれびの里みわ／特別養護老人ホームこもれびの里緑ヶ丘

【地域密着型特定施設入居者生活介護】
ケアハウスゆうあい

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
定期随時訪問サービス 夢ふうせん／結の郷花畑定期巡回 随時対応型訪問介護看護事業所
定期巡回サービスたんぽぽ

■地域高齢者福祉会館

·······························

109

【東部地区】
公園町高齢者福祉会館／東陵町高齢者福祉会館／三楽町高齢者福祉会館／清見町高齢者福祉会館
高齢者文化館／緑ヶ丘高齢者福祉会館／中央地区高齢者福祉会館／美山町高齢者福祉会館
【西部地区】
幸町高齢者福祉会館／三輪高齢者福祉会館／山下町高齢者福祉会館／西富町高齢者福祉会館
栄町高齢者福祉会館／寿町高齢者福祉会館／双葉町高齢者福祉会館／北進町高齢者福祉会館
常盤町高齢者福祉会館／常盤町南高齢者福祉会館／北光高齢者福祉会館／美芳町高齢者福祉会館
北光南高齢者福祉会館／三輪西高齢者福祉会館／北光東高齢者福祉会館／三輪南高齢者福祉会館
豊地高齢者福祉会館
【鉄南地区】
春光町高齢者福祉会館／桜町高齢者福祉会館／田端町高齢者福祉会館／中ノ島町高齢者福祉会館
文京町高齢者福祉会館
【支所・出張所地区】
上ところ高齢者福祉会館／相内町高齢者福祉会館／東相内町高齢者福祉会館
仁頃町高齢者福祉会館／美里高齢者福祉会館

■地域老人クラブ ······························

110～111

北見市老人クラブ連合会
【東部地区】
中央地区シルバー／幸野付牛／青陵老人／三楽／清見高台／花月町高齢者／あかしや
もみじ橋老人／緑ヶ丘高齢者
【西部地区】
幸町中央／西部／北進高齢者／美芳ふれあい／栄町高齢者／西富老人
ことぶき／ときわ南老人／光西さわやか／三輪ゆうあい／三輪ひまわり
三輪あけぼの／双葉高齢者／高栄西町／高栄東町／北光老人／北光西老人
北光南老人／花園／開成更吉／大正老人／豊地もいわ
【鉄南地区】
小泉老人／春光／柏陽ヶ丘／田端いこい老人／南老人／桜町／中ノ島寿／川東
【支所・出張所地区】
上ところ地区老人／上仁頃寿老人／美里老人／仁頃老人／あづま／相内ときわ老人／美園老人美楽会
豊田白樺／本沢老人／かしわ

■北見市住民センター

···························

112～116

【市民活動課所管】
美山地区住民センター／東地区住民センター／緑地区住民センター／中央地区住民センター
北光地区住民センター／常盤地区住民センター／高栄地区住民センター
南地区住民センター／北地区住民センター／上ところコミュニティプラザ
【支所・出張所所管】
相内地区住民センター／東相内地区住民センター
【農政課所管】
小泉住民センター／川東住民センター／西地区住民センター／大正住民センター
上ところ住民センター／仁頃住民センター／上仁頃住民センター／豊田住民センター
西相内多目的地域会館

■ジョブサポートきたみ ·····························

117

■生涯学習コーナー ································

118

端野自治区もくじ
社会教育・文 化・研修施設
■公

民

館 ·····································

119

北見市端野町公民館

■図

書

館 ······································ 120

北見市立端野図書館

■資

料

館 ······································ 120

北見市端野町歴史民俗資料館

■文 化 施 設 ·····································

121

北見市端野町陶芸工房（端野陶芸工房／緋牛内陶芸工房）

■研 修 施 設 ··································

122～125

北見市端野町グリーンクアパーク交流促進センター「のんたの湯」
北見市端野町農業振興センター
北見市端野町物産センター
「端野町石倉公園」交流広場／「端野町石倉公園」交流センター

学校
■小

学

校 ······································ 126

端野小学校
小学校の特別支援学級の現状

■中

学

校 ······································ 126

端野中学校
中学校の特別支援学級の現状

スポーツ関連 施設
■公立のスポーツ施設 ····························

127～129

北見市端野町農業者トレーニングセンター
北見市端野町農業者レクリエーションセンター
北見市端野町サンドーム‘94
しらかばロッジ

■屋外のスポーツ施設 ····························

130～131

北見市端野町森と木の里（木工室／キャンプ場（バンガロー）／バーベキューハウス）
北見市端野町屯田の杜公園（野球場／テニスコート／多目的グラウンド／パークゴルフコース／メルヘン広場
アスレチック公園／バーベキューハウス／ウォーターパーク）

■公園一覧

······································· 132

緋牛内児童公園／緋牛内ヘルシー広場／緋牛内パークゴルフ場／一区児童公園／二区児童公園
端野児童公園／しらかば第2期公園／三区児童公園／虹の団地第1期公園／虹の団地第2期公園
愛し野団地第1期公園／愛し野団地第2期公園／川向児童公園／協和児童公園／桜の森公園
忠志児童公園／端野町森と木の里／豊実児童公園／北登児童公園

■パークゴルフ場 ··································· 133
北見市端野町グリーンクアパークパークゴルフ場

■私設ゴルフ施設 ··································· 134
ノーザンアークゴルフクラブ

■冬季スポーツ

···································· 134

ノーザンアークリゾートスキー場

福祉関連施設
■児童館

········································ 135

【公立児童館】
端野太陽っ子児童館

■保育園・保育所 ·······························

135～136

【公 立】
端野中央保育園
【へき地】
小桜保育所
【子育て相談センター】
北見市端野子育て相談センター

■介護保険サービス提供事業所

·························· 137

◆高齢者総合相談窓口
【地域包括支援センター（介護予防支援）】
高齢者相談支援センター東部・端野／端野地区相談窓口（端野地区在宅介護支援センター）

◆居宅サービス
【居宅介護支援事業所】
オホーツク海病院指定居宅介護支援事業所／指定居宅介護支援事業所アザレア

【訪問介護】
オホーツク海病院ヘルパーステーション／北見市社会福祉協議会ヘルパーステーション端野支所

【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】
医療法人ケイ・アイオホーツク海病院

【通所介護（デイサービス）】
北見市立端野デイサービスセンター

【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア）】
オホーツク海病院／オホーツク海病院（短時間）

【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）】
地域密着型特別養護老人ホームむつみ

【福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売】
エア・ウォーター・ライフサポート株式会社 北見営業所

◆地域密着型サービス
【認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】
グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館

【小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護】
小規模多機能事業所むつみ

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
地域密着型特別養護老人ホームむつみ

■地域老人クラブ ··································· 138
北見市老人クラブ連合会端野支部
緋牛内寿／一区寿／二区屯田／端野中央寿／三区喜楽会／川向曙／協和協寿会／豊北長寿

■地域生活センター

····························· 139～140

緋牛内農村生活センター／一区生活センター／二区生活センター／屯田農村生活センター
北見市端野町高齢者コミュニティセンター／川向文化センター／協和文化センター／豊北農村生活センター

常呂自治区もくじ
じ

社会教育・ 文化・研修施 設
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館

····································· 141

北見市常呂町公民館

■図

書

館

····································· 141

北見市立常呂図書館

■博

物

館
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