
平成２２年９月現在

No. 圏域 市町村名
運営
形態

事業所名
事業所

〒
事業所住所 事業所電話 事業所FAX 相談受付時間等 備　　　　考 法人(設置者)名

1 空知 夕張市 直営 夕張市　福祉課 068-0492北海道夕張市本町4丁目2番地 0123-52-1059 0123-52-0638 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

2 空知 岩見沢市 委託 障がい者相談支援事業所　ふらっと 068-0034北海道岩見沢市有明町南１番地１ 0126-35-1100 0125-35-1101 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　ふらっと

3 空知 岩見沢市 直営 岩見沢市　健康福祉部福祉課 068-8686北海道岩見沢市鳩が丘1丁目１番１号 0126-23-4111 0126-24-0294 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

4 空知 美唄市 委託 美唄市障がい者相談支援センターいんくる 072-0026美唄市西3条南3丁目6番2号 0126-66-2323 0126-62-6996 24時間、365日対応 社会福祉法人　美唄市社会福祉協議会

5 空知 芦別市 直営 芦別市　福祉課 075-8711芦別市北１条東１丁目３番地 0124-22-2111 0124-22-9696 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

6 空知 赤平市 直営 赤平市　社会福祉課 079-1192北海道赤平市泉町４丁目１番地 0125-32-1015 0125-32-1025 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

7 空知 三笠市 直営 三笠市　環境福祉部保健福祉課 068-2154北海道三笠市高美町444番地　ふれあい健康センター 01267-3-2010 01267-3-2030 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

8 空知 滝川市 直営 滝川市　保健福祉部福祉課 073-8686滝川市大町1丁目２番１５号 0125-28-8022 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

9 空知 砂川市 委託 地域活動支援センターぽぽろ 073-0135北海道砂川市西３条北４丁目１－３ 0125-55-3101 0125-55-3102 月～金　8:45～17:45（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　くるみ会

10 空知 歌志内市 委託 地域活動支援センターぽぽろ 073-0135北海道砂川市西３条北４丁目１－３ 0125-52-3893 0125-52-3893 月～金　8:45～17:45（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　くるみ会

11 空知 深川市 委託 北空知障がい者支援センター 074-0004北海道深川市４条15番10号 0164-22-1798 0164-22-1797 24時間　365日対応 社会福祉法人　広里会

12 空知 南幌町 直営 南幌町　保健福祉課 069-0235北海道空知郡南幌町中央3丁目4番26号　南幌町保健福祉総合センター 011-378-5888 011-378-5255 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

13 空知 奈井江町 直営 奈井江町　おもいやり課 079-0392北海道空知郡奈井江町字奈井江11番地 0125-65-2119 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

14 空知 上砂川町 委託 地域活動支援センターぽぽろ 073-0135北海道砂川市西３条北４丁目１－３ 0125-52-3893 0125-52-3893 月～金　8:45～17:45（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　くるみ会

15 空知 由仁町 直営 由仁町指定相談支援事業所（由仁町　保健福祉課） 069-1203北海道夕張郡由仁町東栄８７番地の１　由仁町健康元気づくり館 0123-83-4750 0123-83-3813 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

16 空知 長沼町 直営 長沼町障害者指定相談支援事業所（長沼町　保健福祉課） 069-1315北海道夕張郡長沼町南町２丁目３番１号 0123-82-5555 0123-82-5070 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

17 空知 栗山町 直営 栗山町指定相談支援事業所（栗山町　住民福祉課） 069-1512北海道夕張郡栗山町松風３丁目２５２番地 0123-72-1111 0123-72-3179 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

18 空知 月形町 委託 指定相談支援事業所　雪の聖母園 061-0526北海道樺戸郡月形町字当別原野２１５番地 0126-53-2417 0126-53-3989 月～金  9:00～17;00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　雪の聖母園

19 空知 月形町 直営 月形町健康福祉総合センター（住民課保健福祉係） 061-0511北海道樺戸郡月形町1466番地1 0126-53-3155 0126-53-3177 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

20 空知 浦臼町 委託 地域活動支援センターぽぽろ 073-0135北海道砂川市西３条北４丁目１－３ 0125-52-3893 0125-52-3893 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　くるみ会

21 空知 新十津川町 直営 新十津川町　保健福祉課 073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央307番地１　総合健康福祉センターゆめ
りあ

0125-72-2000 0125-72-2006 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

22 空知 妹背牛町 委託 北空知障がい者支援センター　あっぷる 074-0004北海道深川市４条15番10号 0164-22-1798 0164-22-1797
月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（隔週受付　祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　広里会

23 空知 秩父別町 委託 北空知障がい者支援センター　あっぷる 074-0004北海道深川市４条15番10号 0164-22-1798 0164-22-1797
月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（隔週受付　祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　広里会

24 空知 雨竜町 直営 雨竜町　住民課 078-2692北海道雨竜郡雨竜町フシコウリウ１０４番地 0125-77-2212 0125-78-3122 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

25 空知 北竜町 委託 北空知障がい者支援センター　あっぷる 074-0004北海道深川市４条15番10号 0164-22-1798 0164-22-1797
月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（隔週受付　祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　広里会

26 空知 沼田町 委託 北空知障がい者支援センター　あっぷる 074-0004北海道深川市４条15番10号 0164-22-1798 0164-22-1797
月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（隔週受付　祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　広里会

27 石狩 札幌市 委託 地域生活支援センターさっぽろ 060-0042北海道札幌市中央区大通西１９丁目WEST１９　５Ｆ 011-622-1118 011-622-1073
来所：月～金　10:00～17:00　　土　10:00～13:00（祝日、年末年始を除く）
電話：月～土　10:00～19:00（祝日、年末年始を除く） 札幌市

28 石狩 札幌市 委託 相談室　ぽぽ 064-0808
北海道札幌市中央区南八条西１４丁目１－３３　エボリューションＦ３０１
号室

011-522-4112 011-562-6600 毎日　8:00～20:00（土日、祝日、年末年始も可） 社会福祉法人　あむ

29 石狩 札幌市 委託 相談室ぽらりす 001-0021札幌市北区北２１条西５丁目１－３２梅ノ木ビル２０２号 011-757-1871 011-757-1872
月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　はるにれの里

30 石狩 札幌市 委託 相談室セーボネス 007-0841札幌市東区北４１条東１５丁目３－１８アズブライト５０３号 011-748-3119 011-748-3229 毎日　9:00～17:30（土日、祝日、年末年始も可） 社会福祉法人　麦の子会

31 石狩 札幌市 委託 あさかげ生活支援センター 065-0033北海道札幌市東区北三十三条東１４丁目５－１ 011-733-3808 011-731-0211
月～金　9:00～18:00（祝日、年末年始を除く）
土　14:00～18:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　さっぽろひかり福祉会

32 石狩 札幌市 委託 相談室あゆみ 003-0859北海道札幌市白石区川北２２５４番地１ 011-879-5555 011-879-5511 月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
相談室直通　011-879-5522（内線
215）

社会福祉法人　北翔会

33 石狩 札幌市 委託 地域活動支援センターコミュニティハウス 003-0026北海道札幌市白石区本通１１丁目南３－４ 011-866-1399 011-866-1399 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　オーク会

34 石狩 札幌市 委託 相談室みなみ 062-0932札幌市豊平区平岸２条７丁目４－１３　平岸前田ビル４階 011-825-1373 011-825-1373 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　みなみ会

35 石狩 札幌市 委託 相談室　きらら 062-0055北海道札幌市豊平区月寒東五条１７丁目１０－２０　ルミエールⅢ１Ｆ 011-854-4400 011-854-4321 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　楡の会

36 石狩 札幌市 委託 相談室ほくほく 005-0002北海道札幌市南区澄川二条4丁目７－７ 011-807-9746 011-825-0223 火～土　10:00～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　あずまし家

37 石狩 札幌市 委託 ますとびぃー 004-0054北海道札幌市厚別区厚別中央四条２丁目１９番１５号 011-299-3856 011-894-3899
月～金　10:00～20:00（祝日、年末年始を除く）
土　10:00～17:00（年末年始を除く）

特定非営利活動法人　わーかーびぃー

38 石狩 札幌市 委託 ベガ 006-0812
北海道札幌市手稲区前田二条１１丁目８－１　エクセレンス前田　１０２号
室

011-694-5444 011-694-5444
月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　朔風

39 石狩 札幌市 委託 地域生活支援センター手稲「相談室ていね」 006-0022
北海道札幌市手稲区手稲本町二条２丁目４－２０　フェスタ本町Ⅱ　４０２
号室

011-686-0502 011-686-0502
月～金　9:30～17:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:30～12:00（電話のみ対応　　祝日、年末年始を除く）

医療法人　澤山会　手稲病院

40 石狩 札幌市 委託 相談室すきっぷ 063-0062札幌市西区西町南１８丁目２－１稲嶺ビル１F 011-676-0733 011-676-0734 月～金　9:00～18:00（祝日、年末年始を除く） 相談専用　050-3082-3005 社会福祉法人　アンビシャス

41 石狩 札幌市 委託 相談支援事業所　ノック 004-0831北海道札幌市清田区真栄一条２丁目１－２８　真栄ビル１Ｆ 011-378-4244 011-378-4254
月～金　9:00～19:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　札幌療育会

42 石狩 江別市 委託 いきいきセンター障害者指定相談支援事業所 069-0842北海道江別市大麻沢町5番地の６　いきいきセンターさわまち 011-387-5111 011-387-8655 月～土　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く） 財団法人　江別市在宅福祉サービス公社

43 石狩 千歳市 委託 千歳市障がい者総合支援センターChip 066-0042北海道千歳市東雲町２丁目　千歳市総合福祉センター 0123-27-2210 0123-27-2210 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人たねっと

市町村が実施为体となっている相談支援事業における相談窓口（直営・委託）一覧
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44 石狩 千歳市 委託 千歳地域生活センター 066-0041千歳市清水町4丁目15番1号 0123-40-6323 0123-40-6004
月～金　9：00～20：00（祝日、年末年始を除く）
土　9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）

相談支援強化事業
（精神障がい者支援）

社会福祉法人せらぴ

45 石狩 恵庭市 委託 恵庭市障がい者総合相談支援センター　eーふらっと 061-1446北海道恵庭市末広町155番地 0123-33-8222 0123-34-7744
来所：月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間、365日対応可

社会福祉法人　恵庭光風会

46 石狩 北広島市 委託 障害者生活支援センターみらい 061-1132北海道北広島市北進町１丁目５番地２　北広島市福祉センター 011-376-7776 011-376-7778 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　北海長正会

47 石狩 北広島市 委託 障がい者就労支援センター「めーでる」 061-1131北広島市美沢３丁目１３番地２正栄ビル１階 011-372-5525 011-372-6525 月～金　午前９時～午後５時（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　北ひろしま福祉会

48 石狩 石狩市 委託 石狩市障がい者総合相談支援センター『ぷろっぷ』 061-3216
北海道石狩市花川北六条1丁目41番地　石狩市総合保健福祉センター
りんくる

0133-72-6137 0133-72-6138 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　はるにれの里

49 石狩 当別町 委託 当別町障がい者総合相談支援センター「nanakamado」 061-0223北海道石狩郡当別町弥生５２番地 0133-23-1917 0133-23-1909
来所　月～金　9：00～17：00　(祝日、年末年始を除く）
電話　24時間　365日対応可

特定非営利活動法人　当別町青少年活動センターゆう
ゆう２４

50 石狩 新篠津村 委託 ふれあいの苑相談支援事業所 068-1115北海道石狩郡新篠津村第４５線北１４番地 0126-57-2244 0126-57-2420 月～金　９：００～１７：３０（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　新篠津福祉会

51 後志 小樽市 委託 小樽地域障がい者相談支援センター　さぽーとひろば 047-0024北海道小樽市花園２丁目６番７号 0134-31-3636
月～金　9:00～18:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　後志報恩会

52 後志 小樽市 委託 指定相談支援事業所あおば 047-0011北海道小樽市天神２丁目８番２号　社会福祉法人　北海道宏栄社 0134-25-1551 0134-29-3284
月～金　9:00～18:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人北海道宏栄社

53 後志 小樽市 委託 やすらぎ 047-0036北海道小樽市長橋３丁目１番２号　山下ビル２階 0134-29-3178 0134-29-3170
月～金　9:00～18:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　塩谷福祉会

54 後志 小樽市 委託 社会福祉法人　小樽四ツ葉学園　小樽四ツ葉寮 047-0156北海道小樽市桜３丁目１０番１号 0134-54-7404
月～金　9:00～18:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　小樽四ツ葉学園

55 後志 小樽市 直営 小樽市　地域福祉課 047-8660北海道小樽市花園２丁目１２番１号 0134-32-4111 0134-22-6915 月～金　8:50～17:20（祝日、年末年始を除く）

56 後志 島牧村 直営 島牧村　福祉課 048-0621北海道島牧郡島牧村字泊29番地 0136-75-6211 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

57 後志 寿都町 直営 寿都町　町民課 048-0406北海道寿都郡寿都町字渡島町140番地１ 0136-62-2511 月～金　8:40～17:25（祝日、年末年始を除く）

58 後志 黒松内町 直営 黒松内町　保健福祉課 048-0101北海道寿都郡黒松内町字黒松内586番地1黒松内町保健福祉センター 0136-72-4285 0136-72-3838 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

59 後志 蘭越町 直営 蘭越町　　住民福祉課 048-1301北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5 0136-57-5111 0136-57-5112 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

60 後志 ニセコ町 委託 羊蹄山ろく相談支援センター 044-0013北海道虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地 0136-21-2227 0136-21-2300 月～金　8:40～17:15（祝日、年末年始を除く）

61 後志 真狩村 委託 羊蹄山ろく相談支援センター 044-0013北海道虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地 0136-21-2227 0136-21-2300 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし地域サポートセンター

62 後志 真狩村 直営 真狩村　住民課 048-1631北海道虻田郡真狩村字真狩118番地 0136-45-2121 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

63 後志 留寿都村 委託 羊蹄山ろく相談支援センター 044-0013北海道虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地 0136-21-2227 0136-21-2300 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし地域サポートセンター

64 後志 留寿都村 直営 留寿都村　住民福祉課 048-1731北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地 0136-46-3131 0136-42-3545 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

65 後志 喜茂別町 委託 羊蹄山ろく相談支援センター 044-0013北海道虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地 0136-21-2227 0136-21-2300 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし地域サポートセンター

66 後志 喜茂別町 直営 喜茂別町　住民課 044-0292北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地 0136-33-2211 0136-33-3577 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

67 後志 京極町 委託 羊蹄山ろく相談支援センター 044-0013北海道虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地 0136-21-2227 0136-21-2300 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし地域サポートセンター

68 後志 京極町 直営 京極町　健康推進課 044-0101北海道虻田郡京極町字京極527番地 0136-42-2111 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

69 後志 倶知安町 委託 羊蹄山ろく相談支援センター 044-0013北海道虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地 0136-21-2227 0136-21-2300 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし地域サポートセンター

70 後志 倶知安町 直営 倶知安町福祉課 044-0003北海道虻田郡倶知安町北3条東4丁目　保健福祉会館 0136-23-0500 0136-21-2143 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

71 後志 共和町 直営 共和町　住民福祉課 048-2292北海道岩内郡共和町南幌似38番地2 0135-73-2011 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

72 後志 岩内町 直営 岩内町　保健福祉課 045-8555北海道岩内郡岩内町字清住258番地 0135-62-1011 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く）

73 後志 泊村 直営 泊村　住民福祉課 045-0202北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191番地7 0135-75-2021 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

74 後志 神恵内村 直営 神恵内村　住民課 045-0301北海道古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地4 0135-76-5011 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

75 後志 積丹町 委託 北しりべし相談支援センター 046-0004北海道余市郡余市町大川町4丁目167番地 0135-48-5900 0135-48-5901 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし圏域総合支援センター

76 後志 積丹町 直営 積丹町　住民福祉課 046-0292北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地 0135-44-2111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

77 後志 古平町 委託 微・助っ人 046-0121北海道古平郡古平町浜町１０６番地　ぷらっとほーむ 0135-42-3820 0135-42-3821
来所：月～金　9:00～17:00
電話：24時間、365日対応可

社会福祉法人古平福祉会

78 後志 古平町 直営 古平町　保健福祉課 046-0121北海道古平郡古平町大字浜町644番地　元気プラザ 0135-42-2182 0135-41-2268 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

79 後志 仁木町 委託 北しりべし相談支援センター 046-0004北海道余市郡余市町大川町4丁目167番地 0135-48-5900 0135-48-5901 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし圏域総合支援センター

80 後志 仁木町 直営 仁木町　住民課 048-2492北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1 0135-32-2511 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

81 後志 余市町 委託 北しりべし相談支援センター 046-0004北海道余市郡余市町大川町4丁目167番地 0135-48-5900 0135-48-5901 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし圏域総合支援センター

82 後志 余市町 直営 余市町　民生部　町民福祉課 046-8546北海道余市郡余市町朝日町26番地 0135-21-2111 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く）

83 後志 赤井川村 委託 北しりべし相談支援センター 046-0004北海道余市郡余市町大川町4丁目167番地 0135-48-5900 0135-48-5901 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　しりべし圏域総合支援センター

84 後志 赤井川村 直営 赤井川村　社会課 046-0592北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2 0135-34-6211 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

85 胆振 室蘭市 委託 相談支援室　げんせん 051-0004北海道室蘭市母恋北町１丁目４番２号 0143-24-7070 0143-24-7070 火～土　9:00～18:00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　室蘭言泉学園

86 胆振 室蘭市 委託 西いぶり地域生活支援センター 059-0036北海道登別市美園町２丁目２３番地１ 0143-86-0707 0143-86-0718

来所：月～金　8:30～19:00（10～4月は～17:00）　土　8:30～12:00（祝日、年末年
始を除く）
電話：２４時間３６５日対応可（センターの利用登録が無い方は、来所時間内での
対応）

医療法人社団　千寿会
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87 胆振 苫小牧市 委託 苫小牧地域生活支援センター 053-0805北海道苫小牧市新富町１丁目３－１６ 0144-75-2808 0144-75-2815
月～金　9:00～20:00（祝日、年末年始を除く）
土：9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　せらぴ

88 胆振 苫小牧市 委託 サポート 059-1304北海道苫小牧市北栄町3丁目11-4 0144-55-5692 0144-55-5641 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　緑星の里

89 胆振 登別市 委託 西いぶり地域生活支援センター 059-0036北海道登別市美園町２丁目２３番地１ 0143-86-0707 0143-86-0718

来所：月～金　8:30～19:00（10～4月は～17:00）　土　8:30～12:00（祝日、年末年
始を除く）
電話：２４時間３６５日対応可（センターの利用登録が無い方は、来所時間内での
対応）

医療法人社団　千寿会

90 胆振 伊達市 委託 伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」 052-0014北海道伊達市舟岡町334番地9　あいぷらざ1 0142-25-3838 0142-25-3838
来所：日～金　8:30～17:00（火・木・金は～21:00　祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人　北海道社会福祉事業団

91 胆振 豊浦町 直営 豊浦町総合保健福祉施設 049-5411北海道虻田郡豊浦町字東雲町1６番地 0142-83-2408 0142-83-2477 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

92 胆振 壮瞥町 直営 壮瞥町　住民福祉課 052-0101北海道有珠郡壮瞥町字滝ノ町２８７番地7 0142-66-2121 0142-66-7001 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

93 胆振 白老町 直営 白老町　健康福祉課 059-0904北海道白老郡白老町東町4丁目6番7号　白老町総合保健福祉センター 0144-82-5531 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

94 胆振 厚真町 直営 厚真町　町民福祉課 059-1601北海道勇払郡厚真町京町165－1　厚真町総合ケアセンターゆくり 0145-27-2321 月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）

95 胆振 洞爺湖町 直営 洞爺湖町　健康福祉課 049-5692北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地 0142-76-2121 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

96 胆振 安平町 直営 安平町　早来住民総合相談室 059-1595北海道勇払郡安平町早来大町95番地 0145-22-2735 0145-26-2700 月～金　8:30～18:00（祝日、年末年始を除く）

97 胆振 安平町 直営 安平町　健康福祉課 059-1911北海道勇払郡安平町追分本町6丁目54 0145-25-4556 0145-25-3586 月～金　8:30～18:00（祝日、年末年始を除く）

98 胆振 むかわ町 直営 むかわ町　町民生活課 054-8660北海道勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 0145-42-2411 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

99 日高 日高町 委託 日高圏域障害者総合相談支援センターこみっと 056-0019
北海道日高郡新ひだか町静内青柳町1丁目4－1　やなぎマンション東1
号室

0146-42-2488 0146-42-2488 24時間、365日対応可 社会福祉法人　静内ペテカリ

100 日高 平取町 直営 平取町　保健福祉課 055-0107北海道沙流郡平取町本町35番地1　ふれあいセンターびらとり 01457-4-6111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

101 日高 新冠町 委託 日高圏域障害者総合相談支援センターこみっと 056-0019
北海道日高郡新ひだか町静内青柳町1丁目4－1　やなぎマンション東1
号室

0146-42-2488 0146-42-2488 24時間、365日対応可 社会福祉法人　静内ペテカリ

102 日高 浦河町 直営 浦河町　保健福祉課 057-8511北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号 0146-22-2311 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

103 日高 様似町 直営 様似町　保健福祉課 058-0014北海道様似郡様似町大通2丁目98－2　様似町保健福祉センター 0146-36-5511 月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）

104 日高 えりも町 直営 えりも町　保健福祉課 058-0292北海道幌泉郡えりも町字本町206 01466-2-2111 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

105 日高 新ひだか町 委託 日高圏域障害者総合相談支援センターこみっと 056-0019
北海道日高郡新ひだか町静内青柳町1丁目4－1　やなぎマンション東1
号室

0146-42-2488 0146-42-2488 24時間、365日対応可 社会福祉法人　静内ペテカリ

106 日高 新ひだか町 直営 新ひだか町　住民福祉部福祉課 056-8650北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 0146-43-2111 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

107 渡島 函館市 委託 函館地域生活支援センター 042-0935北海道函館市駒場町9番24号 0138-54-6757 0138-54-6811
来所：月～金　10:00～19:00（祝日、年末年始を除く）
土・日・祝日　9:00～13:00     電話：随時対応

社会福祉法人　函館恭北会

108 渡島 函館市 委託 障害者生活支援センターぱすてる 041-0802北海道函館市石川町90番7号 0138-34-2611 0138-34-2612 24時間、365日対応可 社会福祉法人　侑愛会

109 渡島 北斗市 委託 アシスト・ほくと 049-0152北海道北斗市押上1丁目2番30号 0138-74-3000 0138-73-0400
月～土　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間、365日対応可

社会福祉法人　侑愛会

110 渡島 北斗市 委託 障害者生活支援センターぱすてる 041-0802北海道函館市石川町90番7号 0138-34-2611 0138-34-2612 24時間、365日対応可 社会福祉法人　侑愛会

111 渡島 松前町 直営 松前町　福祉課 049-1592北海道松前郡松前町字福山２４８番地 0139-42-2275 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

112 渡島 福島町 直営 福島町　町民課 049-1392北海道松前郡福島町字福島820番地 0139-47-3001 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

113 渡島 知内町 直営 知内町　生活福祉課 049-1103北海道上磯郡知内町字重内21-1 01392-5-6161 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く）

114 渡島 木古内町 直営 木古内町健康管理センター 049-0422北海道上磯郡木古内町字本町１５０－１ 01392-2-2122 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

115 渡島 七飯町 委託 障害者生活支援センターぱすてる 041-0802北海道函館市石川町90番7号 0138-34-2611 0138-34-2612 24時間、365日対応可 社会福祉法人　侑愛会

116 渡島 鹿部町 直営 鹿部町　保健福祉課 041-1498北海道茅部郡鹿部町字宮浜２９９ 01372-7-5291 01372-7-3068 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

117 渡島 森町 直営 森町 049-2393北海道茅部郡森町字御幸町１４４－１ 01374-2-2181 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

118 渡島 八雲町 直営 八雲町　保健福祉課 049-3117北海道二海郡八雲町栄町１３－１　総合保健福祉施設シルバープラザ 0137-64-2111 0137-63-4411 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

119 渡島 八雲町 直営 熊石総合支所住民サービス課 043-0415北海道二海郡八雲町熊石根崎町１１６ 01398-2-3111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

120 渡島 長万部町 直営 長万部町　町民課健康福祉グループ 049-3521北海道山越郡長万部町字長万部453番地の1 01377-2-2453 01377-2-2931 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

121 檜山 江差町 直営 江差町　町民福祉課 043-8560北海道檜山郡江差町字中歌町193番地の１ 0139-52-1020 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く）

122 檜山 上ノ国町 直営 上ノ国町高齢者等健康づくり総合交流センター 049-0698北海道檜山郡上ノ国町字大留96番地 0139-55-4460 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

123 檜山 厚沢部町 直営 厚沢部町保健福祉センター 043-1113北海道檜山郡厚沢部町新町181番地6 0139-64-3311 0139-67-2845 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

124 檜山 乙部町 直営 ケアセンターおとべ 043-0103北海道爾志郡乙部町字緑町704－10 0139-62-4032 0139-62-3829 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

125 檜山 奥尻町 直営 奥尻町　住民課 043-1498北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806 01397-2-3111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

126 檜山 今金町 委託 指定相談支援事業所　ひかり 049-4308北海道瀬棚郡今金町字今金412番地の20 0137-82-2510 0137-82-2510
来所：月～金　9:30～12:00（祝日、年末年始を除く）
電話：月～金　9:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　光の里

127 檜山 せたな町 直営 せたな町　保健福祉課 049-4592北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地１ 0137-84-5111 0137-84-5065 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

128 上川 旭川市 委託 上川圏域障がい者総合相談支援センター　ねっと 078-8329北海道旭川市宮前通東４１５５番地３０　旭川市障害者福祉センター 0166-27-6771 0166-27-6772 月～土　9:00～18:00（月は電話のみ　祝日、年末年始を除く） 医療法人社団　旭川圭泉会病院

129 上川 士別市 直営 士別市　福祉課 095-8686北海道士別市東６条４丁目１番地 0165-23-3121 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）
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130 上川 名寄市 委託 指定相談支援事業者　道北地域生活支援センター 096-0011北海道名寄市西１条南８丁目 01654-9-4365 01654-9-4366
来所：毎日　9:00～17:00
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　道北センター福祉会

131 上川 名寄市 委託 指定相談支援事業所　名寄みどりの郷 096-0063北海道名寄市字緑丘９番地１ 01654-3-9222 01654-3-9772
来所：毎日　9:00～17:00
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　名寄みどりの郷

132 上川 富良野市 委託 富良野地域生活支援センター 076-0031北海道富良野市本町１２番５号 0167-22-3933 0167-23-2828 24時間、365日対応可 社会福祉法人　エクゥエート富良野

133 上川 幌加内町 委託 北空知障がい者支援センター　あっぷる 074-0004北海道深川市４条15番10号 0164-22-1798 0164-22-1797
月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
土　9:00～12:00（隔週受付　祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人　広里会

134 上川 鷹栖町 直営 鷹栖町　保健福祉課 071-1292北海道上川郡鷹栖町南１条３丁目２番１号　サンホールはぴねす 0166-87-2112 0166-87-2226 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

135 上川 東神楽町 直営 東神楽町　住民福祉課 071-1592北海道上川郡東神楽町南１条西１丁目３番２号 0166-83-2111 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

136 上川 当麻町 委託 障がい者地域生活支援センター　ふらっと 078-1304北海道上川郡当麻町四条西３丁目１番４６号 0166-84-3554 0166-84-3554
来所：火～土　9:00～17:00
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　当麻かたるべの森

137 上川 比布町 直営 比布町　保健福祉課 078-0392北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号 0166-85-2111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

138 上川 愛別町 直営 愛別町　保健福祉課 078-1490北海道上川郡愛別町字本町179番地 01658-6-5111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

139 上川 上川町 委託 上川町障がい福祉相談支援センター 078-1751北海道上川郡上川町本町２番地 01658-2-3343 01658-2-3343 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　上川町社会福祉協議会

140 上川 上川町 直営 上川町　保健福祉課 078-1753北海道上川郡上川町南町180番地 01658-2-1211 01658-2-1220 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

141 上川 東川町 直営 東川町　保健福祉課 071-1492北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 0166-82-2111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

142 上川 美瑛町 直営 美瑛町　保健福祉課 071-0292北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号 0166-92-1111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

143 上川 上富良野町 委託 富良野地域生活支援センター 076-0031北海道富良野市本町１２番５号 0167-22-3933 0167-23-2828 24時間、365日対応可 社会福祉法人　エクゥエート富良野

144 上川 中富良野町 委託 富良野地域生活支援センター 076-0031北海道富良野市本町１２番５号 0167-22-3933 0167-23-2828 24時間、365日対応可 社会福祉法人　エクゥエート富良野

145 上川 南富良野町 委託 富良野地域生活支援センター 076-0031北海道富良野市本町１２番５号 0167-22-3933 0167-23-2828 24時間、365日対応可 社会福祉法人　エクゥエート富良野

146 上川 占冠村 委託 富良野地域生活支援センター 076-0031北海道富良野市本町１２番５号 0167-22-3933 0167-23-2828 24時間、365日対応可 社会福祉法人　エクゥエート富良野

147 上川 和寒町 直営 和寒町　保健福祉課 098-0132北海道上川郡和寒町字西町111番地　保健福祉センター 0165-32-2000 0165-32-3377 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

148 上川 剣淵町 委託 相談支援事業所　西原の里地域生活支援センター 098-0339北海道上川郡剣淵町西原町3084番地 0165-34-2165 0165-34-3553 毎日　8:15～17:00 社会福祉法人剣渕北斗会

149 上川 下川町 委託 指定相談支援事業者　道北地域生活支援センター 096-0011北海道名寄市西１条南８丁目 01654-9-4365 01654-9-4366 毎日　9:00～17:00 社会福祉法人　道北センター福祉会

150 上川 美深町 直営 美深町　住民生活課 098-2252 01656-2-1611 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

151 上川 音威子府村 委託 指定相談支援事業者　道北地域生活支援センター 096-0011北海道名寄市西１条南８丁目 01654-9-4365 01654-9-4366 毎日　9:00～17:00 社会福祉法人　道北センター福祉会

152 上川 中川町 委託 指定相談支援事業者　道北地域生活支援センター 096-0011北海道名寄市西１条南８丁目 01654-9-4365 01654-9-4366 毎日　9:00～17:00 社会福祉法人　道北センター福祉会

153 留萌 留萌市 直営 留萌市　保健福祉部社会福祉課 077-8601北海道留萌市幸町1丁目11番地 0164-42-1801 月～金　8:50～17:20（祝日、年末年始を除く）

154 留萌 増毛町 直営 増毛町　福祉厚生課 077-0292北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地 0164-53-1111 月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く）

155 留萌 小平町 直営 小平町　保健福祉課 078-3392北海道留萌郡小平町字小平町216番地　小平町健康福祉センター 0164-56-2111 0164-59-1643 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

156 留萌 苫前町 直営 苫前町　町民課 078-3792北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1 0164-64-2215 0164-64-2074 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

157 留萌 羽幌町 直営 羽幌町　福祉課 078-4198北海道苫前郡羽幌町南町1番地の１ 0164-62-1211 月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）

158 留萌 初山別村 直営 初山別村　住民課 078-4492北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1 0164-67-2211 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

159 留萌 遠別町 直営 遠別町　生活課 098-3543北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地 01632-7-2111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

160 留萌 天塩町 直営 天塩町　福祉課 098-3398北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地の113 01632-2-1001 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

161 宗谷 稚内市 委託
社会福祉法人　稚内市社会福祉協議会　在宅介護サービスセン
ター

097-0024北海道稚内市宝来２丁目2番24号 0162-23-6639 0162-24-1159 月～金　8：45～17：30（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会

162 宗谷 稚内市 委託 緑ヶ丘学園生活支援センター　みる・みーる 098-6642北海道稚内市声問５丁目47番2号 0162-26-2600 0162-26-2161 月～金　8：30～17：30（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　緑ヶ丘学園

163 宗谷 稚内市 委託 障害者相談支援センター木馬館 097-0002北海道稚内市潮見２丁目２番１号 0162-34-8777 0162-34-8602 月～金　8：30～17：30（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　稚内木馬館

164 宗谷 幌延町 直営 幌延町　町民課 098-3207北海道天塩郡幌延町宮園町1番地 01632-5-1115 01632-5-2971 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

165 宗谷 猿払村 直営 猿払村　保健福祉課 098-
6234北海道宗谷郡猿払村鬼志別北町２８番地 01635-2-2040 01635-2-2075 24時間、365日対応可

166 宗谷 浜頓別町 直営 浜頓別町　保健福祉課 098-5792北海道枝幸郡浜頓別町中央南１番地 01634-2-2551 01634-2-3788 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

167 宗谷 中頓別町 直営 中頓別町　地域包括支援センター 098-5595北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175番地　中頓別町介護福祉センター 01634-6-2003 01634-6-2110 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

168 宗谷 枝幸町 直営 枝幸町　保健福祉課 098-5892北海道枝幸郡枝幸町本町916番地 0163-62-1337 0163-62-3353 月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）

169 宗谷 枝幸町 直営 枝幸町　歌登総合支所総務住民課 098-5298北海道枝幸郡枝幸町歌登東町106番地19 0163-68-2113 0163-68-2202 月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）

170 宗谷 豊富町 直営 豊富町　町民課 098-4110北海道天塩郡豊富町大通り6丁目 0162-82-1001 0162-82-2806 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

171 宗谷 礼文町 直営 礼文町　町民課 097-1201北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558番地の5 0163-86-1001 0163-86-1664 月～金　8:30～17:00（祝日、年末年始を除く）

172 宗谷 利尻町 直営 利尻町　保健福祉課 097-
0401北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1 0163-84-2345 0163-89-4747 月～金　8：30～17:15（祝日、年末年始を除く）

173 宗谷 利尻富士町 直営 利尻富士町　福祉課 097-0101北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地 0163-82-1113 0163-82-1373 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）
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174 網走 北見市 委託 障がい者相談支援センター　ほっと 090-0040北海道北見市大通西2丁目1番地　まちきた大通ビル５階 0157-69-3003 0157-69-3051
来所：月～金　9:00～17:00　　土　10:30～14:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人　川東の里

175 網走 北見市 委託 障がい者相談支援センター　ぴあ 091-0024北海道北見市留辺蘂町旭南57番地13 0157-42-3617 0157-42-3617
来所：月～金　8:45～17:15（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人　北陽会

176 網走 北見市 委託 障がい者相談支援センター　夢ふうせん 093-0210北海道北見市常呂町字常呂１８５番地 0152-54-1300 0152-54-1233
来所：月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

株）エムリンク

177 網走 北見市 直営 北見市　社会福祉課 090-8501北海道北見市北5条東2丁目 0157-23-7111 月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）

178 網走 網走市 委託 網走地域障がい者（児）相談事業所きずな 093-0013北海道網走市南３条西４丁目こども福祉センター２階 0152-45-0050 0152-45-0050 24時間、365日対応可 社会福祉法人　網走桂福祉会

179 網走 網走市 委託 しょうがい者相談事業所相談支援センター「りらいふ」 093-0014北海道網走市南四条西2丁目本間ビル2F 0152-44-7681 0152-44-7681 24時間、365日対応可 特定非営利活動法人　夢の樹オホーツク

180 網走 網走市 直営 網走市　社会福祉課 093-8555北海道網走市南6条東4丁目1番地 0152-44-6111 月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）

181 網走 紋別市 委託 社会福祉法人　紋別市社会福祉協議会 094-0005北海道紋別市幸町7丁目1番10号 0158-23-2350 0158-26-2299 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　紋別市社会福祉協議会

182 網走 紋別市 委託 相談支援事業所たんぽぽ 099-5361北海道紋別市上渚滑町和訓辺９５番地 0158-25-2222 0158-25-2239
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人　紋別市百年記念福祉会

183 網走 紋別市 直営 紋別市　社会福祉課 094-8707北海道紋別市幸町２丁目１番１８号 0158-24-2111 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

184 網走 美幌町 委託 美幌町地域包括支援センター 092-0052北海道網走郡美幌町字東２条北３丁目　美幌町保健福祉総合センター 0152-75-3220 0152-73-4787 月～金　9:00～17:15（祝日、年末年始を除く） 特別医療法人　恵和会

185 網走 津別町 委託 サポートネット北見 090-0029北海道北見市北九条東1丁目14番地 0157-31-3343 0157-31-3343
来所：月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　北の大地

186 網走 斜里町 直営 斜里町　保健福祉部福祉課 099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地２　斜里町総合保健福祉センターぽ
ると21

0152-22-2500 0152-23-6670 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

187 網走 清里町 直営 清里町　保健福祉課 099-4405北海道斜里郡清里町羽衣町３５番地　清里町保健センター 0152-25-3847 0152-25-2137 月～金　8:15～17:00

188 網走 小清水町 直営 小清水町　保健福祉課 099-3698北海道斜里郡小清水町字小清水217番地 0152-62-4473 0152-62-4198 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

189 網走 訓子府町 直営 訓子府町　福祉保健課 099-1498北海道常呂郡訓子府町東町398番地 0157-47-2111 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

190 網走  置 戸 町 直営 置戸町地域福祉センター 099-1100北海道常呂郡置戸町字置戸246番地の3 0157-52-3333 0157-52-3348 月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）

191 網走 佐呂間町 委託 遠軽町地域生活支援センター 099-0404北海道紋別郡遠軽町大通北4丁目2番地95 0158-42-7748 0158-42-7748 24時間、365日対応可 特定非営利活動法人　さわやか

192 網走 佐呂間町 委託 相談支援室ま～ぶる 099-0403
北海道紋別郡遠軽町一条通北１丁目　遠軽町保健福祉総合センターげ
んき２１

0158-46-2020 0158-46-2080
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人　北光福祉会

193 網走 遠軽町 委託 相談支援室ま～ぶる 099-0403
北海道紋別郡遠軽町一条通北１丁目　遠軽町保健福祉総合センターげ
んき２１

0158-46-2020 0158-46-2080
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人　北光福祉会

194 網走 遠軽町 委託 遠軽町地域生活支援センター 099-0404北海道紋別郡遠軽町大通北4丁目2番地95 0158-42-7748 0158-42-7748
来所：月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

特定非営利活動法人　さわやか

195 網走 湧別町 委託 相談支援室ま～ぶる 099-0403
北海道紋別郡遠軽町一条通北１丁目　遠軽町保健福祉総合センターげ
んき２１

0158-46-2020 0158-46-2080
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人　北光福祉会

196 網走 湧別町 委託 遠軽町地域生活支援センター 099-0404北海道紋別郡遠軽町大通北4丁目2番地95 0158-42-7748 0158-42-7748
来所：月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

特定非営利活動法人　さわやか

197 網走 滝上町 直営 滝上町　保健福祉課 099-5692北海道紋別郡滝上町字滝上市街地４条通２丁目１番地 0158-29-2111 0158-29-3588 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

198 網走 興部町 直営 興部町　福祉保健課 098-1603北海道紋別郡興部町東町　福祉保健総合センターきらり 0158-82-4120 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

199 網走 西興部村 委託 清流の里 098-1421北海道紋別郡西興部村字上興部２４６番地１ 0158-87-2115 0158-87-2128 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　にしおこっぺ福祉会

200 網走 雄武町 直営 雄武町地域包括支援センター 098-1702北海道紋別郡雄武町字雄武末広町２区 0158-84-4495 24時間、365日対応可

201 網走 大空町 直営 大空町　福祉課 099-2392北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号 0152-74-2111 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

202 十勝 帯広市 委託 十勝障がい者相談支援センター 080-0025
北海道帯広市西十五条南１６丁目２－４　十勝障がい者サポートハウス
イランカラプテ

0155-28-7599 0155-28-7646 月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　十勝障がい者支援センター

203 十勝 帯広市 直営 帯広市　障害福祉課 080-8670北海道帯広市西5条南7丁目1番地 0155-65-4148 0155-23-0163 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

204 十勝 帯広市 直営 障害者生活支援センター 080-0808北海道帯広市東8条南13丁目1番地 0155-25-9701 0155-25-9703 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

205 十勝 音更町 委託 晩成学園 080-0343北海道河東郡音更町東士狩西６線４７ 0155-42-4703 0155-42-4705 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　音更晩成園

206 十勝 音更町 委託 帯広生活支援センター 080-0016北海道帯広市西六条南６丁目３　ソネビル２階 0155-23-6703 0155-23-6703 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　慧誠会

207 十勝 音更町 委託 居宅介護支援事業所きらきらはうす 080-0104北海道河東郡音更町新通４丁目１番地８ 0155-42-0742 0155-42-4740 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　地域で一緒に暮らそう会

208 十勝 音更町 委託 更葉園 080-0106北海道河東郡音更町東通13丁目3 0155-42-2236 0155-42-2237 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　更葉園

209 十勝 音更町 委託 居宅介護支援事業所ぽかぽかはうす 080-0318北海道河東郡音更町緑陽台南区24番地16 0155-30-3235 0155-30-3235 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く） 特定非営利活動法人　きらりスマイル音更の会

210 十勝 音更町 直営 音更町指定相談支援事業所 080-0198北海道河東郡音更町元町２番地　音更町役場民生部福祉課 0155-42-2111 0155-42-5160 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

211 十勝 士幌町 直営 士幌町　保健福祉課 080-1200北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地　士幌町総合福祉センター 01564-5-2188 01564-5-2127 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

212 十勝 上士幌町 直営 上士幌町　保健福祉課 080-1492北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地 01564-2-2111 01564-2-4637 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

213 十勝 鹿追町 直営 鹿追町　福祉課 081-0222北海道河東郡鹿追町東町4丁目2番地　鹿追町トリムセンター 0156-66-1311 0156-66-1818 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

214 十勝 新得町 委託 ケアプランセンターしんとく社協 081-0013
北海道上川郡新得町三条南３丁目５番地　新得町保健福祉センターなご
み

0156-64-0533 0156-64-0534 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　新得町社会福祉協議会

215 十勝 新得町 委託 十勝障がい者相談支援センター 080-0025帯広市西１５条南１６丁目２－４ 0155-28-7599 0155-28-7646 毎月第１．３木曜日（10:00～17:15）
新得町保健福祉センターにて相談
受付

特定非営利活動法人　十勝障がい者支援センター

216 十勝 清水町 直営 清水町　保健福祉課 089-0111北海道上川郡清水町南3条2丁目1番地　清水町保健福祉センター 0156-69-2222 0156-69-2223 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

217 十勝 芽室町 直営 芽室町　保健福祉課 082-0014北海道河西郡芽室町東４条４丁目５番地 0155-62-9724 0155-62-0121 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）
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218 十勝 中札内村 委託 中札内みのり園 089-1371北海道河西郡中札内村上札内基線３２２番地４ 0155-69-4545 0155-69-4646 月～金　8:15～17:15（祝日、年末年始を除く） 社会福祉法人　ポロシリ福祉会

219 十勝 中札内村 直営 中札内村　福祉課 089-1392北海道河西郡中札内村大通南2丁目3番地 0155-67-2311 0155-63-4172 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

220 十勝 更別村 直営 更別村　保健福祉課 089-1531北海道河西郡更別村字更別190番地１　福祉の里総合センター 0155-53-3000 0155-53-2111 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

221 十勝 大樹町 直営 大樹町　保健福祉課 089-2145
北海道広尾郡大樹町焼町8番地1　大樹町高齢者保健福祉推進センター
らいふ

01558-6-2111 01558-6-5121 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

222 十勝 広尾町 委託 広尾町社会福祉協議会相談支援事業所 089-2622北海道広尾郡広尾町公園通南４丁目１番地 01558-2-4110 01558-2-4258
来所：月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　広尾町社会福祉協議会

223 十勝 広尾町 直営 広尾町　保健福祉課 089-2692北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1番地1 01558-2-2111 01558-2-6662 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

224 十勝 幕別町 委託 指定相談支援事業所「ひまわりの家」 089-0541北海道中川郡幕別町札内青葉町185番地 0155-66-4509 0155-66-4509 月～金　10:00～17:00（祝日、夏季休暇、年末年始を除く） 特定非営利活動法人幕別町手をつなぐ親の会

225 十勝 幕別町 委託 ミラータイム 089-0542北海道中川郡幕別町札内春日町297番地の49 0155-66-4681 0155-66-4682 月～金　8:30～17:30（年末年始を除く） 特定非営利活動法人ミラーターム

226 十勝 幕別町 直営 幕別町　福祉課 089-0611北海道中川郡幕別町新町122番地の1　幕別町保健福祉センター 0155-54-3811 0155-54-3839 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

227 十勝 池田町 直営 池田町　保健福祉課 083-0023北海道中川郡池田町字西3条5丁目2番地7　池田町保健センター 015-572-2100 015-572-2862 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

228 十勝 豊頃町 直営 豊頃町　福祉課 089-5392北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地 015-574-2214 015-574-3712 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

229 十勝 本別町 委託 インクルード 089-3321北海道中川郡本別町上本別10
0156-22-4148
090-5984-9088

0156-22-4148
一般電話　12:00～17:00
携帯電話　休日、夜間等を含む24時間、365日対応可

児童・発達障がい、ひきこもり等 特定非営利活動法人　インクルード

230 十勝 本別町 委託 本別町社会福祉協議会 089-3325本別町西美里別6-15 0156-22-8320 0156-22-5565 月～金　8:30～17:30（祝日、年末年始を除く） 障がい者全般 社会福祉法人本別社会福祉協議会

231 十勝 本別町 直営 本別町総合ケアセンター 089-3325北海道中川郡本別町西美里6－15 0156-22-8520 0156-22-6811 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く） 障がい者全般

232 十勝 本別町 直営 本別町健康管理センター 089-3334本別町北６丁目１１－４ 0156-22-2219 0156-22-2916 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く） 児童・精神障がい等（障害者全般）

233 十勝 足寄町 直営 足寄町　福祉課 089-3797北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1 0156-25-2141 0156-25-9201 月～金　8:35～17:05（祝日、年末年始を除く）

234 十勝 陸別町 直営 陸別町保健福祉センター 089-4312北海道足寄郡陸別町字陸別東2条3丁目2番地 0156-27-8001 0156-27-8002 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

235 十勝 浦幌町 直営 浦幌町　保健福祉課 089-5621北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1　浦幌町保健福祉センター 015-576-5111 015-576-5222 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

236 釧路 釧路市 委託 自立センター 085-0006北海道釧路市双葉町17番18 0154-65-6500 0154-65-6470 24時間、365日対応可 社会福祉法人釧路のぞみ協会

237 釧路 釧路市 委託 地域支援センター　つばさ 085-0044北海道釧路市川端町４番２２号 0154-24-5355 0154-24-5355
月～金　9：00～17：00
（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人音別憩いの郷

238 釧路 釧路市 委託 地域生活支援センター・ハート釧路　障害者相談支援事業所 085-0034北海道釧路市白金町2番14号 0154-32-7400
0154-32-7400
0154-32-7421

来所：月～金　9：00～17：00
電話：24時間、365日対応可

社会福祉法人釧路恵愛協会

239 釧路 釧路市 直営 釧路市　障がい福祉課 085-8505北海道釧路市黒金町7丁目5番地 0154-23-5151 月～金　8:50～17:20（祝日、年末年始を除く）

240 釧路 釧路町 委託 地域生活支援センター・ハート釧路　障害者相談支援事業所 085-0034北海道釧路市白金町2番14号 0154-32-7400 0154-32-7400
来所：月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人釧路恵愛協会

241 釧路 厚岸町 委託 地域生活支援センター・ハート釧路　障害者相談支援事業所 085-0034北海道釧路市白金町2番14号 0154-32-7400 0154-32-7400
来所：月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人釧路恵愛協会

242 釧路 浜中町 委託 地域生活支援センター・ハート釧路　障害者相談支援事業所 085-0034北海道釧路市白金町2番14号 0154-32-7400 0154-32-7400
来所：月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人釧路恵愛協会

243 釧路 標茶町 委託 地域生活支援センター・ハート釧路標茶町地域活動支援センター 088-2312北海道川上郡標茶町川上5丁目17番地 015-485-1514 015-485-1514 毎日　8:45～17:30 社会福祉法人釧路恵愛協会

244 釧路 弟子屈町 直営 弟子屈町　保健福祉課 088-3292北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 015-482-2935 015-482-2696 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

245 釧路 鶴居村 直営 鶴居村　住民課 085-1203北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地 0154-64-2113 0154-64-2577 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始除く）

246 釧路 白糠町 委託 地域生活支援センター・ハート釧路　障害者相談支援事業所 085-0034北海道釧路市白金町2番14号 0154-32-7400 0154-32-7400
来所：月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間365日対応可

社会福祉法人釧路恵愛協会

247 根室 根室市 委託
根室圏域障がい者総合相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　「あくせす根室」

086-1110北海道標津郡標津町中標津町西10条南9丁目 0153-73-3178 0153-73-3179
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　北海道社会福祉事業団

248 根室 根室市 直営 根室市　介護福祉課　福祉担当 087-8711北海道根室市常盤町2丁目27番地 0153-23-6111 0153-29-2266 月～金　9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

249 根室 別海町 委託
根室圏域障がい者総合相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　「あくせす根室」

086-1110北海道標津郡標津町中標津町西10条南9丁目 0153-73-3178 0153-73-3179
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　北海道社会福祉事業団

250 根室 別海町 直営 別海町　福祉課　社会・福祉がい福祉担当 086-0205北海道野付郡別海町別海常盤町280番地 0153-75-2111 0153-75-2773 月～金　8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

251 根室 中標津町 委託
根室圏域障がい者総合相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　「あくせす根室」

086-1110北海道標津郡標津町中標津町西10条南9丁目 0153-73-3178 0153-73-3179
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　北海道社会福祉事業団

252 根室 中標津町 直営 中標津町　福祉課　福祉支援係 086-1197北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地 0153-73-3111 0153-73-5333 月～金　8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

253 根室 標津町 委託
根室圏域障がい者総合相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　「あくせす根室」

086-1110北海道標津郡標津町中標津町西10条南9丁目 0153-73-3178 0153-73-3179
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　北海道社会福祉事業団

254 根室 標津町 直営 標津町保健福祉センター 086-1631北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1－2号 0153-82-1515 0153-82-1530 月～金　8:30～18:00（祝日、年末年始を除く）

255 根室 羅臼町 委託
根室圏域障がい者総合相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　「あくせす根室」

086-1110北海道標津郡標津町中標津町西10条南9丁目 0153-73-3178 0153-73-3179
来所：月～金　9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
電話：24時間３６５日対応可

社会福祉法人　北海道社会福祉事業団


