
NO.1

№ 法人名 所属部会 施設・事業種別 施設名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ

1 （NPO）ミナミナの会 就労支援部会 就労継続支援B型 と・わーくベーカリー 068-0005 岩見沢市5条東11丁目55 0126-35-1580 0126-35-1588

2 （NPO）ミナミナの会 生活支援部会
地域生活支援事業
指定一般相談支援事業
指定特定相談支援事業

南空知地域生活支援センターりら 068-0835
岩見沢市緑が丘4丁目183番地4
カレッジハウス

0126-35-1616 0126-35-5880

3 （株）ジューヴル 就労支援部会 就労継続支援B型 patisserie空香 068-0026 岩見沢市６条西１丁目４番地３ 0126-35-1945 0126-35-1946

4 （社福）くるみ会 生活支援部会 地域生活支援事業 地域生活支援センターぽぽろ 073-0161 砂川市西1条北5丁目1-17 0125-55-3101 0125-55-3102

5 （社福）揺籃会 生活支援部会
相談支援事業
地域生活支援事業

北空知障がい者支援センターあっぷる 074-0003 深川市3条18番36号 0164-22-1798 0164-22-1797

6 （医社）五稜会病院 居住支援部会 グループホーム 邑萌寮 002-8029 札幌市北区篠路9条6丁目2-3 011-771-5660 011-771-5687

7
（医社）大蔵会
札幌佐藤病院

居住支援部会 共同生活援助 前田記念グループホーム「翔」 007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目11-14 011-789-6601 011-789-6602

8
（社福）さっぽろひかり
福祉会

就労支援部会
就労継続支援A型
就労継続支援B型

ひかり工房 065-0033 札幌市東区北33条東14丁目5-1 011-733-3774 011-731-0211

9
（社福）さっぽろひかり
福祉会

生活支援部会
札幌市障がい者
相談支援事業

あさかげ生活支援センター 065-0033 札幌市東区北33条東14丁目5-1 011-733-3774 011-731-0211

10
特定医療法人
さっぽろ悠心の郷

居住支援部会 グループホーム 悠々の里 005-0853 札幌市南区常盤3条1丁目7-3 011-594-7789 011-593-9055

11 （医）資生会 居住支援部会 宿泊型自立訓練 自立訓練施設 蓮げ荘 066-0003 千歳市都756番地21 0123-40-2220 0123-26-2120

12 （社福）晃裕会 居住支援部会 グループホーム 青葉の郷 066-0068 千歳市蘭越10-37 0123-23-7772 0123-21-9552

13 （社福）せらぴ 生活支援部会
相談支援事業
地域活動支援センター

千歳地域生活支援センター 066-0041 千歳市清水町4丁目15-1 0123-40-6323 0123-40-6004

14 （社福）せらぴ 就労支援部会 就労継続支援B型 就労支援センターOm-net 066-0027 千歳市末広4丁目1-13 0123-25-6539 0123-25-6613

15 （社福）塩谷福祉会 居住支援部会 自立訓練（生活訓練） 自立訓練事業せせらぎ 048-2672 小樽市塩谷4丁目72番地 0134-26-1098 0134-26-2440

北海道精神障害者社会福祉事業協議会　会員名簿
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16 （社福）塩谷福祉会 居住支援部会 グループホーム グループホーム幸ほか 047-0037 小樽市幸3丁目34-2 0134-61-7737 0134-61-7732

17
（NPO）しりべし圏域総
合支援センター

生活支援部会 相談支援事業 しりべし圏域総合支援センター 046-0003 余市町黒川町10丁目3番地8 0135-48-5900 0135-48-5901

18
特定医療法人社団
千寿会

生活支援部会 相談支援事業 室蘭市相談支援センターらん 051-0011
室蘭市中央町2丁目7番地13
室蘭中央町米塚ビル4F

0143-22-3300 0143-22-3366

19
社会医療法人
こぶし

居住支援部会 グループホーム 遊友荘 053-0053 苫小牧市柳町4丁目12-21 0144‐57‐8812 0144-53-6612

20
（NPO）紙風船とまこま
い

就労支援部会 多機能型事業所 就労サポートセンター紙風船 053-0053 苫小牧市柳町4丁目12-21 0144-53-6611 0144-53-6612

21 （社福）せらぴ 就労支援部会 就労継続支援B型 CARE CENTER アルドール 053-0816 苫小牧市日吉町4丁目1番8号 0144-75-2201 0144-72-4700

22 （社福）せらぴ 就労支援部会
就労移行支援
就労継続支援B型

就労支援センターまろにえ 053-0805 苫小牧市新富町1丁目3-16 0144-71-1531 0144-84-1186

23 （社福）せらぴ 生活支援部会
相談支援事業
地域活動支援センター

苫小牧地域生活支援センター 053-0805 苫小牧市矢代町3丁目3-3 0144-75-2808 0144-75-2815

24 (社福)せらぴ 就労支援部会 就労継続支援B型
就労支援センター
Snowdrop・Clover

053-0816 苫小牧市日吉町4丁目2-20 0144-84-7322 0144-84-7322

25
特定医療法人社団
千寿会

居住支援部会
外部サービス利用型
共同生活援助

アザリア・あじさい 059-0463 登別市中登別町141-5 0143-83-0311 0143-83-0311

26
特定医療法人社団
千寿会

居住支援部会
外部サービス利用型
共同生活援助

カワセミ・ヤマセミ 059-0463 登別市中登別町141-5 0143-83-0710 0143-83-0710

27
特定医療法人社団
千寿会

就労支援部会
就労移行支援
就労継続支援Ｂ型

就労支援センターピアチェーレ 059-0463 登別市中登別町24-120 0143-83-3210 0143-83-0001

28 （社福）タラプ 居住支援部会

就労継続支援B型
自立訓練（生活訓練）
宿泊型自立訓練
短期入所

障害福祉サービス事業所
i・box

052-0012 伊達市松ヶ枝町246-6 0142-22-8008 0142-22-8009

29 （社福）浦河べてるの家 就労支援部会 就労支援事業 べてるの家 057-0024 浦河町築地3-5-21ニューべてる内 01462-2-5612 01462-2-4707

30 （社福）函館恭北会 生活支援部会
相談支援事業
地域生活支援事業

函館地域生活支援センター 042-0935 函館市駒場町9番24号 0138-54-6757 0138-54-6811
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31 （社福）函館恭北会 居住支援部会 自立訓練（生活訓練） トータスホーム 042-0903 函館市東畑町141番地13 0138-58-1982 0138-58-1983

32 （社福）函館恭北会 就労支援部会 就労支援事業 ラビットファーム 042-0903 函館市東畑町141番地13 0138-58-1981 0138-58-1983

33
（社福）道北センター
福祉会

就労支援部会 就労継続支援B型 道北ワークセンター 096-0006 名寄市東6条南9丁目109 01654-3-8831 01654-9-2834

34
（社福）道北センター
福祉会

居住支援部会 自立訓練（生活訓練）
自立訓練（生活訓練）事業所
緑ヶ丘

096-0006 名寄市東6条南9丁目109 01654-3-8831 01654-9-2834

35
（社福）道北センター
福祉会

生活支援部会
相談支援事業
地域生活支援事業

道北地域生活支援センター
いきぬき

096-0011 名寄市西1条南8丁目19番地2 01654-9-4365 01654-9-4366

36
（社福）エクウエート
富良野

就労支援部会 就労継続支援B型
Mutual Support Center
ラベンダーの郷

076-0035 富良野市学田三区 0167-22-2043 0167-22-2043

37 （社福）北の大地 生活支援部会
相談支援事業
地域活動支援センター

地域生活支援センター
サポートネット北見

090-0029 北見市北9条東1丁目14番地 0157-31-3399 0157-31-3340

38 （NPO）さわやか 生活支援部会 相談支援事業 099-0404 遠軽町大通北4丁目2-95 0158-42-8455 0158-42-8455

39
（NPO）十勝障害者
サポートネット

就労支援部会 就労継続支援B型事業 ワークサロン虹 080-0025 帯広市西15条南16丁目2-4 0155-25-5987 0155-67-5891

40
（NPO）十勝障害者
サポートネット

居住支援部会 共同生活援助 新未来荘 080-0025 帯広市西15条南16丁目2-4 0155-25-5987 0155-67-5891

41 （社福）慧誠会 就労支援部会
就労移行支援
就労継続支援B型
自立訓練（生活訓練）

帯広ケア・センター 089-1182 帯広市川西町西1線47-2 0155-59-2739 0155-59-2990

42 （社福）慧誠会 生活支援部会
相談支援事業
地域生活支援事業

帯広生活支援センター 080-0017
帯広市西6条南6丁目3
ソネビル2F

0155-23-6703 0155-23-6703

43 （社福）慧誠会 居住支援部会

自立訓練（生活訓練）
通所型・訪問型
自立訓練宿泊型
生活介護　自立生活援助

多機能型事業所　稲田館 080-0023 帯広市西13条南40丁目1-13 0155-67-1881 0155-67-1878

44 （有）サハスネット 居住支援部会 グループホーム グループホームサハス 085-0033 釧路市若松町14-11 0154-22-2880 0154-22-2880

45 （有）サハスネット 生活支援部会
相談支援事業
地域生活支援事業

相談支援事業所サハス
地域生活支援センターサハスネッ
ト

085-0033
釧路市若松町19-13
クレイトンハウスK106号

0154-22-2277 0154-22-2277
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46 (NPO)さはみす 就労支援部会
就労継続支援B型
就労継続支援A型

就労継続支援B型作業所さはみす 085-0033 釧路市若松町14-11 0154-68-5532 0154-68-5568

47
一般社団法人
ソーシャルカフェ

生活支援部会 相談支援事業 ソーシャルカフェ 085-0033 釧路市若松町14-11 0154-65-1124 0154-65-1124

48 （社福）釧路恵愛協会 就労支援部会 就労継続支援Ｂ型 いずみの里 084-0922 釧路市北斗76-5 0154-56-2633 0154-56-2634

49 （社福）釧路恵愛協会 生活支援部会 相談支援事業
地域生活支援センターハート釧路
釧路市地域活動支援センター

085-0034 釧路市白金町2番14号 0154-32-7400 0154-32-7400

50 （社福）釧路恵愛協会 就労支援部会 地域活動支援センター
地域生活支援センターハート釧路
浜中町地域活動支援センター

088-1401 浜中町榊町362 0153-64-3310 0153-64-3311

51 （社福）釧路恵愛協会 就労支援部会 地域活動支援センター
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 標茶町川上5-17 015-485-1514 015-485-1514

52 （社福）釧路恵愛協会 居住支援部会 グル―プホーム
地域生活支援センターハート釧路
グループホーム・ケアホーム標茶

088-2313 標茶町常磐8丁目2番 0154-32-7400 0154-32-7421


