市町村が実施主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
No.
1
2

圏域

市町村名

石狩

札幌市

石狩

札幌市

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
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）

011-622-1118

011-622-1073

委託 相談室 ぽぽ

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
064-0808
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
社会福祉法人 はるにれの里
社会福祉法人 麦の子会

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

4

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）

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）

札幌市

法人(設置者)名

060-0042 北海道札幌市中央区大通西１９丁目WEST１９ ５Ｆ

3

石狩

考

委託 地域生活支援センターさっぽろ

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）

5

備

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

札幌市

社会福祉法人 さっぽろひかり福祉会
相談室直通 011-879-5522（内線
社会福祉法人 北翔会
215）

6

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）

7

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

8

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

9

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

10

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

11

石狩

札幌市

委託 ますとびぃー

12

石狩

札幌市

委託 ベガ

13

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」

14

石狩

札幌市

委託 相談室すきっぷ

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

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
006-0812
011-694-5444
号室
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 ４０
006-0022
011-686-0502
２号室
063-0062 札幌市西区西町南１８丁目２－１稲嶺ビル１F

011-676-0733

011-894-3899
011-694-5444
011-686-0502

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）
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）
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）

特定非営利活動法人 わーかーびぃー
社会福祉法人 朔風
医療法人 澤山会 手稲病院

011-676-0734

月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始を除く）

社会福祉法人 札幌療育会
財団法人 江別市在宅福祉サービス公社

15

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）

16

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）

17

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）

18

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

19

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

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）
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

相談専用 050-3082-3005

社会福祉法人 アンビシャス

特定非営利活動法人たねっと
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
社会福祉法人 恵庭光風会

20

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

21

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

22

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
0133-72-6137
りんくる

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
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
社会福祉法人 新篠津福祉会

23

石狩

当別町

24

石狩

新篠津村

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

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）

