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.

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
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
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
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

備

考

法人(設置者)名

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

網走

津別町

社会福祉法人 北陽会
株）エムリンク

月～金 9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）

月～金 9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
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

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

月～金 8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）
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
社会福祉法人 北の大地

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

0152-23-6670

月～金 8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

13

網走

斜里町

直営 斜里町 保健福祉部福祉課

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
099-4117
0152-22-2500
ると21

14

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

15

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）

16

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

17

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

18

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

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
0158-46-2020
099-0403
んき２１
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
0158-46-2020
099-0403
んき２１

社会福祉法人 川東の里

月～金 8:45～17:30（祝日、年末年始を除く）

0158-46-2080

月～金 8:30～17:30（祝日、年末年始を除く）
24時間、365日対応可
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
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
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
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
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

19

網走

佐呂間町

委託 相談支援室ま～ぶる

20

網走

遠軽町

委託 相談支援室ま～ぶる

21

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

22

網走

湧別町

委託 相談支援室ま～ぶる

099-0403

23

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

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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）

0158-46-2080

0158-42-7748

0158-42-7748

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
0158-46-2020
んき２１

0158-46-2080

特定非営利活動法人 さわやか
社会福祉法人 北光福祉会
社会福祉法人 北光福祉会
特定非営利活動法人 さわやか
社会福祉法人 北光福祉会
特定非営利活動法人 さわやか

月～金 8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）
月～金 8:30～17:15（祝日、年末年始を除く）

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

