
学校 設  置  者  名

No. 理事長(代表者)名

（札幌市）　計 78 校　〔学26　準学43　社 3　財 1　他 5〕 休校 3 　　　　　 ０１１

4-1 北海道農業専門学校 062-0052 札幌市豊平区月寒東2条14丁目 学校法人八紘学園 野　英二 ○農業科(2) 70　　　 昭51. 7.31 851-8236

1-34 　　桑原　眞人

7-1 宮島学園北海道ファッション 001-0015 札幌市北区北15条西4丁目2-1 学校法人宮島学園 長渕　脩 ○服飾研究科(3) 120　　○販売速成科(1) 40 昭51. 7.31 736-0274

専門学校 　　諏訪　雅英 ○服装総合科(2) 80

7-2 宮島学園北海道調理師専門学校 001-0015 札幌市北区北15条西4丁目2-1 学校法人宮島学園 長渕　脩 ○調理総合科(2) 80 昭51. 7.31 712-2525

　　諏訪　雅英 ○調理速成科(1) 40

7-3 宮島学園北海道製菓専門学校 005-0801 札幌市南区川沿1条1丁目3-82 学校法人宮島学園 山下　彰 ○製菓総合科(2) 160 平10. 2.26 578-2525

　　　　　　　　　 　　諏訪　雅英 ○スイーツ専科(1) 40

11-1 札幌情報未来専門学校 060-0005 札幌市中央区北5条西13丁目1 学校法人桑園学園 小　林　　　仁 ○インフォメーションテクノロジー学科(2) 60 昭51.10. 1 231-7085

　　小松　妃呂美 ○ＩＴシステムエンジニア学科(3) 60

12-1 光塩学園調理製菓専門学校 060-0042 札幌市中央区大通西14丁目1 学校法人光塩学園 髙　橋　俊　介 ○調理科(1) 40  　　　 ○調理技術専攻科(2) 160 昭51.10.16 221-3355

　　南部ﾕﾝｸｲｱﾝしず子 ○製菓技術専攻科(2) 160

※短大、幼稚園 □＊調理科(1.5) 80　  ○製菓衛生師科(1) 40

16-1 せいとく介護こども福祉 064-0811 札幌市中央区南11条西8丁目2-47 学校法人成徳学園 野　村　昌　昭 ○介護福祉科(2) 160　   　 昭51.12.15 512-1321

専門学校 　　髙田　研司 ○こども福祉科(2) 160

17-1 北海道文化服装専門学校 062-0904 札幌市豊平区豊平4条8丁目1-7 学校法人谷内学園 谷　内　眞佐子 ○ファッションクリエイト学科(2) 160 昭51. 7.31 811-0101

　　谷内　眞佐子 ○ファッション研究科(1) 30

18-1 札幌どうぶつ専門学校 060-0001 札幌市中央区北1条西19丁目2-7 学校法人高橋学園 武　田　美千子 ○犬の美容学科(2) 20　　 　○動物看護学科(2) 20 平16. 7. 5 623-1121

　　高橋　淑子 ○ペットライフ学科(2) 20 　○専攻科(1)10

19-1 札幌医療リハビリ専門学校 060-0806 札幌市北区北6条西1丁目3-1 学校法人都築教育学園 佐　藤　正　輝 ○理学療法学科(3）120　　　○作業療法学科(3）90 平11. 2.10 716-0555

　　都築　美紀枝 ○＊理学療法学科(4) 120　　○＊作業療法学科(4) 120

※大学

21-1 札幌医学技術福祉歯科専門学校 064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1289-5 学校法人西野学園 天　田　光　彦 ○臨床検査技師科(3) 240　　○介護福祉士科(2) 80 昭57. 3.19 513-2111

　　前鼻　英蔵 ○理学療法士科(3) 120

○臨床工学技士科(3) 120　　○言語聴覚士科(3) 120

※幼稚園 ○歯科衛生士科(3) 150　    ○作業療法士科(3) 120

21-3 札幌心療福祉専門学校 064-0822 札幌市中央区北2条西20丁目2-28 学校法人西野学園 熊　谷　修　司 ○精神保健福祉科(3) 120 平 8.11.28 643-8241

　　前鼻　英蔵

※幼稚園

21-5 札幌リハビリテーション 060-0004 札幌市中央区北４条西19丁目1-3 学校法人西野学園 田　尻　勝　敏 ○理学療法士科(4) 160　 平13. 3.30 616-2221

専門学校 　　前鼻　英蔵 ○作業療法士科(4) 160

※幼稚園

25-1 修学院札幌調理師専門学校 064-0918 札幌市中央区南18条西10丁目 学校法人修学院 伊　藤　　　薫 ○調理師科(2) 60　　　　　○調理師科(1) 60 昭51. 7.31 531-4455

  　伊藤　　薫

29-2 札幌ファッションデザイン 064-0801 札幌市中央区南1条西22丁目1-1 学校法人浅井学園  浅　井　学 ○ファッション総合学科(2) 60 昭51. 8.18 618-1939

専門学校DOREME 　　浅井　洋子 ○専攻科(1) 20 　　

※幼稚園 ○＊夜間科(1) 20 

31-1 経専調理製菓専門学校 062-0933 札幌市豊平区平岸3条2丁目4-20 学校法人経専学園 中　田　靖　泰 ○調理師専攻科(2) 240 昭51. 7.31 823-9636

　　倉田　　惠 ○製菓パティシエ科(2) 160

○専修学校

設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―1―
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No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

31-2 経専音楽放送芸術専門学校 062-0933 札幌市豊平区平岸3条2丁目4-29 学校法人経専学園 中　田　靖　泰 ○音楽･放送芸術科(2) 420 昭51. 7.31 821-2155

　　山本　　清

31-3 経専北海道どうぶつ専門学校 005-0003 札幌市南区澄川3条6丁目4-3 学校法人経専学園 中　田　靖　泰 ○ペットプロデュース学科(2) 180 昭54. 3. 1 823-0111

　　倉田　　惠

31-4 経専北海道保育専門学校 005-0004 札幌市南区澄川4条4丁目1-1 学校法人経専学園 中　田　靖　泰 ○こども未来学科(3) 120 昭55.11. 5 812-9626

　　倉田　　惠 ○こども学科(2)　240

31-5 経専医療事務薬業専門学校 005-0003 札幌市南区澄川3条6丁目4-3 学校法人経専学園 中　田　靖　泰 ○医療事務学科(2) 140     平21. 6.12 837-0100

　　倉田　　惠 ○薬業学科(2) 60

31-6 経専北海道観光専門学校 005-0003 札幌市南区澄川3条6丁目4-3 学校法人経専学園 中　田　靖　泰 ○観光サービス学科(2) 300 平21. 6.12 837-0200

　　倉田　　惠

38-1 北海道理容美容専門学校 064-0802 札幌市中央区南2条西20丁目1-1 学校法人北光学園 原　井　信　幸 ○理容科(2) 80　　　　 昭52. 2.28 641-0221

    藤原　國明 ○美容科(2) 240

40-2 吉田学園情報ビジネス専門学校 065-0015 札幌市東区北15条東6丁目3-1 学校法人吉田学園 橋　本　直　樹 ○情報システム学科(2) 80　　○ゲーム学科(2) 60 昭61.12. 2 711-6311

　　吉田　松雄 ○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ学科(2)60　○ゲームスペシャリスト学科(3) 90

○ビジネスキャリア学科(1) 20　〇AIシステム学科(2)60

※大学

40-3 吉田学園動物看護専門学校 065-0016 札幌市東区北16条東5丁目4-7 学校法人吉田学園 本　間　敦　志 ○動物看護学科(2) 72 平14.11.21 712-1633

　　吉田　松雄 ○トリマー専攻科(1) 18

※大学 ○トリマー学科(2) 60

40-4 北海道スポーツ専門学校 065-0011 札幌市東区北11条東6丁目1-30 学校法人吉田学園 滝  本  　玲 ○スポーツ健康学科(2) 120 平 4.12. 4 753-7073

　　吉田　松雄 ○スポーツトレーナー学科(3) 210

※大学

40-5 専門学校北海道福祉・保育 060-0063 札幌市中央区南3条西1丁目15 学校法人吉田学園 吉　田　克　彦 ○社会福祉学科(4) 120　　　○介護福祉学科(2) 80 平 7. 4. 1 272-6085

大学校 　　吉田　松雄 ○保育未来学科(2) 100

※大学

40-6 専門学校北海道リハビリテーション 060-0063 札幌市中央区南3条西1丁目15 学校法人吉田学園 河　原　範　毅 ○理学療法学科(4) 240　 平 8. 4. 1 272-3364

大学校 　　吉田　松雄 ○作業療法学科(4) 160

※大学 〇言語聴覚学科（3）120

40-8 専門学校北海道自動車整備 007-0892 札幌市東区中沼西2条1丁目15-15 学校法人吉田学園 吉　田　孝　弘 ○一級自動車整備学科(4) 160 平14. 2. 6 792-3922

大学校 　　吉田　松雄 ○二級自動車整備学科(2) 120

※大学

40-10 吉田学園医療歯科専門学校 060-0063 札幌市中央区南3条西1丁目11-1 学校法人吉田学園 大　山　節　夫 ○救急救命学科(3) 300　　　○臨床工学学科(3) 120 平19. 3.27 272-3030

　　吉田　松雄 ○視能訓練学科(3) 150　　　○歯科衛生学科(3) 150

○歯科技工学科(2) 70       ○医療事務クラーク学科(2) 80

※大学 ○臨床検査学科(3) 120

40-11 吉田学園公務員法科専門学校 060-0063 札幌市中央区南3条西1丁目15番地 学校法人吉田学園 河　原　範　毅 ○公務員学科(2)　148 令2.4.1 742-3411

　　吉田　松雄 ○公務員学科(1)　37

※大学

42-1 大原簿記情報専門学校札幌校 060-0806 札幌市北区北6条西8丁目8 学校法人大原学園 渡　邉　良　憲 ○ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱ１年制学科(1) 40   ○ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱ２年制学科(2) 160   昭61.12. 2 707-0088

　　中川　和久 ○ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科(2)  80　 

○情報システム学科(2) 80

※大学、高校、幼稚園 ○会計システム２年制学科(2) 80 ○会計システム４年制学科(4) 80

42-2 大原医療福祉専門学校 060-0806 札幌市北区北6条西8丁目3 学校法人大原学園 渡　邉　良　憲 ○医療事務１年制学科(1) 40   ○医療事務２年制学科(2) 240 平11. 3. 1 716-0294

　　中川　和久 ○介護福祉学科(2) 80　     　○＊幼児保育夜間学科(3) 120

※大学、高校、幼稚園

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―2―
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42-3 大原法律公務員専門学校 060-0806 札幌市北区北6条西8丁目8 学校法人大原学園 渡　邉　良　憲 ○法律行政１年制学科(1) 120 平13.12.19 707-0088

　　中川　和久 ○法律行政２年制学科(2) 400

※大学、高校、幼稚園

43-1 札幌ベルエポック製菓調理 060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3－4 学校法人滋慶学園 池　田　尚　志 ○製菓・製パン・ショコラ科(2) 160　○製菓・調理師科(2) 160 平14. 3.15 261-0141

ウェディング専門学校 　　浮舟　邦彦 〇カフェ科（2）80　○ウェディング科(2) 80

○スイーツ・フード実践科(2) 80

43-2 札幌ベルエポック美容専門学校 060-0031 札幌市中央区北1条東1丁目7-1 学校法人滋慶学園 池　田　尚　志 ○美容師科(2) 240　　　　　　　　 平16.12. 3 219-6272

　　浮舟　邦彦 ○トータルビューティ科(2) 80　 　 ○ヘアメイク科(2) 120

43-7 札幌看護医療専門学校 004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1番5号学校法人滋慶学園 大　堀　克　己 〇看護学科（3）240　　　〇視能訓練士学科（3）120 令3.3.12 801-8343

　　浮舟　邦彦 〇歯科衛生士学科（3）120　　〇臨床工学技士学科（3）120

44-1 札幌医療秘書福祉専門学校 060-0042 札幌市中央区大通西18丁目1-8 学校法人三幸学園 中　村　　淳 ○歯科ｱｼｽﾀﾝﾄ科(1) 40　　   　 昭62.12.24 641-0865

　　昼間　一彦 ○医療事務科(1) 60　　     ○介護福祉科(2) 120

○医療保育科(3) 120　　　　○医療秘書科(2) 400

※大学 ○診療情報管理士科(3) 120　○くすりアドバイザー科(2) 80

44-2 札幌ビューティーアート 060-0042 札幌市中央区大通西9丁目1-12 学校法人三幸学園 伊　藤　新　一 ○美容科(2) 210　　 　○トータルビューティ科(2) 130　 平14. 3.29 232-3230

専門学校 　　昼間　一彦       ※大学 ○ヘアメイク(2) 70 　 ○美容研究科(1)35　○エステティック科(2)70　　　

44-3 札幌スポーツアンドメディカル 060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目11-1 学校法人三幸学園  井　口　郁　將 ○健康スポーツ科(2) 76　　○スポーツトレーナー科(2) 76 平16. 7. 5 233-3555

専門学校 　　昼間　一彦 ○スポーツ保育科(3) 114　 ○アスレティックトレーナー科(3) 114

○鍼灸科(3) 81　          ○＊鍼灸科(3) 81

※大学 ○柔整科(3) 81　          ○スポーツインストラクター科(2)76

44-4 札幌こども専門学校 060-0001 札幌市中央区北１条西19丁目1-10 学校法人三幸学園 中　村　　淳 ○保育科(2) 240 平19. 3 .2 616-2111

　　昼間　一彦 ○こども総合学科(3) 360　 

※大学

44-5 札幌ブライダルアンドホテル 060-0042 札幌市中央区大通西9丁目1-11 学校法人三幸学園 伊　藤　新　一 ○ウェディングプランナー科(2) 120 ○ホテルエアトラベル科(2) 80 平20.11.12 232-3334

観光専門学校 　　昼間　一彦       ※大学 ○ブライダルヘアメイクアンドドレス科(2) 120

44-6 札幌スイーツアンドカフェ 060-0061 札幌市中央区南１条西8丁目11-2 学校法人三幸学園 工　藤　高　司 ○スイーツパティシエ科(2) 160 平24.12.7

専門学校 　　昼間　一彦       ※大学

47-1 北海道芸術デザイン専門学校 001-0024 札幌市北区北24条西8丁目1-12 学校法人美専学園 根　上　和　也 ○産業デザイン学科(2) 320　　　　○環境デザイン学科(2)100 昭51. 4. 1 756-0777

　　増田　涼平 ○ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科(2) 80　　　○建築デザイン学科(2) 60

△＊総合デザイン造形科(2) 80

47-2 北海道医薬専門学校 001-0024 札幌市北区北24条西6丁目2-10 学校法人美専学園 金　田　英　司 ○薬業学科(2) 80　　     ○医療事務学科(2) 80 平 7.12.15 716-1950

　　増田　涼平 ○診療放射線学科(3) 120　 ○看護学科(3) 120　 ○保育学科(2) 40

48-1 札幌サウンドアート専門学校（休） 064-0801 札幌市中央区南1条西24丁目1-6 学校法人 稲　葉　英　夫 ○デジタルサウンド学科(2)　　○ステージスタッフ科(2) 昭62.12. 4

　LIGHT OF EARTH学園 ○ミュージックアート学科(2) 

　　加山　敬子

48-2 札幌お茶の水医療秘書歯科助手 064-0801 札幌市中央区南1条西24丁目1-6 学校法人 稲　葉　英　夫 ○医療秘書科(2) 　    　○医療保険事務科(1) 平 3. 3.16

専門学校（休） 　LIGHT OF EARTH学園 ○医療情報科(1)     　　○歯科アシスタント科(1)

　　加山　敬子 ○医療情報管理専攻科(1)

48-3 札幌お茶の水ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ 064-0801 札幌市中央区南1条西24丁目1-6 学校法人 稲　葉　英　夫 ○福祉ﾋﾞｼﾞﾈｽ科(2) 平 3. 3.16

専門学校（休） LIGHT OF EARTH学園

　　加山　敬子

222-6050

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―3―



学校 設  置  者  名

No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

49-1 札幌科学技術専門学校 060-0042 札幌市中央区大通西17丁目1-22 学校法人総合技術学園 児　玉　佳　範 ○自動車工学科(2) 240　 ○＊自動車工学科(3) 60　 昭62.12. 4 631-8811

    棚橋　邦雄 ○電気技術学科(2) 80　　○情報システム学科(2) 40

○建築技術学科(2) 40　　○バイオテクノロジー学科(2) 40

○海洋生物学科(2) 40    ○研究科建築技術(1) 10

○自然環境学科(2) 40　　□総合技術科(3) 150      

50-1 青山建築デザイン・医療事務 060-0005 札幌市中央区北5条西14丁目1-42 学校法人北海道鹿光学園 林 　晴 一 ○建築学科(2) 120　　　　○建築設計デザイン科(2) 60 昭62.12. 4 281-4155

専門学校   　鈴木　文子 ○医療事務学科(2) 40　 　○診療情報管理士専攻科(1) 15

52-1 北海道情報専門学校 003-0806 札幌市白石区菊水6条3丁目4-28 学校法人電子開発学園 関　　　信　仁 ○大学併修科(4) 160　  　　　　○システムエンジニア科(3) 240 昭52.10. 6 831-5511

                         　　松尾　　泰 ○ゲームクリエイタ科(3) 240　　○ＩＴシステム科(2) 160

○ゲームＷｅｂ科(2) 80

※大学 ○ビジネス科(2) 80

54-1 北海道鍼灸専門学校 063-0002 札幌市西区山の手2条6丁目 学校法人 川　浪　勝　弘 ○鍼灸科(3) 90 昭52.2.28 642-5051

北海道鍼灸専門学校 ○＊鍼灸科(3) 90

　　笠井　正晴

55-1 専門学校札幌デザイナー学院 060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3-12 学校法人北海道安達学園 澁　谷　俊　彦 ○総合デザイン学科(2)360　○総合デザイン研究学科(1)20 平元.11.28 272-2800

　　安達　保敏

55-2 北海道どうぶつ・医療専門学校 060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3-12 学校法人北海道安達学園 末　吉　良　任 ○ペット学科(2) 140　　　○トリマー学科(1) 30 平元.11.28 272-2811

　　安達　保敏 〇愛玩動物看護学科(3) 270

55-3 専門学校札幌ビジュアルアーツ 060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3-17 学校法人北海道安達学園 山　崎　五　郎 ○音響学科(2) 200　      ○ゲームクリエイティブ学科(2) 80 平11. 1.27 272-2822

　　安達　保敏 ○写真学科(2) 80　　

55-4 札幌マンガ・アニメ＆声優 060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3-31 学校法人北海道安達学園 副　田　護 ○マンガデザイン学科(2) 140　○アニメーションデザイン学科(2) 60 平19.11.13 272-2866

専門学校 　　安達　保敏 ○声優学科(2) 160   〇総合研究学科(1)10

55-5 札幌観光ブライダル・製菓 060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3-12 学校法人北海道安達学園 山　下　一　枝 ○エアライン学科(2) 160　  ○観光総合学科(2) 40 平23. 6.15

専門学校 　　安達　保敏 ○ホテル学科(2) 120　　　  ○ブライダル学科(2) 100

○製菓学科(2) 80　　　〇ホスピタリティマネジメント研究学科(1) 10 　　

60-1 札幌工科専門学校 007-0895 札幌市東区中沼西5条1丁目8-7 学校法人常松学園 三　上　敬　司 ○環境土木工学科(2) 50　○造園緑地科(2) 30 昭55.11. 5 791-5050

　  常松　  哲 ○測量情報科(1) 30　　　○環境土木・造園施工管理科(1) 30

61-1 明日佳幼児教育専門学校 063-0003 札幌市西区山の手3条2丁目5-5 学校法人小野寺学園 鈴　木　重　男 ○幼児保育学科(3) 120 昭51. 7.31 643-6666

　　小野寺　眞悟 ○こども保育学科(3) 90　　

63-1 北海道中央調理技術専門学校 062-0023 札幌市豊平区月寒西3条6丁目1-20 学校法人山口学園 山　口　伸　矢 ○調理師科(1) 50　　　 昭52. 2.28 856-0022

　　　　　　　　 　  山口　伸矢 ○調理技術専攻科(2) 100

66-1 北海道美容専門学校 060-0063 札幌市中央区南３条西10丁目 学校法人布川学園 布　川　耕　吉 ○美容科(2) 320　　　　　　　 〇ヘアメイク科(2) 80 昭51. 7.31 223-3100

　　　　　　　　 1004-3   　布川　耕吉 〇ビューティーエステ科(2) 60

67-1 専修学校代々木ｾﾞﾐﾅｰﾙ札幌校 060-0807 札幌市北区北7条西2丁目5 学校法人高宮学園 高  宮　英　郎 △国公立大学受験科(1) 720　　　 平15. 4. 1 0120-

　　　　　　　　  　  高宮  英郎 △私立大学受験科(1) 80 09-4305

68-1 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 060-0053 札幌市中央区南3条東4丁目1-24 学校法人札幌青葉学園 岩　倉　　　淳 ○鍼灸学科(3) 90 平15.12. 8 231-8989

　　岸野　雅方 ○柔道整復学科(3)210

○日本語学科(1)20　　○日本語学科(1.5)40　　○日本語学科(2)40

68-2 北海道歯科衛生士専門学校 060-0042 札幌市中央区大通西19丁目1-6 学校法人札幌青葉学園 吉　田　重　光 ○歯科衛生士学科(3) 150　   平19. 3.27 640-6100

　　岸野　雅方 ○＊歯科衛生士学科(3) 150

68-3 北海道看護専門学校 060-0062 札幌市中央区南2条西11丁目 学校法人札幌青葉学園 田　所　亮　一 ○看護学科(3) 240　   平24. 3. 7 200-7100

328-7 　　岸野　雅方

272-2821

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―4―
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No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

95-1 池上学院グローバルアカデミー 062-0906 札幌市豊平区豊平6条6丁目5-1 学校法人池上学園 池  上　喜重子 ○情報システム科(2) 20 　　○社会生活学科(2) 20     昭62. 2. 2 811-5515

専門学校     池上　喜重子 ○社会生活専攻科(1) 10　　 ○総合ゲーム学科(2) 40

○音楽療法学科３年制(3) 30　○研究科(1)10

　　　　　　　　※高校 ○音楽療法士・セラピスト養成学科(2) 20

96-1 愛犬美容看護専門学校 064-0809 札幌市中央区南9条西7丁目1-31 学校法人工藤学園 濱　本　大　気 ○トリマー科(2) 80　　      ○動物看護科(2) 80 平22. 7. 2 512-7744

　　中川　佳代子 ○＊トリマー夜間科(3) 60　　○トリマー専攻科(1) 20

○＊トリマー高等専攻科(2) 40

97-1 札幌ミュージック＆ダンス・放送 060-0001 札幌市中央区北1条西8丁目2-75 学校法人 佐　藤　博　明 ○ｽｰﾊﾟｰeｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ科(4) 80　 平23. 6.15 280-2100

専門学校 　コミュニケーションアート ○音楽ビジネス科(3) 60

　　近藤　雅臣 ○ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂ科(2) 80 　 ○ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂ科(2) 80

○音楽テクノロジー科(2) 80□総合音楽科(3) 120

97-2 札幌デザイン＆テクノロジー 060-0001 札幌市中央区北1条西8丁目2-75 学校法人 佐　藤　博　明 ○ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ科(3) 120 　○AI&テクノロジー科(4) 80 平23. 6.15 280-5100

専門学校 　コミュニケーションアート ○ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ科(3) 120

　　近藤　雅臣

99-1 専修学校クラーク高等学院札幌大通校 060-0041 札幌市中央区大通東8丁目1-61 学校法人創志学園 中　野　陽　介 □国際総合学科（3）270 令4. 4.1 233-5517

　　大橋　博

201-1 札幌商工会議所付属専門学校 003-0026 札幌市白石区本通17丁目南5-15 札幌商工会議所 山　田　義　弘 ○情報・マネジメント学科(2) 100　○経理・事務学科(2) 100 昭51. 7.31 866-8088

　　　　　　　　 　　会頭　岩田　圭剛 ○税務会計学科(2) 100

○北海道観光学科(2) 100

203-1 札幌歯科学院専門学校 064-0807 札幌市中央区南7条西10丁目1034 一般社団法人 尾　崎　勝　巳 ○歯科衛生士科(3)150　 昭52. 2.28 511-1885

　札幌歯科医師会 ○歯科技工士科(2) 60

　　会長　山田　尚

215-1 勤医協札幌看護専門学校 007-0871 札幌市東区伏古11条1丁目1-15 公益社団法人 塩川　哲男 ○看護学科(3) 120　　 昭54. 3. 1 783-8557

北海道勤労者医療協会

　　　田村　裕昭

220-1 独立行政法人国立病院機構 063-0004 札幌市西区山の手4条6丁目2-22 独立行政法人 長　尾　雅　悦 ○看護学科(3) 240 平16. 4. 1 611-8170
北海道医療センター附属 　国立病院機構
札幌看護学校 　　楠岡　英雄

221-1 札幌ＹＭＣＡ英語・ 064-0811 札幌市中央区南11条西11丁目2-5 公益財団法人 秋　葉　聡　志 ○コミュニケーション学科(2) 40　 昭55. 3. 3 561-5342

コミュニケーション専門学校 　北海道ＹＭＣＡ

　　武蔵　学

233-1 中村記念病院附属看護学校 005-0842 札幌市南区石山 2条 9丁目7-1 社会医療法人医仁会 岡　　　亨　治 ○看護学科(3) 120 昭62. 2.13 592-4551

    中村　博彦

247-1 公益社団法人北海道柔道整復師会 060-0042 札幌市中央区大通西18丁目1-15 公益社団法人 加　藤　貞　利 ○柔道整復科(3) 90  　○＊柔道整復科(3) 90  昭52.10. 6 642-0731

附属北海道柔道整復専門学校 　北海道柔道整復師会

　　会長　萩原　正和

253-1 琴似看護専門学校 063-0811 札幌市西区琴似1条5丁目2-25 医療法人社団静和会 金　子　　明 ○＊看護学科(3) 105 昭51. 7.31 644-4439

    川上　雅人

256-1 三草会札幌看護専門学校 007-0836 札幌市東区北36条東１丁目4-12 社会医療法人社団三草会 吉　田　真　弓 ○看護学科(3) 120 平29. 4. 1 788-6874

　　石橋　輝雄

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―5―



学校 設  置  者  名

No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

０１３８

1-2 函館短期大学付設調理製菓 042-0942 函館市柏木町7-25 学校法人野又学園 山　本　仁　志 ○調理師科(2) 80　　  ○＊調理師科(2) 80 昭54. 3.14  53-5572

専門学校 　　野又　淳司 ○製菓衛生師科(2) 80　

※大学、高校、幼稚園

1-3 函館看護専門学校 042-0942 函館市柏木町1-60 学校法人野又学園 野　又　淳　司 ○看護科(3) 120 昭54. 3.14  53-0028

　　野又　淳司 

※大学、高校、幼稚園

1-5 函館歯科衛生士専門学校 042-0942 函館市柏木町1-60 学校法人野又学園 奥　　　ひろみ ○歯科衛生士科(3)120 平22. 1.22  53-0014

　　野又　淳司 

※大学、高校、幼稚園

21-4 函館臨床福祉専門学校 041-0806 函館市美原1丁目15-1 学校法人西野学園 佐　藤　久　道 ○介護福祉士科(2) 80 平 9. 3.14  43-1177

　　前鼻　英蔵

※幼稚園

42-4 大原公務員・医療事務・語学 040-0063 函館市若松町7-5 学校法人大原学園 渡　邉　良　憲 ○ビジネスキャリア２年制学科(2) 80 平22. 1.27  23-0081

専門学校函館校 　　中川　和久 ○法律行政１年制学科(1) 40　　○法律行政２年制学科(2) 80

※大学、高校、幼稚園 ○日本語2年制学科(2)80

64-1 専修学校ロシア極東大函館校 040-0054 函館市元町14-1 学校法人函館国際学園 イリイン・セルゲイ ○ロシア語科(2) 80　　 平 8. 4. 1  26-6523

　　渡辺　善行 ○ロシア地域学科(4) 160

94-1 函館理容美容専門学校 040-0014 函館市中島町31-25 学校法人創生学園 大　西　忠　彦 ○理容科(2) 80　　　 昭51.10. 1  52-0646

　　永井　龍剛 ○美容科(2) 80

207-1 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 042-0932 函館市湯川町3丁目38-45 公益社団法人函館市医師会 本　間　　　哲 ○看護学科(3) 120 昭55.11. 5  36-0080

  会長 本間　哲 ○理学療法学科(3)120　○作業療法学科(3)120

218-1 函館厚生院看護専門学校 040-0011 函館市本町34番8-1号 社会福祉法人函館厚生院 本 橋　雅 壽 ○看護科(3) 120 昭55.11. 5  52-6335

　　髙田　竹人

（小樽市）　計  4 校　〔学 1　準学 0　社 2　他１〕 休校 1 ０１３４

92-1 専門学校国際インテリアアカデミー（休） 047-0028 小樽市相生町7-10 学校法人町田学園 町　田　宏　子 ○インテリアコーディネーター科(2) 昭60.12. 4  34-1771

アカデミー(休) 　　町田　宏子

204-1 小樽歯科衛生士専門学校 047-0032 小樽市稲穂2丁目1-14 一般社団法人 加　藤　友　一 ○歯科衛生士科(3) 114 昭53.10.31  27-3001

小樽市歯科医師会

　　会長　加藤　友一

206-1 小樽市医師会看護高等専修学校 047-0033 小樽市富岡1丁目5-15 一般社団法人小樽市医師会 鈴木　敏夫 □准看護師科(2) 80 昭55.12. 5  25-0017

　　会長　鈴木　敏夫

257-1 小樽看護専門学校 047-0021 小樽市入船4丁目9-1 医療法人社団心優会 堤　　　裕　幸 ○＊看護学科(3) 120 昭55.12.19  25-5413

    三輪　英則

（旭川市）　計  9 校　〔学 3　準学 3　社 2　他 1〕　 ０１６６

2-1 旭川大学情報ビジネス専門学校 070-0038 旭川市8条通7丁目2363-7 学校法人旭川大学 開　田　仁　司 ○情報ｼｽﾃﾑ科(2) 80 昭62. 1.12  25-3555

　　山内　亮史

※大学、高校、幼稚園

29-1 旭川調理師専門学校 078-8271 旭川市工業団地1条1丁目316-2 学校法人浅井学園 前川原　春　吉 ○調理師養成科(2) 80 昭51. 7.31  36-5111

　　浅井　洋子

※幼稚園

33-1 旭川医療秘書専門学校 070-0039 旭川市9条通11丁目左3号 学校法人旭川宝田学園 土　屋　守　穂 ○医療秘書科(2) 80 昭51. 7.31  24-8008

　　五十嵐　敦子

※高校、幼稚園

（函館市）　計 9 校　〔学 5　準学 2　社 1　他 1〕

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―6―



学校 設  置  者  名

No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

39-1 旭川理容美容専門学校 070-0034 旭川市4条通12丁目1444番地9 学校法人旭星学園 伊　藤　義　浩 ○理容学科(2)20 ○理容学科(1)5  ○美容学科(2)110 ○美容学科(1)5 昭51.12.15  22-1331

　　岸谷　義人 □理容学科(2)20 □理容学科(1)15  □美容学科(2)30  □美容学科(1)5

58-1 北都保健福祉専門学校 078-8801 旭川市緑が丘東1条2丁目1-28 学校法人稲積学園 林　要喜知 ○理学療法学科(4) 160　　 平 5. 3.29  66-2500

　　稲積　文子 ○作業療法学科(4) 120

○看護学科(3) 120

70-1 北海道医学技術専門学校 078-8803 旭川市緑が丘東3条1丁目1-6 学校法人緑蔭会 田　中　邦　雄 ○臨床検査技師科(3) 120 昭51.12.15  65-3484

　　菅沼　　肇

205-1 旭川歯科学院専門学校 070-8012 旭川市神居2条12丁目2-16 一般社団法人旭川歯科医師会 岩田谷　　　隆 ○歯科衛生士科(3) 150　　　 昭51.12.15  61-1022

　　会長　楯　了悟

208-1 旭川市医師会看護専門学校 070-0029 旭川市金星町1丁目1-50 一般社団法人旭川市医師会 滝　山　義　之 ○＊看護師１科(3) 120　　○看護師２科(2) 80 昭55.11. 5  23-5716

　　会長　滝山　義之 □准看護師科(2) 160

214-1 ＪＡ北海道厚生連 078-8208 旭川市東旭川町下兵村297 北海道厚生農業共同組合 森　　　達　也 ○看護学科(3) 240 平 3. 1. 7  36-8071

旭川厚生看護専門学校 連合会

代表理事会長　中瀬　省

（室蘭市）　計  3校　〔学 2　準学 0　他 1〕 ０１４３

13-1 北海道福祉教育専門学校 051-0004 室蘭市母恋北町1丁目5-11 学校法人北斗文化学園 澤　田　乃　基 ○自立支援介護福祉学科(2) 80  昭51.10. 1  22-7722

　　澤田　　豊 ○こども未来学科(2) 100

※幼稚園

13-2 北斗文化学園ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 051-0012 室蘭市山手町1丁目11-34 学校法人北斗文化学園 澤　田　真奈美 ○調理師学科(1) 40 平19.11.13  25-2211

調理技術専門学校 　　澤田　　豊 ○専攻科プロフェッショナル・コース(1) 40

※幼稚園

250-1 日鋼記念看護学校 051-0005 室蘭市新富町1丁目5-13 社会医療法人母恋 伊 藤　眞 理 ○看護学科(3) 210　 平 7.12. 5  24-1414

　　有賀　　正

（網走市）　計  1 校　〔個人 1〕 ０１５２

234-1 網走文化専門学校 093-0014 網走市南4条西3丁目10-9 　　藤原　信子 藤　原　信　子 ○洋裁科(2) 40 　○＊洋裁科(2) 40 昭51. 4. 1  43-2809

（釧路市）　計  8 校　〔学 1　準学 1　社 1 他 2　個人3〕 休校2 ０１５４

27-1 くしろせんもん学校 084-0910 釧路市昭和中央2丁目7-3 学校法人ほっかいどう学院 杉　村　典　史 ○こども環境科(2) 100　　 昭51. 4. 1  51-3195

    伊原　　明 ○介護環境科(2) 80

※幼稚園 ○介護専攻科(1) 30

41-1 釧路商科専門学校 085-0048 釧路市駒場町3番35号 　 相　座　聖　美 ○会計情報ビジネス科(2) 30 昭51.10. 1  22-3337

　　水上　淑子 ○＊情報ビジネス科(1) 15　　□経理実務科(3) 90　　

72-1 釧路理容美容専門学校 085-0826 釧路市城山1丁目6-10 学校法人朋友学園 北　上　俊　幸 ○理容学科(2) 60　　　○美容学科(2) 60　 平10. 4. 1  41-2295

　　北上　俊幸 □理容学科(2) 20　　　□美容学科(2) 20

226-1 独立行政法人労働者健康安全機構 085-0052 釧路市中園町13-38 独立行政法人 宮城島　拓人 ○看護師科(3) 90 昭52. 2.28  25-9817

釧路労災看護専門学校 　労働者健康安全機構

理事長　有賀　徹

240-1 釧路服飾専門学校（休） 085-0058 釧路市愛国東4丁目3-12 　　佐々木　順子 佐々木　順　子 □洋和裁科(3) 90　　　○服装ﾃﾞｻﾞｲﾝ科(1) 20 昭51.10. 1

○洋和裁科(2) 60　　　○＊洋和裁科(2)　60

251-1 釧路経営経理専門学校（休） 085-0034 釧路市白金町1-1 　　佐藤　之彦 佐　藤　之　彦 ○経営経理(1) 　　　　○秘書実務科(1) 昭56.11.30

254-1 釧路市医師会看護専門学校 085-0834 釧路市弥生1丁目4-12 一般社団法人釧路市医師会 久　島　貞　一 ○看護学科(3) 120　　　 平20.2.18  44-7766

　会長　久島　貞一

255-1 釧路孝仁会看護専門学校 085-0062 釧路市愛国191番地212 社会医療法人孝仁会 田　中　英　司 ○看護学科(3) 120　　　 平25.3.21  39-1230

　理事長　齋藤　孝次

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―7―



学校 設  置  者  名

No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

（帯広市）　計  6 校〔学 1　準学 3　社 1　他 １〕 休校2 ０１５５

22-1 帯広文化専門学校(休） 080-0010 帯広市大通南7丁目7 学校法人帯広堀学園 堀　　　比呂子 ○ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ科(2) 60　　○＊夜間服装科(3) 60 昭51. 7.31  24-2525

　　堀　　比呂子 □服装科(3) 60

23-1 帯広調理師専門学校 080-0810 帯広市東10条南13丁目1 学校法人帯広学園 遠　藤　珠　子 ○調理師科(1) 50 昭56. 3.11  26-1088

　　遠藤  崇浩

※幼稚園

45-1 帯広コア専門学校 080-0021 帯広市西11条南41丁目3番5号 学校法人帯広コア学園 千　葉　直　樹 ○高度情報システム科(3) 45　○情報ビジネス科(2) 40 昭60.12.25  48-6000

　　千葉　直樹 ○介護福祉科(2) 80    　　

○医療ビジネス科(2) 40　　　○歯科衛生士科(3) 90

90-1 帯広テクニカ専門学校（休） 080-0804 帯広市東4条南10丁目15 学校法人帯広技術学園 渡  邊　宣  子 ○和洋裁科(2)　　　 ○情報処理科(2)  　 昭51.12.15

□和洋裁科(3)

212-1 帯広市医師会看護高等専修学校 080-0803 帯広市東3条南11丁目2 一般社団法人帯広市医師会 稲　葉　秀　一 □准看護師科(2) 80 昭55.12. 5  24-1028

　　会長  稲葉　秀一

219-1 北海道社会事業協会 080-0805 帯広市東5条南13丁目1-3 社会福祉法人 阿　部　厚　憲 ○看護学科(3) 90 平10.12.11  22-6609

帯広看護専門学校 　北海道社会事業協会

　　理事長　吉田　秀明

（芦別市）　計  1 校　〔準学 1〕 ０１２４

15-1 専門学校北日本自動車大学校 079-1371 芦別市上芦別町118-132 学校法人土岐学園 齋　木　修　二 ○自動車整備科(2) 80 昭59.11.30  22-3811

　　宮﨑　公嘉 ○自動車工学科(4) 40 

（北見市）　計  5 校　〔準学 4　社 1〕 ０１５７

24-1 北見商科高等専修学校 090-0817 北見市常盤町3丁目14-18 学校法人栗原学園 國　井　秀　彦 □商業科(3) 240 昭51. 4. 1  23-4430

　　柏尾　典秀

24-2 北見情報ビジネス専門学校 090-0817 北見市常盤町3丁目14-18 学校法人栗原学園 中　村　秀　幸 ○情報通信科(2) 60　　　 ○総合事務科(2) 60 昭60.12. 4  61-5588

　　柏尾　典秀 ○ホテル観光ビジネス学科(2) 40

24-3 オホーツク社会福祉専門学校 090-0817 北見市常盤町3丁目14-10 学校法人栗原学園 棧　　　邦　雄 ○介護福祉科(2) 80　　　○歯科衛生士科(3) 90 平10. 3.24  24-1560

　　柏尾　典秀 ○こども未来学科(2) 80

71-1 北見美容専門学校 090-0066 北見市花月町17-15 学校法人上村学園 守　本　朝　美 ○美容本科(2) 80 昭51.12.15  24-3604

　　守本　朝美

209-1 北見医師会看護専門学校 090-0036 北見市幸町3丁目1-24 一般社団法人北見医師会 荒　川　穣　二 ○看護学科(3) 120 昭55.11. 5  23-2787

　　会長  吉田　茂夫 　

（岩見沢市）　計  2 校　〔学 1　社 1〕 ０１２６

32-1 駒沢看護専門学校 068-0029 岩見沢市9条西3丁目1-15 学校法人駒沢岩見沢学園 佐　藤　　有 ○看護科(3) 210 昭53. 3.10  25-0300

　　佐藤　有      ※幼稚園

211-1 岩見沢市医師会附属 068-0030 岩見沢市10条西3丁目1-4 一般社団法人岩見沢医師会 得　地　史　郎 □准看護学科(2) 80 昭55.12. 5  22-5453

看護高等専修学校 　　会長　竹内　文英

（苫小牧市）　計  3 校　〔準学 1　社 1　他 1〕 ０１４４

34-1 苫小牧高等商業学校 053-0021 苫小牧市若草町5丁目5-15 学校法人苫小牧学園 猪　瀬　　　徹 ○＊タイプ科(2) 40 昭54. 3. 1  34-3135

　　前嶋　フク □総合ビジネス科(3) 360

213-1 苫小牧看護専門学校 053-0046 苫小牧市住吉町2丁目10番6号 一般社団法人苫小牧市医師会 岩　井　和　浩 ○専門課程看護学科(3) 120 昭54.12. 5  38-5000

    会長　沖　一郎

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―8―



学校 設  置  者  名

No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

232-1 王子総合病院附属看護専門学校 053-0022 苫小牧市表町4丁目2-51 医療法人王子総合病院 大　岩　　　均 ○看護学科(3) 120 平 2. 1.11  32-8909

　　大岩　　均

（北広島市）　計  1 校　〔財 1〕 ０１１

249-1 北海道歯科技術専門学校 061-1121 北広島市中央3丁目4番地1 一般財団法人志星学園 岩 﨑 佳治 ○歯科技工士科(2) 120 昭53.10.31 372-2457

　　大野 弘機

（千歳市）　計  1校　〔学 1〕 ０１２３

10-1 専門学校日本航空大学校北海道 066-8622 千歳市泉沢1007-95 学校法人日本航空学園 梅　澤　忠　弘 ○航空整備科(3) 318 　　　　○空港技術科(2) 160　　　○航空工学科(4)40 昭62.12.11  28-1155

　　梅澤　重雄

※高校

（恵庭市）　計  2 校　〔準学 2〕 ０１２３

43-4 北海道ハイテクノロジー 061-1396 恵庭市恵み野北2丁目12-1 学校法人滋慶学園 佐　藤　　　俊 ○宇宙・ロボット学科(3) 120　　　 　 ○AIスマートアグリ学科(3) 120 昭62.12. 4  36-8119

専門学校 　　浮舟　邦彦 ○ ＩＴメディア学科(3) 240 

○義肢装具士学科(3) 90　　　 　 ○救急救命士学科(3) 300

○柔道整復師学科(3) 180  　

○スポーツトレーナー学科(2) 80　　　○アスレティックトレーナー学科(2) 80

○鍼灸師学科(3) 90　　　○スポーツ鍼灸師学科(3) 90

43-5 北海道エコ･動物自然専門学校 061-1373 恵庭市恵み野西5丁目10-4 学校法人滋慶学園 佐　藤　　　俊 ○動物飼育学科(2)160 平15. 4. 1  36-2311

　　浮舟　邦彦 ○動物看護師学科（3）120

○総合ペット学科(3)120

（登別市）　計  1 校　〔学 1〕 ０１４３

8-1 日本工学院北海道専門学校 059-8601 登別市札内町184-3 学校法人片柳学園 福　井　　　誠 ○医療事務科(2) 40              ○ＣＧデザイナー科(2) 40 昭56. 9.25  88-0888

　　千葉　茂 ○建築学科(2) 100　　         　○情報処理科(2) 120

※大学 ○自動車整備科(2) 100　　　　 　○ホテル科(2) 60

○公務員2年制学科(2) 60　       ○公務員1年制学科(1) 30

○電気工学科(2) 80　　　　　　　○ＩＴスペシャリスト科(4) 80

（伊達市）　計  2 校　〔準学 1　他 1〕 休校１ ０１４２

91-1 情報芸術学院（休） 052-0031 伊達市館山町22-2 学校法人国際情報芸術学院 ○放送学科(2)　　　 　　　○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 科(2) 昭60.12. 4

○ﾚﾃﾞｨｽOAﾋﾞｼﾞﾈｽ科(1)　　　○環境芸術学科(2)

○日本語科(1) 

200-2 伊達赤十字看護専門学校 052-0021 伊達市末永町81-12 特殊法人日本赤十字社 武　智　　　茂 ○看護学科(3) 90 昭51. 7.31  23-2211

北海道支部長　伊藤　義郎

○国際航空ビジネス科エアラインコース(2)・
  国際航空ビジネス科エアライン留学コース(3) 200

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―9―



学校 設  置  者  名

No. 理事長(代表者)名
設置年月日 電 　話学      校      名 〒 位              置 校  長  名 課    程    学    科　（定　員）

（石狩振興局）　計  1 校　〔学 1〕

36-1 北海道医療大学歯学部附属 061-0293 石狩郡当別町字金沢1757 学校法人東日本学園 齊　藤　正　人 ○歯科衛生科(3) 150 昭59. 4.25 0133-

歯科衛生士専門学校 鈴木　英二 　23-1211

※大学

（後志振興局）　計  1 校　〔準学 1〕 休校１

93-1 北海道航空専門学校（休） 046-0002 余市郡余市町登町81 学校法人北海道神野学園 ○航空整備科(2) 昭61.12. 2

（上川総合振興局）　計  1 校　〔準学 1〕

30-2 旭川福祉専門学校 071-1464 上川郡東川町進化台 学校法人北工学園 三　宅　良　昌 ○こども学科(2) 100　　 ○介護福祉科(2) 160 昭51. 7.31 0166-

　　磯田　憲一 ○医薬福祉学科(2) 80   82-3566

○日本語学科(2) 80      ○日本語学科(1.5) 120

（オホーツク総合振興局）　計  1 校　〔個人 1〕

242-1 遠軽服装専門学校 099-0405 紋別郡遠軽町岩見通北5丁目 　　　横山　秀子 桜　田　れい子 ○家政科(2) 40　　　　　　 昭51.10. 1 0158-

□家政科(3) 60  42-2351

（日高振興局）　計  2 校　〔準学 1  他 1〕 休校１

65-1 専修学校優駿学園（休） 059-2122 沙流郡日高町字緑町39 学校法人優駿学園 △ホースマン養成科(2) 60　　　 平13.11.28 01456－

　　河村　有泰 △きゅう務員養成科(2) 60 　2-6688

200-3 浦河赤十字看護専門学校 057-0007 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目 特殊法人日本赤十字社 大 柏　秀 樹 ○看護学科(3) 90 平 2. 1.11 0146-

3-39 北海道支部長　伊藤　義郎  22-1311

（釧路総合振興局）　計  1 校　〔準学 1〕

98-1 ジオパワー学園 088-0561 白糠郡白糠町大楽毛34-4 学校法人ジオパワー学園 井 上 政 史 ○掘削科(1)80 令4. 4.1 0154-

     沼田　昭二 76-0086

※学校名欄の（休）は休校中。
※課程学科欄の○印は専門課程、□印は高等課程、△印は一般課程、＊印は夜間学科、（　）内の数は修業年限
（　）外の数は総定員。
※設置者名欄の※印は、当該法人が設置する他学種の学校。 ―10―


