
＜表２＞ファミリー・サポート・センター一覧
ＮＯ 市町村名 形態 法人区分 名称 センター名称 郵便番号 住所 電話番号 設立時期

1 政令市 札幌市 委託 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 さっぽろ子育てサポートセンター 060-0042
札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター内

011-623-2415 平成13年5月

2 函館市 委託 社会福祉法人 函館市社会福祉協議会 函館市ファミリー・サポート・センター 040-0063
函館市若松町33番6号　函館市総合福祉
センター３F

0138-23-3920 平成11年10月

3 旭川市 委託 NPO法人 旭川NPOサポートセンター 旭川NPOサポートセンター 070-0037 旭川市7条通13丁目60-8 0166-74-5380 平成12年6月

4 岩見沢市 委託 NPO法人
ＮＰＯ法人こどもサポートセンター
「いま、ここ」

岩見沢市ファミリー・サポート・センター 068-0024
岩見沢市4条西3丁目1番地
であえーる岩見沢4階

080-1866-2949 平成30年10月

5 赤平市 委託 社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会 赤平市ファミリーサポートセンター 079-1142 赤平市東大町3丁目4番地 0125-74-5179 平成28年9月

6 滝川市 直営 滝川市ファミリーサポートセンター 073-0032 滝川市明神町1丁目5番32号 0125-28-8025 平成21年9月

7 砂川市 直営 砂川市ファミリー・サポート・センター 073-0165 砂川市西5条北14丁目29番地3 0125-54-2450 平成24年1月

8 深川市 直営 子育てサポート・ふかがわ 074-0006 深川市6条11番1号 0164-23-3455 平成13年9月

9 南幌町 直営 南幌町ファミリー・サポート・センター 069-0235
南幌町中央3丁目4番26号　南幌町保健
福祉総合センター内

011-378-5888 平成24年4月

10 長沼町 直営 長沼町ファミリーサポートセンター 069-1315 長沼町南町2丁目3番2号 0123-76-7462 平成28年10月

11 栗山町 直営 栗山町ファミリー・サポート・センター 069-1513
栗山町朝日３丁目１１５番地１３　栗山町
子育て支援センター内

0123-72-1280 平成27年8月

12 沼田町 直営 沼田町ファミリーサポートセンター 078-2202 沼田町南1条2丁目8番17号 0164-34-6100 令和2年8月

13 江別市 委託 一般財団法人 江別市在宅福祉サービス公社 江別市ファミリー・サポート・センター 069-0842
江別市大麻沢町5番地の6（いきいきセン
ター内）

011-802-5004 平成19年7月

14 千歳市 委託 社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会 千歳市ファミリー・サポート・センター 066-0042 千歳市東雲町1丁目11番地 0123-22-8522 平成14年4月

15 恵庭市 委託 NPO法人 ワーカーズコープ 恵庭市ファミリー・サポート・センター 061-1432 恵庭市恵央町14-4 0123-29-6031 平成16年10月

16 北広島市 直営 北広島市ファミリー・サポート・センター 061-1121 北広島市中央4丁目2-1 011-376-6638 平成19年4月

17 石狩市 委託 子育て支援ワーカーズぽけっとママ いしかりファミリー・サポート・センター 061-3217 石狩市花川北7条2丁目11番地 0133-72-5552 平成19年7月

18 当別町 委託 社会福祉法人 ゆうゆう 当別町ファミリー・サポート・センター 061-0223 当別町弥生1091番地6 0133-22-2886 平成18年4月

19 小樽市 委託 NPO法人 北海道子育て支援ワーカーズ おたるファミリーサポートセンター 047-0032 小樽市稲穂1丁目8番13号　DCTビル2階 0134-27-1020 平成23年10月

20 ニセコ町 委託 株式会社 まんまじょ ニセコ町ファミリーサポートセンター 048-1595 ニセコ町字富士見55番地 0136-55-8524 令和4年4月

21 苫小牧市 委託 NPO法人 チャイルドサポートこあら 苫小牧市・ファミリー・サポート・センター 053-0015
苫小牧市本幸町1丁目2番21号
教育・福祉センター3階

0144-84-7266 平成18年10月

22 登別市 委託 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会 登別市ファミリーサポートセンター 059-0016 登別市片倉町6丁目9番地1 0143-85-0033 平成8年8月

23 白老町 委託 NPO法人 お助けネット 白老町子育てふれあいセンター 059-0903 白老町日の出町3丁目9-17 0144-82-3926 平成19年4月

24 渡島
北斗市
（七飯町）

委託 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会 南渡島ファミリー・サポート・センター 049-0156 北斗市中野通2丁目18番1号 0138-73-9502 平成17年4月

25 檜山 今金町 委託 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会 ふれあいファミリーサポート事業 049-4308 瀬棚郡今金町字今金17-2 0137-82-0557 平成27年4月

26 士別市 委託 子育てサポート「むっくり」 士別市子育て支援センターゆら 095-0015 士別市東５条７丁目20-14 0165-26-7202 平成26年4月

27 名寄市 委託 社会福祉法人 名寄市社会福祉協議会 名寄市ファミリー・サポート・センター 096-0014 名寄市西4条南8丁目1 01654-8-7133 平成28年4月

28 富良野市 委託 特定非営利活動法人 ふらのスポーツ協会 富良野市ファミリー・サポート・センター 076-0025
富良野市日の出町9番2号ヤクルト富良野
センター2階

080-5834-1885 平成26年8月

29 比布町 補助 比布町子育てサポート「ハッピー」 比布町子育てサポート「ハッピー」 078-0343
比布町中町1丁目1-4
保健福祉課（事務局）

0166-85-2555 平成22年7月

30 愛別町 直営 子育てサポートのびのび 078-1404 愛別町字北町250番地28 01658-6-5726 平成21年4月

31 中富良野町 委託 特定非営利活動法人 こどもサポートふらの
NPO法人こどもサポートふらの
　ファミサポ事務局

071-0563 上富良野町緑町1丁目9番4号 0167-45-6966 平成25年4月

32 南富良野町 直営 南富良野町ファミリーサポートセンター 079-2401 空知郡南富良野町字幾寅 0167-52-2315 令和元年10月

33 留萌 留萌市 委託 NPO法人 NPOおたすけママくらぶ 留萌市ファミリーサポートセンター 077-0045 留萌市本町3丁目60 080-6085-5458 平成19年4月

34 稚内市 直営 稚内市ファミリー・サポート・センター 097-0022 稚内市中央3丁目13番15号 0162-22-1045 平成16年10月

35 中頓別町 直営 中頓別町ファミリー･サポート・センター 098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地 01634-6-1995 平成28年10月

36 枝幸町 委託 任意団体
心とからだのサポート団体
「にじをつなぐ会」

枝幸町ファミリーサポートセンター 098-5821 枝幸町栄町1272番地4 0163-64-7717 平成30年4月1日

37 利尻富士町 直営 利尻富士町子育てサポート施設 097-0101 利尻富士町鴛泊字本町９７番地 0163－82－1113 平成30年1月1日

38 幌延町 直営 幌延町ファミリー・サポート・センター 098-3221 天塩郡幌延町栄町7番地2 01632-5-1254 平成28年7月

39 北見市 委託 NPO法人 耳をすませば 北見市ファミリー・サポート・センター 090-0065 北見市寿町1丁目6番20号 0157-33-4737 平成29年6月

40 網走市 委託 社会福祉法人 網走社会福祉協議会 網走市子育てサポートセンター 093-0061 網走市北11条東1丁目10番地 0152-43-2472 平成18年10月

41 斜里町 委託 社会福祉法人 斜里町社会福祉協議会 斜里町ファミリー・サポート・センター 099-4116 斜里町文光町52番地17 0152-23-4704 平成30年4月

42 清里町 直営 子育てサポート 099-4405 清里町羽衣町35番地 0152-25-2100 平成19年1月

43 遠軽町 委託 ＮＰＯ法人
遠軽町手をつなぐ育成会　かたつ
むりの会

遠軽町ファミリー・サポート・センター 099-0410 遠軽町東町３丁目３番地９９ 0158-50-4051 令和４年４月

44 大空町 委託 社会福祉法人 大空町社会福祉協議会 大空町ファミリーサポートセンター 099-2324 大空町女満別西1条3丁目2番5号 0152-75-6021 平成22年10月

45 帯広市 委託 NPO法人
子どもと文化のひろば
ぷれいおん・とかち

ファミリーサポートセンター 080-2470 帯広市西20条南5丁目18-2 0155-66-4285 平成25年9月

46 音更町 委託 (株)ヨシダホーム 音更町子育てサポートセンター 080-0111 音更町木野大通り東16丁目4番地 070-1073-4311 平成17年7月

47 士幌町 委託 社会福祉法人 中士幌社会福祉事業会　温真会 士幌町子育て支援センター 080-1189 士幌町字中士幌西2線80-25 01564-7-4446 平成22年4月

48 上士幌町 直営 上士幌町子育て支援センター 080-1408 上士幌町字上士幌東3線238番地 01564-2-4152 平成20年4月

49 鹿追町 直営 育児ネットしかおい 081-0222 鹿追町鹿追北2線8番地101 0156-66-2754 平成23年1月

50 新得町 直営 新得町ファミリー・サポート・センター 081-0011 新得町1条南2丁目14番地 0156-64-6940 平成25年8月

51 清水町 直営 清水町ファミリーサポートセンター 089-0111 清水町南3条2丁目1番地 0156-69-2226 平成6年4月

52 芽室町 直営 芽室町ファミリーサポートセンター 082-0014
芽室町東4条4丁目5
芽室町保健福祉センターあいあい21内

0155-62-0833 平成20年4月

53 中札内村 直営 中札内村ファミリーサポートセンター 089-1344 中札内村東4条南7丁目1番地2 0155-67-2397 令和4年9月

54 大樹町 直営 大樹町ファミリーサポートセンター 089-2145 大樹町暁町8番地1 01558-6-2700 平成27年4月

55 広尾町 直営 広尾町ファミリーサポートセンター 089-2621 広尾町公園通北2丁目51番地2 01558-2-2553 令和4年5月

56 幕別町 直営 幕別町ファミリーサポートセンター 089-0537 幕別町札内北栄町23番地1 0155-26-4467 平成28年4月

57 池田町 直営 池田町ファミリーサポートセンター 083-0023 池田町西3条5丁目池田町保健センター内 015-572-2100 平成31年2月

58 豊頃町 直営 豊頃町ファミリーサポートセンター 089-5313 豊頃町茂岩栄町4番地 015-574-3932 平成31年4月

59 本別町 補助 学校法人 釧路カトリック学園 すきやきたい 089-3324 本別町南3丁目16番地4 0156-22-8811 平成29年4月

60 浦幌町 直営 浦幌町ファミリーサポート事業 089-5692 浦幌町字東山町4番地2 015-579-7707 平成25年9月

61 釧路市 委託 社会福祉法人 釧路市社会福祉協議会 子育てサポートセンター・すくすく 085-0011
釧路市旭町12番3号
釧路市総合福祉センター内

0154-23-2552 平成15年10月

62 釧路町 補助 社会福祉法人 釧路町社会福祉協議会 釧路町子育てサポートセンター 088-0628 釧路町東陽大通西1丁目1番地1 0154-40-5220 平成23年9月

63 浜中町 直営 浜中町ファミリー・サポート・センター 088-1522 浜中町湯沸４４５番地 0153-62-2207 令和4年6月1日

64 標茶町 補助 社会福祉法人 標茶町社会福祉協議会 標茶町子育てサポートセンターまーぶる 088-2312 標茶町川上10丁目1番地 015-485-2503 平成27年10月

65 弟子屈町 委託 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会 弟子屈町ファミリー・サポート・センター 088-3211 弟子屈町中央２丁目10番25号 015-482-1054 令和２年４月

66 白糠町 委託 学校法人 二葉学園 白糠町子育て支援センター 088-0324 白糠町西５条北２丁目１－２ 01547-23883 平成29年4月

67 根室市 委託 一般財団法人 O'hana 根室市ファミリーサポートセンター 087-0042 根室市清隆町1丁目33番地1 0153-27-6972 令和4年4月

68 中標津町 委託 医療法人 なかよし こども園かぽの 086-1014 中標津町東14条南7丁目6番地 0153-74-8016 平成27年度

69 別海町 直営 別海町ファミリー･サポート･センター 086-0205 別海町別海常盤町280番地 0153-75-2111 平成28年4月
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