
清田区事業所一覧 令和元年12月1日現在

児童関係事業所
番号 施設名 施設所在地 施設☎ 施設📠 法人（設置者）名 サービス種類

① ノビロ学園 真栄483番地4 887-3300 886-7567 社会福祉法人札幌療育会 障害児入所支援

② ジュン・ハート 北野5条2丁目2番23号 887-3333 887-3334 株式会社アドレ 児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

③ 児童福祉サービスあいむ 里塚緑ケ丘10丁目11番3号 887-1160 887-1162 有限会社拓真ワークス 児童発達支援 放課後等デイサービス

④ ジュン・ハート　ムーブ 北野5条3丁目4番2号 888-1900 888-1901 株式会社アドレ 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑤ ノビロ学園児童デイサービスセンター 真栄483番地4 887-3300 886-7567 社会福祉法人札幌療育会 放課後等デイサービス

⑥ 児童通所支援センタークオレ平岡 平岡2条5丁目3番1号 876-8044 887-8580 有限会社真心 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑦ 児童発達支援みらいぼし 清田1条4丁目4番31号 881-1131 881-1161 プラス合同会社 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑧ こどもデイサービスセンター和 里塚2条4丁目2番32号 398-7538 398-7594 合同会社和 放課後等デイサービス

⑨ 児童福祉サービスゆうきゃん 有明43番地 888-1160 888-1162 有限会社拓真ワークス 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑩ 札幌すぎな園「萌」 真栄478番地36 881-2079 881-2279 社会福祉法人北翔会 児童発達支援

⑪ 発達支援所未来っ子 平岡5条3丁目8番8号 885-5145 884-0200 特定非営利活動法人未来っ子 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑫ のこのこ 真栄4条2丁目20番10号 375-0171 375-0171 株式会社ティグル 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑬ チャイルドサポート清田 北野7条4丁目4番7号 375-6981 375-6982 チャイルドサポート株式会社 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑭ きょうちゃん 里塚緑ケ丘10丁目10番10号 398-3233 398-7335 合同会社恭花 放課後等デイサービス

⑮ ペングアート北野 北野2条3丁目3番7号 375-8750 867-9350 合同会社ペン具 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援

⑯ のこのこプラス 清田4条3丁目2番1号 398-4216 398-4236 株式会社ティグル 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑰ にこ 北野4条3丁目1番1号 375-9907 375-9908 合同会社ハミング福祉サービス 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑱ めぶき 美しが丘4条7丁目1番3号 807-7451 807-7452 株式会社ワイズワイド 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑲ 児童デイサービスアノアノ 美しが丘5条5丁目9番27号 378-4123 378-4146 特定非営利活動法人ぬくもりの介護 児童発達支援 放課後等デイサービス

⑳ 児童デイサービス事業所はみんぐｆｕｎ 真栄4条4丁目13番30-103号 375-0763 375-0763 特定非営利活動法人はなうた 児童発達支援 放課後等デイサービス

㉑ ジュン・ハート　ジョブ 北野5条2丁目6番30号 886-3000 886-3001 株式会社アドレ 児童発達支援 放課後等デイサービス

㉒ 清田リハビリセンター 清田1条4丁目1番55号 375-6388 375-6744 一般社団法人　あしすと 児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

㉓ 輝（きよた） 里塚緑ケ丘10丁目15番16号 378-6799 378-6799 一般社団法人輝の輪 児童発達支援 放課後等デイサービス

㉔ にこ平岡ルーム 平岡8条4丁目7番8号 398-9970 398-9971 合同会社ハミング福祉サービス 児童発達支援 放課後等デイサービス

㉕ のびのば清田 清田2条3丁目1番1号 802-5106 802-6800 株式会社ＪＰＳＳ 児童発達支援 放課後等デイサービス

㉖ ここあーる 清田7条3丁目10番10号 839-3353 839-3353 合同会社Infiniti 児童発達支援 放課後等デイサービス

㉗ 放課後等デイサービスぽらぽら 北野2条2丁目11番17号 375-6104 372-0352 株式会社予防栄養 放課後等デイサービス

㉘ 児童でい　みつば 北野4条3丁目2番13号 887-9381 887-9382 一般社団法人ライフスキルサポート協会 放課後等デイサービス

㉙ 放課後等デイサービス　みかづき 真栄1条2丁目4番1号 807-5641 807-5642 合同会社ＣＬＡＳＳｉｃ 放課後等デイサービス

日中活動事業所
番号 事業所名 住所 ☎ 📠 法人（設置者）名 サービス種類

① 札幌すぎな園通所センター 真栄478番地36 881-2079 881-2279 社会福祉法人北翔会 生活介護

② 美しの森 美しが丘3条4丁目1番50号 885-1001 885-2100 社会福祉法人北海道リハビリー 生活介護

③ ノビロ青年の家 真栄464番地1 881-8555 882-5795 社会福祉法人札幌療育会 生活介護 就労継続支援(Ｂ型)

④ ハローＥＮＪＯＹ札幌 真栄3条2丁目11番14号 881-7238 882-3641 社会福祉法人栗山ゆりの会 生活介護

⑤ 札幌すぎな園 真栄483番地3 881-2079 881-2279 社会福祉法人北翔会 生活介護 就労継続支援(Ｂ型)

⑥ ウレシパ・ポエムアクティビティーセンター 里塚2条2丁目12番15号 889-5656 889-5633 社会福祉法人札幌協働福祉会 生活介護

⑦ しらはた 真栄464番地1 881-8555 882-5795 社会福祉法人札幌療育会 生活介護 就労継続支援(Ｂ型)

⑧ ピースフルノビロ 真栄3条2丁目1番20号 881-3168 881-3168 社会福祉法人札幌療育会 生活介護

⑨ ノビロ学園 真栄483番地4 887-3300 886-7567 社会福祉法人札幌療育会 生活介護

⑩ 札幌すぎな園「萌」 真栄478番地36 881-2079 881-2279 社会福祉法人北翔会 生活介護

⑪ 生活介護事業所ラポール 真栄4条5丁目11番12号 398-4085 398-4086 一般社団法人ラポール 生活介護

⑫ 指定生活介護事業所はみんぐライフ 真栄4条4丁目13番30-103号 375-0763 375-0763 特定非営利活動法人はなうた 生活介護

⑬ 生活介護事業所あんさんぶる 清田7条1丁目25番22号 375-9007 375-9081 一般社団法人あんさんぶる 生活介護

⑭ 清田リハビリセンター 清田1条4丁目1番55号第八荒井ビル1F 375-6388 375-6744 一般社団法人あしすと 生活介護 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練)

⑮ コンパス 北野5条3丁目4番14号 884-8908 884-8908 株式会社コンパス 就労継続支援(Ａ型)

⑯ アウルの杜 真栄4条1丁目2番1号 802-6365 802-6365 株式会社オアシス 就労継続支援(Ａ型)

⑰ 就労継続支援Ａ型事業所「なかま」真栄 真栄434番地25 885-8787 885-5560 社会福祉法人ノテ福祉会 就労継続支援(Ａ型)

⑱ 株式会社ユイマール 里塚2条6丁目1番3号 887-2211 887-2212 株式会社ユイマール 就労継続支援(Ａ型)

⑲ 就労継続事業所あぐりぱーく 美しが丘4条6丁目13番15号 777-9578 777-2149 特定非営利活動法人自立支援センター歩歩路 就労継続支援(Ａ型)

⑳ 作業所きたの 北野5条3丁目4番14号 886-3132 215-5135 特定非営利活動法人地域生活きたのセンターぱお 就労継続支援(Ｂ型) 就労移行支援

㉑ 就労継続事業所ゆうきゃん 里塚緑ケ丘10丁目11番3号 887-1160 887-1162 有限会社拓真ワークス 就労継続支援(Ｂ型)

㉒ ハローＥＮＪＯＹ札幌Ⅱ 真栄4条2丁目2番20号 886-8602 802-5821 社会福祉法人栗山ゆりの会 就労継続支援(Ｂ型)

㉓ ワークサポート・プティパ 平岡3条1丁目2番5号 887-5111 887-5112 医療法人社団五風会 就労継続支援(Ｂ型) 就労移行支援 就労定着支援

㉔ シオンファクトリー 里塚2条2丁目10番5号 885-9969 888-3466 特定非営利活動法人イクシア札幌 就労継続支援(Ｂ型)

㉕ 就労継続支援Ｂ型事業所ほのぼの 真栄4条4丁目14番14号 378-9108 398-9588 合同会社三笠 就労継続支援(Ｂ型)

㉖ 事業所ベジタブル 里塚2条6丁目1番3号 557-0369 300-9825 株式会社ＨＹＫ 就労継続支援(Ｂ型)

㉗ 特定非営利活動法人よつばの会 清田2条1丁目15番11号 802-7117 050-1424-8415特定非営利活動法人よつばの会 就労継続支援(Ｂ型)

㉘ 就労継続支援Ｂ型事業所ヴォーグ 真栄3条2丁目17番26号アクティブプラザ真栄1Ｆ 398-6667 398-6888 株式会社ワークアース 就労継続支援(Ｂ型)

㉙ 就労継続支援Ｂ型事業所ヴォーグ真栄1条 真栄1条2丁目1番6号アーバンシティ金子1Ｆ 398-6747 398-6748 株式会社ワークアース 就労継続支援(Ｂ型)

㉚ 就労継続支援Ｂ型事業所なごみ 里塚2条4丁目2番32号 398-7538 398-7594 合同会社和 就労継続支援(Ｂ型)

居宅支援事業所
番号 事業所名 住所 ☎ 📠 法人（設置者）名 サービス種類

① 指定障害福祉サービス事業所はみんぐ 真栄4条4丁目13番30-102号 398-3207 398-3207 特定非営利活動法人はなうた 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 移動支援

② 特定非営利活動法人ボランティア杜の家 清田6条3丁目1番1号まるみ会館2F 802-3332 892-7520 特定非営利活動法人ボランティア杜の家 居宅介護 重度訪問介護 同行援護

③ サポートセンターのびのび 真栄3条2丁目1番20号 886-1800 886-1800 社会福祉法人札幌療育会 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 移動支援

④ 有限会社ハートケアサポート 里塚3条3丁目14番16号 888-3115 888-3116 有限会社ハートケアサポート 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援

⑤ 株式会社ケアスタッフ清田ステーション 北野2条3丁目2番1号喜栄興産ビルⅡ2Ｆ 881-0300 881-0357 株式会社ケアスタッフ 居宅介護 重度訪問介護

⑥ むつみ介護サービスセンター 平岡10条1丁目8番22号 892-9288 890-9788 有限会社むつみ恒産 居宅介護 重度訪問介護 移動支援

⑦ ヘルパーステーション北のスモーク 里塚緑ケ丘12丁目3番22号 886-3354 886-3354 特定非営利活動法人支援センター北のスモーク 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援

⑧ 訪問介護ステーション・ぽっけ 清田1条2丁目2番2号 883-6300 883-6400 特定非営利活動法人ワーカーズ・ぽっけ 居宅介護 同行援護 移動支援

⑨ 秀寿園ホームヘルプステーション 真栄395番地1 885-8028 885-8029 社会福祉法人秀寿会 居宅介護 重度訪問介護 移動支援

⑩ きたのホームヘルプサービス 北野7条3丁目6番8号 886-1248 886-1244 株式会社あいライフ 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 移動支援

⑪ 自立支援事業所　徒徒路 里塚緑ケ丘10丁目11番3号 887-1160 887-1162 有限会社拓真ワークス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 移動支援

⑫ ヘルパーステーション結 北野3条2丁目6番9-303号 887-5333 887-5332 株式会社プラッキー 居宅介護 重度訪問介護 移動支援

⑬ 特定非営利活動法人札幌コアラ 里塚緑ケ丘3丁目21番12号 884-2110 555-1905 特定非営利活動法人札幌コアラ 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援

⑭ ルーナ 北野3条5丁目3番11-210号 802-5795 802-5796 株式会社ライクアブリッジ 居宅介護 重度訪問介護 移動支援

⑮ ヘルパーステーションのぞみ 美しが丘2条7丁目3番6号 802-6070 802-6071 株式会社野空海 居宅介護 重度訪問介護

⑯ 居宅介護事業所ラポール 真栄4条5丁目11番12号 398-4085 398-4086 一般社団法人ラポール 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 移動支援

⑰ 訪問介護事業所えん樹 美しが丘3条2丁目6番8号 882-1898 882-1898 セカンドケア合同会社 居宅介護 同行援護 移動支援

⑱ ハウスプラザホームヘルプサービス 真栄1条2丁目1番28号 888-2302 888-2301 合同会社ハウスデイサービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 移動支援

⑲ 訪問介護ステーション美しが丘テラス 美しが丘3条8丁目2番1号 887-6830 887-6340 医療法人五風会 居宅介護 重度訪問介護

⑳ 勤医協ヘルパーステーションきよた 清田1条2丁目5番8号 885-1233 886-9955 社会福祉法人勤医協福祉会 居宅介護 重度訪問介護

㉑ 訪問介護ステーション森のくまさん 北野4条3丁目2番34号 884-5826 884-5826 株式会社森のくまさん 居宅介護 重度訪問介護

㉒ 障がい福祉サービスハッピーケア 平岡8条1丁目7番33号 312-9869 312-9869 合同会社ハッピーケア 居宅介護 重度訪問介護 同行援護

㉓ さぽーときょうちゃん 里塚緑ケ丘10丁目10番10号 398-3233 398-7335 合同会社恭花 居宅介護 重度訪問介護 行動援護

㉔ ラポール障害福祉事業所 清田3条1丁目4番16-103号 215-5532 215-8982 rapports株式会社 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援

㉕ 訪問介護事業所元気 清田1条1丁目1番36-401号 398-8578 398-8678 株式会社共同生活館元気 居宅介護 重度訪問介護

㉖ 訪問介護センターふきのとう 清田3条1丁目1番16号 881-8814 884-0889 合同会社ハッピーケア 居宅介護 重度訪問介護

㉗ ヘルパーステーションハーベスト 北野4条3丁目1番37号南雲ビル1F 887-5533 887-5544 株式会社ワンセルフ 居宅介護 重度訪問介護

居住系支援事業所
番号 事業所名 住所 ☎ 📠 法人（設置者）名 サービス種類

① グループホームすぎな 真栄1条2丁目10番8号プラザ2002 881-2079 881-2279 社会福祉法人北翔会 共同生活援助 外部サービス利用型

② ハロー 真栄4条4丁目9番11号 398-4681 398-4680 社会福祉法人栗山ゆりの会 共同生活援助 介護サービス包括型

③ きたのハウス 北野7条1丁目5番3号 856-2470 856-2470 特定非営利活動法人地域生活きたのセンターぱお 共同生活援助 介護サービス包括型

④ ノビロ青年の家 創 真栄4条5丁目9番28号 886-8242 社会福祉法人札幌療育会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑤ ノビロ青年の家 咲 清田7条4丁目5番2号 882-8190 社会福祉法人札幌療育会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑥ ノビロ青年の家 郷 真栄2条1丁目7番6号 882-5692 社会福祉法人札幌療育会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑦ ノビロ青年の家 祥 清田6条2丁目21番18号 882-5307 882-5795 社会福祉法人札幌療育会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑧ ノビロ青年の家 空 清田2条3丁目10番46-302号 881-4545 社会福祉法人札幌療育会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑨ ノビロ青年の家 駿 清田1条3丁目3番31号 802-7143 社会福祉法人札幌療育会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑩ 北野ハウス 北野3条5丁目3番11号 802-5795 802-5796 株式会社ライクアブリッジ 共同生活援助 介護サービス包括型

⑪ こんにちは 真栄3条2丁目11番10号 881-7238 882-3641 社会福祉法人栗山ゆりの会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑫ こんにちは おいで 真栄3条2丁目25番1号 881-7238 882-3641 社会福祉法人栗山ゆりの会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑬ こんにちは みんなの家 真栄3条2丁目10番10号 881-7238 882-3641 社会福祉法人栗山ゆりの会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑭ 地域生活支援センターうれしぱ 里塚あおぞら 里塚3条2丁目5番8号 884-0800 884-0800 社会福祉法人札幌協働福祉会 共同生活援助 介護サービス包括型

⑮ アルルⅡ 清田3条2丁目2番20号 375-1817 375-1993 株式会社アルル 共同生活援助 介護サービス包括型

⑯ アルル北野 北野5条4丁目24番3号 887-3616 887-3616 株式会社アルル 共同生活援助 介護サービス包括型

⑰ アルル清田 清田3条1丁目2番3号 300-2716 300-2716 株式会社アルル 共同生活援助 介護サービス包括型

⑱ アルル札幌 清田2条1丁目6番11号 398-5418 398-5419 株式会社アルル 共同生活援助 介護サービス包括型

⑲ アルル1 清田2条1丁目6番12号 株式会社アルル 共同生活援助 介護サービス包括型

⑳ アルルひかり 清田3条1丁目4番20号 887-6383 887-6383 株式会社アルル 共同生活援助 介護サービス包括型

㉑ ケアホーム　イエール真栄 真栄6条1丁目1番1号 885-6400 885-4000 医療法人社団五風会 共同生活援助 介護サービス包括型

㉒ グループホーム　弥生 真栄4条5丁目16番2号 378-9108 398-9588 合同会社三笠 共同生活援助 介護サービス包括型

㉓ グループホーム　梅の花 平岡2条6丁目4番28号 378-9108 398-9588 合同会社三笠 共同生活援助 介護サービス包括型

㉔ グループホーム清田ファミリーユ 清田2条1丁目16番22号 377-7736 378-6069 特定非営利活動法人コラボ・ネットワーク 共同生活援助 介護サービス包括型

㉕ グループホーム　まちかど 北野5条4丁目19番21号 885-8172 885-8172 合同会社ＡＩＤ　ＯＮＥ 共同生活援助 介護サービス包括型

㉖ グループホーム里塚ファミリーユ 里塚3条1丁目15番15号 807-0151 807-0152 特定非営利活動法人コラボ・ネットワーク 共同生活援助 介護サービス包括型

㉗ あいほーむ 清田3条1丁目9番20号 299-3081 299-3082 株式会社アクティックイメージング 共同生活援助 介護サービス包括型

㉘ あいほーむ清田２丁目 清田3条2丁目7番12号 299-3081 299-3082 株式会社アクティックイメージング 共同生活援助 介護サービス包括型

㉙ グループホーム清田３条ファミリーユ 清田3条3丁目5番3号 090-3397-9597 特定非営利活動法人コラボ・ネットワーク 共同生活援助 介護サービス包括型

㉚ グループホーム　りらいふ清田 清田7条3丁目1番15号 090-6211-9627 特定非営利活動法人オペア 共同生活援助 外部サービス利用型

㉛ クローバーハウス札幌清田７条館 清田7条1丁目7番7号 398-4585 398-4586 株式会社アスライト 共同生活援助 外部サービス利用型

㉜ 美しの森 美しが丘3条4丁目1番50号 885-1001 885-2100 社会福祉法人北海道リハビリー 短期入所

㉝ ノビロ青年の家 真栄464番地1 881-8555 882-5795 社会福祉法人札幌療育会 短期入所 施設入所支援

㉞ 札幌すぎな園 真栄483番地3 881-2079 881-2279 社会福祉法人北翔会 短期入所 施設入所支援

㉟ ノビロ学園短期入所事業所 真栄483番地4 887-3300 886-7567 社会福祉法人札幌療育会 短期入所 施設入所支援

相談支援事業所
番号 事業所名 住所 ☎ 📠 法人（設置者）名 サービス種類

❶ 相談支援事業所ノック 真栄1条2丁目1番28号真栄ビル1F 378-4244 378-4254 社会福祉法人札幌療育会 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援

❷ 相談室ほわっと 北野5条3丁目4番14号 889-6560 211-5135 特定非営利活動法人地域生活きたのセンターぱお 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援

❸ ポプルス 美しが丘3条4丁目1番50号 885-2211 885-2200 社会福祉法人北海道リハビリー 計画相談支援

❹ 相談処きよた 真栄464番地1 881-8555 882-5795 社会福祉法人札幌療育会 計画相談支援

❺ 相談室りっか 真栄323番地 802-6880 802-6881 医療法人社団五風会 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援


