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事業区分 法 人 名 募集施設・事業所名 市町村 

障がい 社会福祉法人 長井学園 

障害者支援施設 ハビタットのっぽろ 

障害者支援施設 江別緑志苑 

生活介護事業所 えべつデイサポートニルシ 

就労支援事業所 錦町ワークサポート陽だまりの郷 

共同生活援助事業所 明生寮 

放課後等デイサービス 地域生活サポートセンターらいぶ 

江別市 

高齢 社会福祉法人 宏友会 

特別養護老人ホーム 手稲リハビリテーションセンター 

グループホーム 風車の家 

特別養護老人ホーム 西野ケアセンター 

西野デイサービスセンター 

札幌市 

高齢 社会福祉法人 ノテ福祉会 

特別養護老人ホーム 新さっぽろの里 

特別養護老人ホーム 幸栄の里 

介護付有料老人ホーム ｢ゆうゆうじてき｣月寒公園 

小規模多機能型居宅介護 ｢ごきげん｣ 

介護老人保健施設 げんきのでる里 

札幌市 

障がい 社会福祉法人 生振の里 
障がい者支援施設 生振の里 

共同生活援助 トゥモロー荘 
石狩市 

高齢 社会福祉法人 当別長生会 
特別養護老人ホーム 当別長寿園 

養護老人ホーム 長寿園 

特別養護老人ホーム 長寿の郷 

当別町 

児童 社会福祉法人 美深育成園 
児童養護施設 美深育成園 

美深子ども家庭支援センター 
美深町 

障がい 社会福祉法人 岩見沢光明舎  岩見沢市 

高齢 社会福祉法人 小樽育成院 
特別養護老人ホーム やすらぎ荘 

養護老人ホーム 小樽育成院 
小樽市 

高齢 社会福祉法人 緑誠会 
特別養護老人ホーム 愛輪園 

老人保健施設 愛の里 

ケアハウス ホワイトキャッスル 

札幌市 

高・社協 社会福祉法人 和寒町社会福協議会 
和寒町社会福祉協議会 

和寒町特別養護老人ホーム芳生苑 

和寒町老人デイサービスセンター健楽苑 

和寒町 

高・障 社会福祉法人 礼文町社会福祉協議会  礼文町 

高・障・児 社会福祉法人 富良野あさひ郷 
障害者支援施設 北の峯学園 

特別養護老人ホーム 北の峯ハイツ 
富良野市 

高齢 社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団 
名寄市特別養護老人ホーム 清峰園 

名寄市風連特別養護老人ホーム しらかばハイツ 
名寄市 

高・障・児 社会福祉法人 古平福祉会 

(介護)通所介護 グッドケア 

(介護)認知症ＧＨ 夕凪 

障害者支援施設及び生活介護 共働の家・いこいの家 

(障害)就労継続支援Ｂ型 きょうどう・みっくすベジタ 

(障害)共同生活援助 若者宿 

古平町 

児童 社会福祉法人 光が丘学園 児童養護施設 光が丘学園 岩見沢市 

高齢 社会福祉法人 協立いつくしみの会 

特別養護老人ホーム かりぷ・あつべつ 

小規模多機能ホーム かりぷ 

ヘルパーステーション かえで 

訪問看護ステーション かりぷ 

札幌市 

児童 社会福祉法人 北光社ふくじゅ園 児童養護施設 北光社ふくじゅ園 北広島市 

高・障 社会福祉法人 北勝光生会 

特別養護老人ホーム しらかば苑 

障害者支援施設 みどりの園 

障害者支援施設 とまむ園 

就労支援センター こんぱす 

陸別町 

高・障 社会福祉法人 エムアール会 

特別養護老人ホーム グリーンピア篠路 

障害者支援施設 グリーンピア篠路 

篠路デイサービスセンター 

グループホームグリーンピア 

札幌市 

障がい 社会福祉法人 えべつ幸誠会 障害者支援施設 えべつ明友荘 江別市 

高・障 社会福祉法人 札幌山の手リハビリセンター 
ケアセンター山の手 

ケアセンター栄町 

ケアセンターら・せれな 

札幌市 

社協 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会 
ヘルパーステーションましゅう 

弟子屈町デイサービスセンター 
弟子屈町 

高齢 社会福祉法人 上士幌福寿協会 特別養護老人ホーム 上士幌すずらん荘 上士幌町 

高・障 社会福祉法人 厚生協会 

障害者支援施設 第 2わかふじ寮 

聴覚障害者養護老人ホーム やすらぎ荘 

特別養護老人ホーム 新得やすらぎ荘 

障害者支援施設 屈足わかふじ園 

 

新得町 
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高・障・児 社会福祉法人 黒松内つくし園 

児童養護施設 黒松内つくし園 

養護老人ホーム 緑ヶ丘老人ホーム 

障がい児入所施設 しりべし学園 

障害者支援施設 しりべし学園成人寮 

特別養護老人ホーム 緑ヶ丘ハイツ 

障害者支援施設 後志リハビリセンター 

障がい福祉サービス事業 羊蹄セルプ 

障がい福祉サービス事業 陽だまり 

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 慶和園 

ユニットケア慶和園 

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム むつみ荘 

黒松内町 

児童 社会福祉法人 札幌正栄会 

菊水すずらん保育園 

北郷すずらん保育園 

宮の沢すずらん保育園 

屯田すずらん保育園 

札幌市 

高齢 社会福祉法人 三笠市社会福祉事業団 
特別養護老人ホーム 三笠市ことぶき荘 

養護老人ホーム 三笠市三楽荘 

デイサービスセンター 三笠市湯快館 

三笠市 

高・児 社会福祉法人 札幌慈啓会 
特別養護老人ホーム 慈啓会 

老人保健施設 慈啓会 

特別養護老人ホーム 札幌市稲寿園 

札幌市 

児童 社会福祉法人 東雲福祉会 うとない保育園 苫小牧市 

障がい 社会福祉法人 滝上ハピニス 
障害者支援施設 滝上リハビリセンター 

相談支援事業 ミント 
滝上町 

高齢 社会福祉法人 美瑛慈光会 

特別養護老人ホーム 美瑛慈光園 

サポートセンター 燈 

多機能型グループホーム 虹 

美瑛慈光園小規模多機能 ひなた 

美瑛町老人保健施設 ほの香 

美瑛慈光園小規模多機能 ほたる 

美瑛町 

高・障・児 社会福祉法人 明和会 

特別養護老人ホーム かおる園 

デイサービスセンター かおる園 

生活介護事業所 ひかり 

共同生活介護事業所 ホームピンネ 

新十津川町 

高齢 社会福祉法人 西平和会 特別養護老人ホーム 五天山園 札幌市 

高齢 社会福祉法人 歌登福祉会 
特別養護老人ホーム 歌翠園 

地域密着型通所介護 歌翠園 
枝幸町 

社協 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会 
苫前町社会福祉協議会ケアプランセンター 

苫前町ヘルパーステーション 
苫前町 

高齢 社会福祉法人 栄和会 
介護老人保健施設 あつべつ 

特別養護老人ホーム 厚別栄和荘 
札幌市 

高・障・児 社会福祉法人 後志報恩会 

障がい者支援施設 銀山学園 

障がい者支援施設 大江学園 

障がい者支援施設 和光学園 

相談支援事業所 HIROBA／にき 

児童発達支援ｾﾝﾀｰ 小樽市さくら学園 

小樽市 

高齢 社会福祉法人 幕別真幸協会 
特別養護老人ホーム 札内寮 

地域密着型介護老人福祉施設 サテライト型ふらっと札内 

地域密着型介護老人福祉施設 サテライト型ふらっと忠類 

幕別町 

障がい 社会福祉法人 札幌報恩会 

障がい者支援施設 札幌報恩学園 

障がい者支援施設 グリーンホーム厚別 

就労継続支援Ａ・Ｂ型 ワークショップ上野幌 

生活介護 そよ風 

生活介護・就労継続支援Ｂ 幌西ほうおん 

札幌市 

障がい 社会福祉法人 北海長正会 障がい者支援施設 北広島リハビリセンター 北広島市 

高齢 社会福祉法人 ほくろう福祉協会 

特別養護老人ホーム 緑愛園 

特別養護老人ホーム 青葉のまち 

特別養護老人ホーム サポーティ・もみじ台 

清田区第 2包括支援センター 

札幌市 

高齢 社会福祉法人 礼文福祉会 
特別養護老人ホーム 礼宝園 

デイサービスセンター礼宝園 
礼文町 

高・障 社会福祉法人 クピド・フェア 

特別養護老人ホーム こぶし 

障害者支援施設 くぴどハイム 

通所介護デイサービスセンター ほほえみプラザ 

居宅介護支援事業所 ほほえみプラザ 

岩見沢市 

 

 


