
事業所番号 ｻｰﾋﾞｽ種類 施設名 法人(設置者)名 区 条丁目

0150101525 児童発達支援 みのり 特定非営利活動法人　かかわり教室 札幌市中央区 大通西１５丁目ニュ－ライフ大通公園２１３号

0150101541 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　に・こ・ぱ 社会福祉法人　あむ 札幌市中央区 南十三条西２３丁目２－１２

0150101558 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達さぽーと　ポッケ 合同会社　チキサニ 札幌市中央区 南九条西１２丁目１－５２サウスビュー１階

0150101566 児童発達支援 児童デイサービス・バンビーノ 小田商事株式会社 札幌市中央区 北六条西２６丁目３－２　Ｍ・Ｏビル

0150101574 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　なえぼん 特定非営利活動法人　ジャイフル 札幌市中央区 北二条東９丁目13番14号三雄マンション201号

0150101582 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　べるにこっと 株式会社　医療福祉人材バンク 札幌市中央区
宮の森二条１０丁目３番１０号宮の森２条マンション２０２号室

0150101590 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
こども園　虹 合同会社　わかば 札幌市中央区 南五条西２２丁目１番１５号

0150101608 放課後等デイサービス みのりⅡ 特定非営利活動法人　かかわり教室 札幌市中央区 大通西１５丁目ニュ－ライフ大通公園６０３号

0150101616 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　き・き　kids 株式会社　進幸 札幌市中央区 北４条西１６丁目１－３幌西ビル　１階

0150101632 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　ドリーム中央 有限会社　オフィス大坪 札幌市中央区 南十条西１６丁目３番２５号

0150101640 放課後等デイサービス 児童デイサービス・バンビーノ２ 小田商事株式会社 札幌市中央区 北六条西２６丁目３－２　Ｍ・Ｏビル１Ｆ

0150101657 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ＹＭＣＡ　さんかく　 財団法人　北海道ＹＭＣＡ 札幌市中央区 南十一条西１１丁目２－５

0150101707 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
発達支援ルーム　Let's fly 株式会社　Encourage Sapporo 札幌市中央区 南11条西17丁目2-8サイレンス旭ヶ丘407号

0150202836 放課後等デイサービス ヴェルデ篠路 有限会社　コローレ手稲 札幌市北区 太平十条１丁目１－３５

0150202877 児童発達支援 ちゃいるどさぽーと　はれそら 有限会社　ライフサポート・ウィズ 札幌市北区 屯田六条９丁目６－２３

0150202935 放課後等デイサービス こども発達しえん　にじの☆ 有限会社　ライフサポート・ウィズ 札幌市北区 屯田六条９丁目６－２３

0150202950 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　コンチェルト
特定非営利活動法人　発達支援サポーターズコンチェルト

札幌市北区 北二十三条西5丁目2番31-202号

0150202992 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 通所支援事業所　とらいあんぐる　げんき 有限会社　ウェル・ビーイング 札幌市北区 新琴似九条１丁目２番１７号

0150203016 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
新川さくらんぼ 株式会社さくらんぼ保育園 札幌市北区

新川３条７丁目１番６５号ＤＡＩＣＨＯメディカルプラザ

0150203024 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ぴゅあの実 Ｉ　ｐｕｒｅ株式会社 札幌市北区 あいの里三条６丁目３－２２

0150203032 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　コンチェルト第２
特定非営利活動法人　発達支援サポーターズコンチェルト

札幌市北区 北二十三条西5丁目2番31-201号

0150203040 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援　ひまわり 株式会社　ベルツリー 札幌市北区 新琴似四条６丁目６番８号

0150203057 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ プレイスクール　いろえんぴつ 特定非営利活動法人いろえんぴつ 札幌市北区 屯田2条1丁目4-12

0150203073 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ひだまり 有限会社　プロケア 札幌市北区 篠路一条４丁目７番１号

0150203099 児童発達支援
児童発達支援事業所　グー・チョキ・パー

合資会社　イコロの会 札幌市北区 新琴似九条10丁目3-3

0150203131 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ココロ ウェルネス株式会社 札幌市北区 篠路4条5丁目1番8号　ロイヤルプラザ１階

0150203164 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童福祉サービス　わくわく 合同会社　Waku Waku 札幌市北区 新琴似8条13丁目2-9マルシンノースビル3階

0150203180 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
グー・チョキ・パー　第２ 合資会社　イコロの会 札幌市北区 屯田2条1丁目7-46

0150203198 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
スマイル 株式会社よねたや 札幌市北区 屯田6条6丁目5番8号ノーブル6・6

0150203206 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ひだまり　新川 合同会社グロース 札幌市北区 新川1条5丁目1番11号

0150203214 児童発達支援 ソレイユの森麻生 株式会社ソレイズ 札幌市北区 北38条西5丁目1番52号エミュー麻生

0150203230 放課後等デイサービス プレイスクール　いろえんぴつ 特定非営利活動法人　いろえんぴつ 札幌市北区 屯田2条1丁目4-11

0150203248 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
さくらるーむ 株式会社　ケアイノベーション 札幌市北区 新琴似1条2丁目4-19コートビバリッジ1階

0150300036 放課後等デイサービス 放課後型デイサービス　ちゃちゃべりー 特定非営利活動法人　ステップバイステップ
札幌市東区 北十八条東７丁目２番２０号

0150300044 放課後等デイサービス 児童デイサービス　ジャンプレッツ 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北三十五条東２８丁目３－１

0150300051 児童発達支援 児童デイサービスむぎのこ 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北三十六条東８丁目１－３０

0150300077 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童福祉サービス　Ｃｏｃｏ～ 特定非営利活動法人　自立支援センター歩歩路
札幌市東区 北三十五条東１丁目６番２号

0150300093 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
プレイ 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北三十五条東10丁目２－１６

0150300101 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
シーランチ 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北３５条東９丁目３番２１号

0150300119 児童発達支援 どろんこきっず
特定非営利活動法人　子供サポートどろんこクラブ

札幌市東区 北１７条東５丁目３番６号

0150300127 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
あてんど

特定非営利活動法人　ホップ障害者地域生活支援センター

札幌市東区 北19条東1丁目５番11号

0150300135 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ヨシア 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北三十七条東１０丁目２番１５号

0150300143 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童福祉サービス　Ｉｉ～

特定非営利活動法人　自立支援センター歩歩路
札幌市東区 北三十五条東１丁目６番２号

0150300150 放課後等デイサービス チェリーブロッサム 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北三十九条東14丁目2番18号

0150300168 児童発達支援 セーボネス 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北三十六条東8丁目1番8号

0150300176 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ライオン 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北36条東9丁目1-1

0150300184 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ソレイユの森 株式会社ソレイズ 札幌市東区 北38条東15丁目1-22

0150300192 放課後等デイサービス どろんこジュニア
特定非営利活動法人　子供サポートどろんこクラブ

札幌市東区 北十七条東４丁目３－２４

0150300200 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童発達支援事業所　あじさい 特定非営利活動法人　あじさいサポートネット
札幌市東区 北24条東15丁目1番7号スリール元町201号

0150300218 児童発達支援 スタディ 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北４０条東１３丁目４－７

0150300226 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童福祉サービス　まるちゃん 特定非営利活動法人　自立支援センター歩歩路
札幌市東区 北２６条東５丁目３番２８号

0150300234 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童デイサービス　ひかり 有限会社　丸モ水森商店 札幌市東区

本町二条８丁目３－６コモンズ２８　２０５号室

0150300267 放課後等デイサービス スカイブルー 社会福祉法人　麦の子会 札幌市東区 北三十九条東8丁目1-8

0150300325 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童福祉サービス　愛友夢

特定非営利活動法人　自立支援センター歩歩路
札幌市東区 北26条東7丁目3-23丸岡ビル1階

第2回児童発達支援センター長会議　参加事業所一覧第2回児童発達支援センター長会議　参加事業所一覧第2回児童発達支援センター長会議　参加事業所一覧第2回児童発達支援センター長会議　参加事業所一覧
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事業所番号 ｻｰﾋﾞｽ種類 施設名 法人(設置者)名 区 条丁目

0150300341 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ぽこぽこ　児童発達支援・放課後等デイサービス

一般社団法人ぽこぽこ会 札幌市東区 東苗穂10条3丁目19番1号

0150300358 放課後等デイサービス 児童デイサービス　リアン・エンジェル 株式会社　リアン・エンジェル 札幌市東区 北11条東4丁目2-4カーサビアンコ1Ｆ号室

0150402055 放課後等デイサービス 児童デイサービス笑（えみ） 特定非営利活動法人　札幌ＮＦＣ 札幌市白石区 川北3条1丁目7-25

0150402063 児童発達支援 児童発達支援事業所　あいりす 特定非営利活動法人　ALFA 札幌市白石区 菊水六条２丁目7番18号

0150402089 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
さっぽろぐるんば

特定非営利活動法人　さっぽろぐるんば 札幌市白石区 平和通７北１４－３９

0150402105 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
さっぽろぐるんぱ第二

特定非営利活動法人　さっぽろぐるんば 札幌市白石区 平和通７丁目北１１－１８

0150402121 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 通所支援事業所　とらいあんぐる　ゆうき 有限会社　ウェル・ビーイング 札幌市白石区 菊水元町五条２丁目２番１８号

0150402139 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　すこーれ 特定非営利活動法人　ALFA 札幌市白石区 栄通１３丁目１番２３号

0150402147 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
けんけんぱ 一般社団法人　福祉育英会 札幌市白石区 東札幌二条６丁目７番１４号第２トーホービル２Ｆ

0150402154 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　ばらんすぼーる 株式会社　インクルージョン 札幌市白石区 川北三条１丁目３番１７号

0150402238 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
べりい・べりいー 株式会社　ラピティ 札幌市白石区 本郷通13丁目南1番3号md+pw 402号

0150402253 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 通所支援事業所　とらいあんぐる　なかま 有限会社　ウェル・ビーイング 札幌市白石区 中央2条3丁目8番19号

0150402287 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
こどもサポート　ユニモ 一般社団法人　ユニモ 札幌市白石区 平和通2丁目北8番26号

0150402295 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ジュン・ハート東札幌 株式会社　アドレ 札幌市白石区 東札幌4条3丁目1-21

0150402303 放課後等デイサービス 児童デイサービスわかばの家　 合同会社札幌わかば 札幌市白石区 北郷3条1丁目2番7号

0150502904 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童通所支援センター　クオレ月寒 有限会社　真心 札幌市豊平区 月寒東四条８丁目４－１０　

0150502912 放課後等デイサービス POPサポート美園 株式会社　進幸 札幌市豊平区 美園３条８丁目１－８アスターハイツ美園１階

0150502920 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 子ども発達支援　ポコァポコ
特定非営利活動法人　子育てさぽーと　ポコァポコ 札幌市豊平区 豊平３条７丁目３番２０号

0150502938 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　のび・のび　ジュニアユース 特定非営利活動法人　さっぽろこどもさぽーと 札幌市豊平区 平岸２条１０丁目１番１７号サンクレストケイアイ１Ｆ

0150502946 児童発達支援 児童デイサービスＰＯＰ 株式会社　進幸 札幌市豊平区 美園三条8丁目1-8　アスターハイツ美園2階

0150502953 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス　みっけ 株式会社　ナナＳ 札幌市豊平区 西岡四条8丁目13番17号

0150502961 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　ポレポレ 株式会社　ドウエイ 札幌市豊平区 豊平八条12丁目１－８青柳マンション３０２

0150502979 児童発達支援 児童発達支援　りとるみっけ 株式会社　ナナＳ 札幌市豊平区 西岡四条８丁目１３番１４号

0150502987 放課後等デイサービス ペングアート 合同会社　ペン具 札幌市豊平区 美園二条５丁目４番６号

0150502995 放課後等デイサービス 放課後デイサービス　みっけクラブ 株式会社　ナナＳ 札幌市豊平区 平岸五条10丁目7-1パシフィックヒルタウン　札幌Ｄ棟

0150503035 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
きらり☆は～と月寒 株式会社　セラビ 札幌市豊平区 月寒東2条8丁目5-8

0150503043 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
かわせみの森 一般社団法人子供と青い空 札幌市豊平区 平岸2条15丁目4番31号

0150503068 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
パレッタ 株式会社　Melever 札幌市豊平区 豊平8条9丁目3-25

0150503076 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ かわせみの森　中の島キッズ 株式会社　アイグリーン 札幌市豊平区 中の島1条7丁目6-10　1Ｆ

0150503084 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　ブレーメン 株式会社　フルハーモニー 札幌市豊平区 豊平1条5丁目2番17号

0150600021 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 北海道社会福祉事業団もなみ学園 社会福祉法人　北海道社会福祉事業団 札幌市南区 石山東３丁目５番１号

0150600039 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　のび・のび 特定非営利活動法人　さっぽろこどもさぽーと
札幌市南区 澄川四条１丁目２番３４号

0150600047 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童デイサービスいるか 有限会社　ユアホームサービス 札幌市南区 真駒内南町４丁目４－３

0150600054 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　プレイズホーム 特定非営利活動法人　アフタースクール運営会
札幌市南区 真駒内緑町２丁目１－１１

0150600062 放課後等デイサービス 指定放課後等デイサービス　楡の会　あーち
社会福祉法人　楡の会 札幌市南区 澄川五条10丁目389-2805

0150600070 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ねすと 浅野建設株式会社 札幌市南区 石山２条４丁目４番３２号

0150600088 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
トゥク∞トゥク　もいわ 特定非営利活動法人　みなぱ 札幌市南区 南三十七条西１１丁目４番１０号

0150600138 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
にこにこラビット 特定非営利活動法人　ぬくもりの介護 札幌市南区 川沿1条2丁目1番16号

0150600161 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
なないろ南沢 株式会社ＮＯＡ 札幌市南区 南沢2条4丁目3番14号

0150600179 放課後等デイサービス みつばち 株式会社自立支援よつば 札幌市南区 石山1条7丁目26番32号

0150700029 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童発達支援事業・放課後等デイサービス　ちいさなおうち
特定非営利活動法人　ちいさなおうち 札幌市西区 西野四条４丁目１３番１０－１０３号

0150700037 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　のび・のび　やまのて 特定非営利活動法人　さっぽろこどもさぽーと
札幌市西区 山の手三条３丁目３番１２号

0150700052 放課後等デイサービス 児童デイサービス　ハナイ 有限会社　マハロ 札幌市西区 発寒十条２丁目７番２５号

0150700094 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童発達支援　音の森　はっさむ 株式会社　リズムアート 札幌市西区 発寒七条5丁目11番21号クレストコートⅠ-C

0150700102 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童デイサービス　マカニ 有限会社　マハロ 札幌市西区 発寒十二条3丁目4番26号

0150700110 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　あっぷりけ 有限会社　ふじケア 札幌市西区 八軒四条東1丁目3-16

0150700144 放課後等デイサービス
特定非営利活動法人ボランティア杜の家　児童デイサービス杜の家 特定非営利活動法人　ボランティア杜の家

札幌市西区 西野三条１０丁目８－６

0150700151 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
のこじゅく 特定非営利活動法人　ひなた 札幌市西区 発寒六条１３丁目３番５７号２階

0150700169 児童発達支援 わんぱくキッズ
株式会社　クリエイティブ・カンパニー

札幌市西区 八軒五条西１丁目２－２２　２Ｆ

0150700177 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童発達支援　チャオⅡ 株式会社　リガーレ 札幌市西区

二十四軒二条４丁目７番１７号二十四軒中央メディカルプラザビル２階Ｊ室

0150700185 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス　音の森　アフタースクール

株式会社　リズムアート 札幌市西区
発寒七条５丁目１１番２１号クレストコート　１－Ａ

0150700201 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童発達支援事業所　ＳＡＬＡ 特定非営利活動法人　ＳＡＬＡ 札幌市西区 山の手六条7丁目2番1号

0150700219 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
デイ緑ヶ丘 社会福祉法人　札幌緑花会 札幌市西区 山の手３条１２丁目３－１２

0150700268 放課後等デイサービス
児童デイサービスセンター　第３わんぱくランド 株式会社　クリエイティブ・カンパニー

札幌市西区 発寒15条4丁目4-1　1Ｆ

0150700276 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス（就労・生活介護準備型）らいとわーくす

株式会社　北海道ケア・サポート 札幌市西区 発寒10条4丁目5-20

0150700292 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ほっと 特定非営利活動法人　ＨＯＴ 札幌市西区

山の手2条6丁目6番28号ニューフロンティアＣ号室
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事業所番号 ｻｰﾋﾞｽ種類 施設名 法人(設置者)名 区 条丁目

0150800035 児童発達支援 楡の会　プレイルームにれのかい 社会福祉法人　楡の会 札幌市厚別区 厚別町下野幌４９番地

0150800043 放課後等デイサービス 楡の会　ど～なっつ 社会福祉法人　楡の会 札幌市厚別区 厚別中央三条６丁目３番８号　６丁目堀川コーポ１階

0150800050 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
つみきのお家 株式会社　愛十羽 札幌市厚別区 厚別南１丁目９番１号

0150800068 放課後等デイサービス 児童デイサービス　ほほ笑み 特定非営利活動法人　札幌ＮＦＣ 札幌市厚別区 厚別北三条5丁目30-11

0150800076 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ジュン・ハート厚別西 株式会社　アドレ 札幌市厚別区 厚別西五条2丁目1-25

0150800092 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
楡の会　ルビーノ 社会福祉法人　楡の会 札幌市厚別区 厚別町下野幌４９番地

0150800100 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童デイサービス　ぴーち 合同会社サクランボ 札幌市厚別区 厚別中央二条１丁目２－５５－１１０号室

0150800118 児童発達支援 児童デイサービスどんぐり 医療法人社団　育悠会 札幌市厚別区 厚別中央１条６丁目３番１号

0150800134 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　ぴーち’２ 合同会社サクランボ 札幌市厚別区 厚別中央二条１丁目２－５５－２１０号室

0150800167 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
多機能型通所施設　さうす 社会福祉法人　楡の会 札幌市南区 川沿十五条２丁目８－２７

0150800191 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　すまいりー 株式会社　ハッピーデイズ 札幌市厚別区 大谷地東2丁目6-1北海総業ビル1Ｆ

0150900033 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ぬくもり山荘 有限会社　ホットステーション 札幌市手稲区 稲穂三条２丁目４番２０号ぬくもり山荘

0150900041 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ヴェルデ明日風 有限会社　コローレ手稲 札幌市手稲区 明日風2丁目17番45号コローレビル101・102

0150900058 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ヴェルデ新発寒 有限会社　コローレ手稲 札幌市手稲区 新発寒五条8丁目1番6号

0150900066 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービスセンター　翔 株式会社　翔寛 札幌市手稲区 前田１条１丁目4番20号

0150900074 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童発達支援　放課後等デイサービス　音の森

株式会社　リズムアート 札幌市手稲区 西宮の沢4条4丁目18番7号 清田建託ビル　102号室

0150900082 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　プチプラン 株式会社　アバンセ 札幌市手稲区 前田六条16丁目4番11号

0150900090 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童デイサービス翔Ｊｒ 有限会社　爽コーポレーション 札幌市手稲区 新発寒5条5丁目10-17

0150900108 児童発達支援 児童ディサービス　ドリーム 有限会社　オフィス大坪 札幌市手稲区 前田６条１５丁目５－１７

0150900116 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童デイサービス　ぷちぱっそ 株式会社　アバンセ 札幌市手稲区 曙８条１丁目７番２０号

0150900124 放課後等デイサービス アズーリ星置 有限会社　コローレ手稲 札幌市手稲区 星置三条４丁目

0150900132 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
きらり☆は～と　西宮の沢 株式会社　セラビ 札幌市手稲区 西宮の沢三条２丁目１－１２トップワークビル１Ｆ

0150900157 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
児童福祉サービス　あいむ 有限会社　拓真ワークス 札幌市清田区 里塚緑ケ丘１０丁目１１番３号

0150900165 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ジュン・ハートムーブ 株式会社　アドレ 札幌市清田区 北野五条３丁目４－２

0150900173 放課後等デイサービス ノビロ学園児童デイサービスセンター 社会福祉法人　札幌療育会 札幌市清田区 真栄483番地4

0150900181 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童通所支援センター　クオレ平岡 有限会社　真心 札幌市清田区 平岡二条5丁目3番1号エコ平岡ビル3階

0150900207 放課後等デイサービス こどもデイサービスセンター和 合同会社　和 札幌市清田区 里塚二条４丁目２番３２号

0150900215 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 児童福祉サービス　ゆうきゃん 有限会社　拓真ワークス 札幌市清田区 有明４３番地

0150900322 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ひだまり手稲 株式会社ボンド 札幌市手稲区 曙5条1丁目1番11号

0150900348 児童発達支援＋放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
のこのこ 株式会社ティグル 札幌市清田区 真栄4条2丁目20番10号ルミエールプラザ1階
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