札幌市福祉有償運送実施団体
所在区

事業所名

申請法人名

1

中央区 ＮＰＯ法人 北海道生涯教育総合研究センター

2

中央区 ＮＰＯ法人 One's Own Master

3

事業所住所

R3.5.1現在

電話番号

札幌市中央区大通西18丁目2-8-705

011-633-0213

札幌市中央区中央区北1条西19丁目1-7-3階

011-643-8997

中央区 社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

札幌市中央区北8条西23丁目2-22

011-622-8664

4

中央区 ＮＰＯ法人 ＢＡＫＵ

札幌市中央区南10条西1丁目1-1-1005

011-206-8393

5

中央区 ＮＰＯ法人 プラネット

札幌市中央区南9条西7丁目2番15号

011-272-2233

6

中央区 ＮＰＯ法人 障がい者就労支援の会

あかり家

札幌市中央区南3条西10丁目1001-5福山南3条ビル7F

011-280-8752

7

中央区 ＮＰＯ法人 ＴＡＫの会

イモン

札幌市中央区南6条西18丁目2-19

011-561-3556

8

中央区 社会福祉法人 あむ

ばでぃ

札幌市中央区南9条西13丁目1-40

011-533-8655

9

中央区 医療法人財団 老蘇会

札幌市中央区南14条西18丁目5-33

011-688-6716

10

中央区 一般社団法人 日本介護社中ビジネス協会

札幌市中央区北18条西15丁目3-21

011-790-6477

11

中央区 社会福祉法人 緑伸会

札幌市中央区大通西10丁目4番地
ダンロップSKビル3F

011-261-1313

札幌市北区北8条西3丁目
札幌エルプラザ２階市民活動サポートセンター事務ブース14

011-788-4444

移送サービスあしがる

あいりすヘルパーステーション

12

北区 ＮＰＯ法人 札幌微助人倶楽部

13

北区 社会医療法人社団 愛心館

来夢ラインヘルパーステーション

札幌市北区あいの里2条1丁目20-1 老人保健福祉施設プラットホーム内 011-776-3071

14

北区 社会福祉法人 札幌協働福祉会

ヘルパーステーションたんぽぽ

札幌市北区あいの里4条5丁目9-1

011-778-3434

15

北区 ＮＰＯ法人 子どもサポートどろんこクラブ

札幌市北区北16条西4丁目2-2

011-792-8698

16

北区 ＮＰＯ法人 はぐくみ会

札幌市北区新琴似6条14丁目4-8

011-765-4022

17

北区 ＮＰＯ法人 イータップ

札幌市北区拓北4条3丁目9-23

011-768-8777

18

北区 ＮＰＯ法人 いろえんぴつ

いろえんぴつ障がい福祉サービス 札幌市北区屯田2条1丁目4-18

011-214-9836

19

北区 医療法人社団

アリシア34

札幌市北区北34条西9丁目4番24号

011-859-1005

20

北区 ＮＰＯ法人 自立支援サービスステーションれがーれ

札幌市北区屯田４条３丁目13-1

011-790-6156

21

北区 ＮＰＯ法人 さっぽろ障がい福祉てっての会

サポートオフィスＴｅｔｔｅ

札幌市北区篠路6条7丁目1番38号
ファイブスター篠路Ｃ棟2号室

011-792-0871

22

北区 医療法人社団 誠仁会

訪問看護ステーション北大通り

札幌市北区北23条西4丁目2-23

0135-21-4567

23

北区 特定非営利活動法人 バトンタッチ

札幌市北区南あいの里7丁目12番15号

011-770-5030

24

東区 ＮＰＯ法人 介護グループむらさき

札幌市東区北10条東13丁目1-12

011-712-6266

25

東区 社会福祉法人 わらしべ会

札幌わらしべ園

札幌市東区本町2条6丁目4番1号

011-783-0606

26

東区 ＮＰＯ法人 ホップ障害者地域生活支援センター

Origin

札幌市東区北20条東1丁目5-1大西ビル1階

011-748-6220

27

東区 社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

さっぽろ地域生活支援センター

札幌市東区北22条東6丁目1番15号

011-750-1031

28

東区 さっぽろ高齢者福祉生活協同組合

福祉生協東送迎サービス

札幌市東区北8条東8丁目3番15号

011-865-0077

29

東区 ＮＰＯ法人 ステップバイステップ

移動支援事業所 宙

札幌市東区北18条東7丁目2番20号

011-832-8377

30

東区 ＮＰＯ法人 にじの夢

札幌市東区北26条東16丁目1-46-1102

011-769-0825

31

東区 ＮＰＯ法人 自立支援センター歩歩路

足助人

札幌市東区北36条東1丁目8-7

011-741-0606

32

東区 社会福祉法人 麦の子会

日中一時支援事業むぎのこ

札幌市東区北36条東8丁目1-30

011-753-6468

33

東区 社会福祉法人 麦の子会

居宅介護事業所むぎのこ

札幌市東区北39条東14丁目2-18

011-753-6468

34

東区 一般社団法人 Blissful Home

居宅介護事業所 リビング

札幌市東区北28条東10丁目3-12-102

011-792-1631

35

東区 NPO法人 ニルスの会

福祉有償運送伏古事業所

札幌市東区伏古6条4丁目1-8

011-789-8800

36

東区 NPO法人 Step by Step 札幌

札幌市東区北32条東2丁目1番11-405号

011-711-8689

37

東区 一般社団法人 札幌福祉就労支援センター

希望の道

札幌市東区北34条東17丁目2番1号 駒谷ビル2階

011-786-3466

38

東区 医療法人社団 Ｈ・Ｎ・メディック

医療法人社団 Ｈ・Ｎ・メディック
さっぽろ東

札幌市東区北19条東7丁目1番26号

011-801-6660

仁誠会
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39

白石区 社会福祉法人 北翔会

札幌あゆみの園

札幌市白石区川北2254番地1

011-879-5555

40

白石区 社会福祉法人 札親会

ライフサポートあんりー

札幌市白石区平和通16丁目北2-32西山ビル2階

011-861-0083

41

白石区 ＮＰＯ法人 いきいきコミュニティ生活支援窓花

札幌市白石区川北2条１丁目11-22

011-873-4322

42

白石区 ＮＰＯ法人 障害者支援センター北海道

障害者支援センター札幌

札幌市白石区菊水元町1条4丁目4-5-302

011-867-0038

43

白石区 さっぽろ高齢者福祉生活協同組合

福祉生協白石送迎サービス

札幌市白石区南郷通6丁目北2番10号

011-865-0077

44

白石区 一般社団法人 和郷

訪問介護カトレア

札幌市白石区北郷6条3丁目4-25

011-867-9030

45

白石区 ＮＰＯ法人 小さい種の会

サポート種っ子

札幌市白石区栄通14丁目3-31-101

011-836-1551

46

白石区 ＮＰＯ法人 ら・し・く

ぼるか・かのん

札幌市白石区本郷通13丁目北5-2

011-866-1018

47

白石区 一般社団法人 ハートフルケアサービス

札幌市白石区平和通9丁目北17番1号

011-789-8800

48

厚別区 ＮＰＯ法人 ホームヘルパーノア

札幌市厚別区青葉町8丁目1-17

011-893-5222

49

厚別区 ＮＰＯ法人 プラウド

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目7-18

011-801-5127

50

厚別区 医療法人社団 Ｈ・Ｎ・メディック

札幌市厚別区厚別中央5条6丁目1-5

011-801-6660

51

厚別区 ＮＰＯ法人 ワーキンググループ

札幌市厚別区厚別西4条5丁目3-11

011-802-3392

52

厚別区 社会福祉法人 楡の会

ヘルパータック

札幌市厚別区厚別町下野幌49番地

011-375-7758

53

厚別区 社会福祉法人 札幌報恩会

サポート９１

札幌市厚別区上野幌１条３丁目１－１

011-894-2529

54

厚別区 社会福祉法人 札幌報恩会

のぞみ寮・くるみ寮

札幌市厚別区厚別町上野幌822番地

011-894-2529

55

厚別区 ＮＰＯ法人 わーかーびぃー

かいけつ太郎

札幌市厚別区青葉町9丁目3番35号

011-893-1199

56

厚別区 医療法人サンプラザ

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9番25号

011-892-1556

57

豊平区 ＮＰＯ法人 つなぐ

東月寒ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰふらっと

札幌市豊平区月寒東4条18丁目7-14

011-850-2345

58

豊平区 ＮＰＯ法人 ステップバイステップ

ちゃちゃべりー豊平

札幌市豊平区美園1条1丁目29番2

011-832-8377

59

豊平区 ＮＰＯ法人 あしの会

居宅支援事業所だんらん

札幌市豊平区豊平３条12丁目1-25
センチュリーハイツ豊平101号

011-824-5108

60

豊平区 NPO法人 シニア活性協会

ヘルパーステーション 風音

札幌市豊平区平岸3条3丁目2-2

011-376-1564

61

豊平区 特定非営利活動法人

外出サービスなごみ

札幌市豊平区中の島１条９丁目8-4

011-206-6539

62

豊平区 医療法人社団

アルメリア福住

札幌市豊平区月寒東2条16丁目1番70号

011-859-1005

63

清田区 社会福祉法人 北翔会

札幌すぎな園

札幌市清田区新栄483番地1

011-879-5555

64

清田区 ＮＰＯ法人 ワーカーズ・ぽっけ

札幌市清田区清田1条2丁目2-2

011-883-6300

65

清田区 一般社団法人 あんさんぶる

生活介護事業所 あんさんぶる

札幌市清田区清田7条1丁目25-22

011-375-9007

66

清田区 ＮＰＯ法人 ボランティア杜の家

清田ステーション

札幌市清田区清田6条3丁目1-1まるみ会館2階

011-888-6670

67

清田区 社会福祉法人 札幌療育会

ノビロ青年の家

札幌市清田区真栄464番地1

011-881-8555

68

清田区 一般社団法人 ラポール

札幌市清田区真栄4条5丁目11-12

011-398-4085

69

清田区 ＮＰＯ法人 支援センター北のスモーク

札幌市清田区里塚緑ヶ丘12丁目3-22

011-886-3354

70

清田区 ＮＰＯ法人はなうた

サンハート平岡

新札幌循環器病院

なごみ

仁誠会

はみんぐ

札幌市清田区真栄4条4丁目13-30ピンクパレス美しが丘102号 011-398-3207

ケアサービスあうる

札幌市南区真駒内柏丘5丁目10-9

011-596-7022

71

南区 一般社団法人 ARCJOB

72

南区 ＮＰＯ法人 さっぽろ福祉支援ネットあいなび

札幌市南区南32条西10丁目2-3

011-582-8982

73

南区 ＮＰＯ法人 みなぱ

札幌市南区南37条西11丁目4-10

011-588-3785

74

南区 ＮＰＯ法人 せせらぎ

札幌市南区川沿4条3丁目4-9-102

011-572-7810

75

南区 ＮＰＯ法人 札幌市民生活支援ネット

札幌市南区石山1条1丁目7-15

011-594-2113

76

南区 一般社団法人 ソーシャルパートナーズ北海道

札幌市南区澄川4条1丁目1-40 ジンビル澄川3F-A

011-887-6164

ななかまどケアサービス
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77

南区 社会福祉法人 前田記念福祉会

軽費老人ホーム シルバーハウス 札幌市南区北ノ沢1819番9

011-571-7711

78

南区 一般社団法人 自立生活センターゆめくる

居宅介護事業所 夢来

札幌市南区南36条西10丁目1-25

011-596-0671

79

西区 ＮＰＯ法人 札幌障害者活動支援センターライフ

ヘルパーステーション繭結

札幌市西区二十四軒4条6丁目5番32号 テラニ二十四軒 １F 011-623-2505

80

西区 社会福祉法人 ＮＩＫＯＲＩ

みんな・みーな

札幌市西区二十四軒4条6丁目2-7

011-642-1331

81

西区 ＮＰＯ法人 ＳＡＬＡ

SALA移動支援事業所

札幌市西区発寒6条7丁目4-24

011-375-8787

82

西区 ＮＰＯ法人 ひなた

こひなた

札幌市西区発寒6条13丁目3-52

011-669-3011

83

西区 ＮＰＯ法人 在宅生活支援サービスホーム花凪

札幌市西区平和2条4丁目11番47号

011-666-1565

84

西区 ＮＰＯ法人 福祉事業団ひかりの家

札幌市西区二十四軒３条２丁目５－２６

011-615-1055

85

西区 ＮＰＯ法人 札幌いちご会

札幌市西区西町南18丁目2-1

011-699-6722

86

西区 ＮＰＯ法人 みつばちの小さな喫茶店

札幌市西区山の手4条11丁目6-1

011-611-7162

87

西区 ＮＰＯ法人 ロータス会

ヘルパーステーション華（札幌）

札幌市西区西野3条10丁目6-10

0135-22-1130

小規模多機能型居宅介護支援
ほほえみ手稲

札幌市手稲区稲穂2条7丁目5-7

011-691-7660

88

手稲区 公益社団法人 札幌聴覚障害者協会

89

手稲区 社会福祉法人 アンビシャス

札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-12

011-669-2222

90

手稲区 ＮＰＯ法人 ヘルパーステーションいちご

札幌市手稲区手稲本町２条５丁目12-50-1402

011-522-6342

91

手稲区 一般社団法人 シグマ

札幌市手稲区富丘３条４丁目10-30

011-213-8294

92

手稲区 一般社団法人 空

札幌市手稲区前田9条14丁目1-27

011-215-4942

93

市外 社会福祉法人 はるにれの里

94

市外 社会福祉法人 はるにれの里

95

市外 ＮＰＯ法人 ふれあい広場タンポポのはら

96

市外 社会福祉法人 えぽっく

移動支援事業所 そら

パーソナルサポートセンターぽけっ
石狩市花川南8条3丁目71番地
と
花川サテライト
パーソナルサポートセンターぽけっ
石狩市厚田区虹が原165-64
と
厚田サテライト
サポートセンターいーよ
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0133-76-2889
0133-76-2889

石狩市花川南4条5丁目21番地

0133-73-9056

空知郡南幌町栄町4丁目3-15

011-373-8880

備考

