（1/15）

一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村

石狩

札幌市

会員名
社会福祉法人 愛敬園
社会福祉法人 愛全会
社会福祉法人 愛和福祉会
社会福祉法人 青葉学園
社会福祉法人 明日佳
社会福祉法人 厚別共栄福祉会
社会福祉法人 あむ
特定非営利活動法人 ＡＬＦＡ
社会福祉法人 アンビシャス
社会福祉法人 イケソー福祉会
社会福祉法人 いずみ福祉会
一般社団法人 Ｗｅｌｌｂｅ Ｄｅｓｉｇｎ
社会福祉法人 栄和会
社会福祉法人 エムアール会
社会福祉法人 大石福祉会
社会福祉法人 大友恵愛会
社会福祉法人 丘珠さつき福祉会
社会福祉法人 鶴翔福祉会
社会福祉法人 風の子会
社会福祉法人 寛聖会
社会福祉法人 義弘会
社会福祉法人 共愛福祉会
特定非営利活動法人 共生舎
社会福祉法人 協立いつくしみの会
社会福祉法人 共和の会
社会福祉法人 清田福祉会
社会福祉法人 草の実会
特定非営利活動法人 クリオネ
特定非営利活動法人 クロト
社会福祉法人 渓仁会
社会福祉法人 桂和会
社会福祉法人 光華福祉会
社会福祉法人 光華園
社会福祉法人 高翔福祉会
社会福祉法人 厚仁会
社会福祉法人 光星子どもの家福祉会
社会福祉法人 宏友会
社会福祉法人 幸友福祉会
社会福祉法人 心の里親ホーム
社会福祉法人 琴似あやめ福祉会
特定非営利活動法人 子どもシェルターレラピリカ
社会福祉法人 子どもの家福祉会
社会福祉法人 小野幌福祉会
社会福祉法人 彩世会
社会福祉法人 朔風
社会福祉法人 さくら会
社会福祉法人 さくら協働福祉会
社会福祉法人 札親会
社会福祉法人 札幌石山福祉会
社会福祉法人 札幌盈友福祉会
社会福祉法人 札幌協働福祉会
社会福祉法人 札幌恵友会
社会福祉法人 札幌晃学会
社会福祉法人 札幌厚成福祉会

入会日
昭和49年4月1日
昭和51年8月1日
昭和51年7月1日
昭和44年9月1日
平成15年4月1日
昭和52年2月1日
平成21年4月1日
平成20年4月4日
平成22年4月1日
昭和50年3月1日
昭和51年2月1日
平成25年8月1日
平成6年4月1日
平成12年4月1日
昭和57年4月1日
昭和56年4月1日
平成14年11月1日
平成9年8月1日
平成16年4月1日
平成11年11月4日
昭和48年11月1日
昭和48年8月1日
平成27年4月1日
平成6年4月1日
平成16年4月1日
昭和46年1月1日
平成12年12月1日
平成16年3月3日
平成23年2月1日
昭和57年5月1日
平成13年11月20日
昭和49年12月1日
昭和43年4月1日
昭和50年6月1日
昭和51年2月1日
昭和51年2月1日
昭和51年4月1日
昭和57年4月1日
昭和49年11月1日
昭和55年6月24日
平成25年5月1日
平成4年1月1日
平成16年6月1日
平成15年10月1日
平成14年4月1日
平成18年9月1日
平成18年4月1日
昭和63年4月1日
昭和50年4月1日
昭和55年12月1日
昭和54年4月1日
昭和54年12月1日
昭和55年2月1日
昭和49年10月1日

郵便番号
063-0062
005-0813
060-0808
065-0018
006-0841
004-0022
064-0809
003-0021
006-0006
065-0027
007-0837
004-0022
004-0069
002-8022
065-0007
065-0017
007-0880
003-0869
002-8081
003-0828
062-0051
065-0023
065-0023
004-0055
005-0882
004-0871
062-0934
001-0025
003-0002
064-0823
062-0938
005-0030
061-2302
002-8023
004-0867
007-0812
063-0059
065-0032
065-0019
063-0812
060-0042
062-0934
004-0002
062-0054
064-0919
063-0837
006-0813
001-0901
005-0861
004-0845
002-8071
001-0930
001-0020
065-0008

住所
札幌市西区西町南１３丁目３番１号
札幌市南区川沿１３条３丁目５番１号
札幌市北区北８条西３丁目３２番地８・３プラザ ３階
札幌市東区北１８条東６丁目１番３０号
札幌市手稲区曙１１条１丁目７番１号
札幌市厚別区厚別南１丁目１１番１号
札幌市中央区南９条西１３丁目１番４０号
札幌市白石区栄通１３丁目１番２３号
札幌市手稲区西宮の沢６条２丁目５－１２
札幌市東区北２７条東６丁目１番１８号
札幌市東区北３７条東１４丁目１番２５号栄町マスカット保育園事務所内
札幌市厚別区厚別南２丁目７番２８号
札幌市厚別区厚別町山本７５０番地の６
札幌市北区篠路２条９丁目１番８０号
札幌市東区北７条東１８丁目１番８号
札幌市東区北１７条東５丁目２番５号
札幌市東区丘珠町２９３番地
札幌市白石区川下２１２８番地２
札幌市北区百合が原４丁目８‐３１
札幌市白石区菊水元町８条２丁目７番１５号
札幌市豊平区月寒東１条１９丁目１‐１６
札幌市東区北２３条東１４丁目
札幌市東区北２３条東３丁目５－１７毛利ビルⅡ１階
札幌市厚別区厚別中央５条６丁目５番２０号
札幌市南区南沢２条３丁目７‐１
札幌市清田区平岡１条２丁目１１‐３０
札幌市豊平区平岸４条１７丁目６‐６
札幌市北区北２５条西１４丁目３－１３
札幌市白石区東札幌２条５丁目６－９ ２階
札幌市中央区北３条西２８丁目２番１号
札幌市豊平区平岸８条１２丁目３番２０号
札幌市南区南３０条西８丁目８番５号
札幌市南区定山渓温泉東３丁目２５６
札幌市北区篠路３条６丁目４番４０号
札幌市清田区北野７条４丁目８番２５号
札幌市東区東苗穂１２条１丁目１‐５０
札幌市西区宮の沢４９０番地
札幌市東区北３２条東１３丁目
札幌市東区北１９条東６丁目
札幌市西区琴似２条２丁目６番地２５号
札幌市中央区大通西１２丁目北海道高等学校教職員センター５Ｆ
札幌市豊平区平岸４条９丁目４番９号
札幌市厚別区厚別東２条３丁目１番１０号
札幌市豊平区月寒東４条１０丁目８番３０号
札幌市中央区南１９条西８丁目
札幌市西区発寒１７条３丁目４番３０号
札幌市手稲区前田３条７丁目４‐２４
札幌市北区新琴似１条１２丁目１２１番地９
札幌市南区真駒内１３３‐１１０
札幌市清田区清田５条２丁目２９番１号
札幌市北区あいの里１条６丁目１－２
札幌市北区新川７１５番地２新川エバーライフ内
札幌市北区北２０条西３丁目２番２２号
札幌市東区北８条東１５丁目２番１３号

電話番号
011-662-4204
011-571-6000
011-746-7771
011-741-5492
011-685-3501
011-891-9470
011-206-6373
011-807-0535
011-669-2222
011-751-8593
011-748-7875
011-801-7450
011-896-5010
011-770-2121
011-711-4973
011-751-1731
011-780-3651
011-875-8838
011-774-0484
011-879-6666
011-851-7249
011-751-9354
011-721-5705
011-896-1165
011-578-5133
011-881-0329
011-817-9080
011-790-7049
011-598-8522
011-640-6767
011-813-8881
011-582-1581
011-598-3448
011-772-0050
011-881-7340
011-790-2531
011-663-2931
011-752-2221
011-711-1667
011-631-8560
011-272-3125
011-841-0232
011-897-8693
011-859-3311
011-533-3933
011-669-7000
011-686-8011
011-761-2811
011-591-6934
011-882-0505
011-770-5111
011-769-6767
011-716-1841
011-742-1917
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

石狩

市町村

札幌市

社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
公益社団法人
一般社団法人
一般社団法人
公益社団法人
一般社団法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人

会員名
札幌弘徳苑
札幌光陽会
札幌この実会
札幌こま草福祉会
札幌さより会
札幌三和福祉会
札幌全育会
札幌福祉事業会
札幌福祉会
札幌保育園
札幌ポプラ会
札幌緑の苑
札幌友愛福祉会
札幌ゆきまろげ福祉会
札幌療育会
札幌緑花会
札幌黎明福祉会
札幌愛裕会
札幌愛隣舘
札幌育児園
札幌育成園
札幌からまつの会
札幌厚生会
札幌光明園
札幌慈啓会
札幌市視覚障害者福祉協会
札幌市障がい者スポーツ協会
札幌市私立保育園連盟
札幌市身体障害者福祉協会
札幌市手をつなぐ育成会
札幌正栄会
札幌清幸福祉会
札幌蒼生会
札幌稲勝会
札幌東川下福祉会
札幌福隆会
札幌報恩会
札幌みどり福祉会
札幌南福祉会
札幌明啓院
札幌もいわ会
札幌山の手リハビリセンター
慈光園
篠路福祉会
常誠会
常徳会
神愛園
新栄会
新琴似子鳩園
新札幌福祉会
真成福祉会
新陽会
星光福祉会
清光会

入会日
昭和55年4月1日
昭和54年4月1日
昭和54年9月25日
昭和57年3月1日
昭和59年4月1日
昭和55年4月1日
昭和53年1月1日
昭和53年4月1日
昭和52年11月1日
昭和51年9月7日
昭和53年10月1日
昭和55年12月1日
昭和55年11月1日
昭和52年12月1日
昭和50年5月9日
昭和43年12月1日
昭和48年11月1日
昭和59年4月1日
昭和43年4月1日
昭和43年7月1日
昭和43年4月1日
平成24年4月1日
昭和43年4月1日
昭和52年11月1日
昭和56年4月1日
平成15年4月1日
平成15年4月1日
昭和54年4月1日
平成3年4月1日
平成15年4月1日
昭和43年4月1日
平成15年4月1日
平成3年4月1日
昭和60年11月1日
昭和58年1月1日
昭和56年11月1日
昭和43年4月1日
昭和48年11月1日
昭和61年5月1日
昭和43年4月1日
平成6年4月1日
平成9年4月1日
昭和43年4月1日
昭和47年7月1日
平成15年4月1日
昭和43年4月1日
昭和45年5月1日
昭和55年12月11日
昭和54年12月1日
昭和50年1月9日
昭和45年7月1日
昭和52年11月1日
昭和47年6月1日
昭和47年12月1日

郵便番号
005-0002
062-0034
063-0049
004-0053
064-0804
063-0827
005-0013
064-0942
004-0867
062-0906
007-0847
064-0952
007-0864
003-0026
004-0839
063-0003
001-0018
004-0878
062-0904
061-2286
063-0009
060-0033
003-0859
003-0808
064-0941
063-0802
063-0802
060-0042
063-0802
060-0808
003-0801
063-0037
006-0841
006-0815
003-0863
062-0042
004-0039
006-0841
005-0842
007-0801
005-0805
007-0847
062-0052
002-8022
007-0843
001-0904
006-0049
001-0924
001-0911
004-0052
002-0855
001-0032
003-0002
001-0911

住所
札幌市南区澄川２条１丁目３番１号
札幌市豊平区西岡４条１２丁目４番１号
札幌市西区西野９６９番地
札幌市厚別区厚別中央３条４丁目４番８号
札幌市中央区南４条西１５丁目
札幌市西区発寒７条９丁目４番４７号
札幌市南区真駒内緑町３丁目３番１号
札幌市中央区伏見２丁目２番７９号
札幌市清田区北野７条４丁目１１‐３０
札幌市豊平区豊平６条３丁目６‐３５
札幌市東区北４７条東７丁目２番１３号
札幌市中央区宮の森２条５丁目２番２０号
札幌市東区伏古４条４丁目２番の９
札幌市白石区本通１４丁目南１‐５
札幌市清田区真栄４８３番地４
札幌市西区山の手３条１２丁目３番１２号
札幌市北区北１８条西７丁目
札幌市清田区平岡６条２丁目３番５号
札幌市豊平区豊平４条３丁目３番２７号
札幌市南区藤野６条２丁目４２７番地４
札幌市西区山の手４４４番地
札幌市中央区北３条東２丁目２番地
札幌市白石区川北２２７２番地９
札幌市白石区菊水８条３丁目３‐１８
札幌市中央区旭ケ丘５丁目６番５１号
札幌市西区二十四軒２条６丁目１‐１
札幌市西区二十四軒２条６丁目１－１札幌市身体障害者福祉センター内
札幌市中央区大通り西１９丁目１‐１札幌市社会福祉総合センター１階
札幌市西区二十四軒２条６丁目身体障害者福祉センター内
札幌市北区北８条西６丁目２‐１５育成会活動センターいんくる内
札幌市白石区菊水１条３丁目３‐４６
札幌市西区西野７条８丁目１４番５号
札幌市手稲区曙１１条２丁目３番１０号
札幌市手稲区前田５条７丁目２番１５号
札幌市白石区川下３条５丁目３番２８号
札幌市豊平区福住２条９丁目
札幌市厚別区厚別町上野幌８２２番地
札幌市手稲区曙１１条１丁目３番３０号
札幌市南区石山２条３丁目１０番５号
札幌市東区東苗穂１条３丁目２番１１号
札幌市南区川沿５条４丁目２番５号
札幌市東区北４７条東１７丁目１－１
札幌市豊平区月寒東２条１１丁目１４‐２１
札幌市北区篠路２条９丁目１番１号
札幌市東区北４３条東１６丁目２‐８
札幌市北区新琴似４条９丁目１番１号
札幌市手稲区手稲金山１３１番地４
札幌市北区新川４条１１丁目５番２３号
札幌市北区新琴似１１条１５丁目１番３８号
札幌市厚別区厚別中央２条４丁目１１‐１
札幌市北区屯田５条６丁目２番１７号
札幌市北区北３２条西９丁目２‐１２
札幌市白石区東札幌２条６丁目１０番地‐２２
札幌市北区新琴似１１条５丁目１番３０号

電話番号
011-831-6006
011-583-1001
011-663-2233
011-891-5541
011-561-9696
011-663-0201
011-582-1521
011-561-2021
011-882-2850
011-811-4991
011-751-7333
011-642-0012
011-782-9130
011-864-8871
011-881-8555
011-611-9301
011-746-3301
011-883-3422
011-841-1720
011-591-6601
011-643-2431
011-889-3000
011-875-0323
011-841-0942
011-561-8291
011-644-8310
011-612-1184
011-614-2323
011-641-8853
011-738-2221
011-811-5714
011-667-5454
011-684-5839
011-681-5310
011-871-3629
011-852-6611
011-891-2188
011-682-2472
011-591-3867
011-781-2545
011-571-9585
011-789-1152
011-856-3338
011-771-2117
011-789-6230
011-762-7457
011-688-0050
011-763-3585
011-762-9561
011-891-1811
011-772-1151
011-758-5455
011-823-9204
011-851-7463
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村

石狩

札幌市

会員名
社会福祉法人 聖公会北海道福祉会
社会福祉法人 聖静学園
社会福祉法人 太平福祉会
社会福祉法人 太陽育生会
社会福祉法人 高田福祉事業団
一般財団法人 多田福祉事業団
特定非営利活動法人 たねっと
社会福祉法人 つばめ福祉会
社会福祉法人 手稲福祉会
社会福祉法人 手稲ロータス会
社会福祉法人 ともに福祉会
社会福祉法人 豊寿会
社会福祉法人 ナーサリー虹の会
社会福祉法人 ＮＩＫＯＲＩ
社会福祉法人 西平和会
社会福祉法人 楡の会
社会福祉法人 にれ福祉会
社会福祉法人 ノテ福祉会
社会福祉法人 博栄会
社会福祉法人 八軒明星福祉会
社会福祉法人 発幸福祉会
社会福祉法人 発寒子どもの園
社会福祉法人 発寒保育会
社会福祉法人 華園福祉会
社会福祉法人 花山福祉会
社会福祉法人 東苗穂福祉会
社会福祉法人 光の園
社会福祉法人 光の森学園
社会福祉法人 羊ケ丘養護園
社会福祉法人 日の丸保育園
社会福祉法人 響会
社会福祉法人 福美会
社会福祉法人 伏古福祉会
社会福祉法人 藤福祉会
社会福祉法人 藤美福祉会
社会福祉法人 扶桑苑
社会福祉法人 ふろんてぃあ
社会福祉法人 蜂友会
社会福祉法人 豊友福祉会
社会福祉法人 法和福祉会
社会福祉法人 北栄福祉会
社会福祉法人 北翔会
社会福祉法人 北都福祉会
社会福祉法人 ほくろう福祉協会
社会福祉法人 北海道共同募金会
一般社団法人 北海道子ども会育成連合会
社会福祉法人 北海道社会福祉協議会
社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
社会福祉法人 北海道助産婦福祉会
一般財団法人 北海道老人クラブ連合会
公益社団法人 北海道アイヌ協会
社会福祉法人 北海道クリスチャンセンター福祉会
社会福祉法人 北海道社会事業協会
社団法人 北海道障がい者職親連合会

入会日
昭和43年4月1日
昭和59年11月1日
昭和49年5月1日
平成13年1月9日
昭和50年2月1日
昭和52年4月1日
平成21年4月1日
平成16年4月1日
平成26年4月1日
平成1年6月1日
平成18年1月1日
平成2年2月1日
平成17年4月1日
平成23年10月1日
平成9年4月1日
平成5年4月1日
昭和61年4月1日
昭和59年2月1日
平成15年8月1日
昭和57年4月1日
昭和52年1月1日
昭和46年5月1日
平成4年4月1日
昭和51年2月1日
平成23年4月1日
昭和45年4月1日
昭和47年4月1日
平成9年4月1日
昭和43年4月1日
昭和49年12月1日
平成15年10月1日
昭和49年3月1日
平成4年4月1日
昭和45年4月1日
昭和47年2月1日
昭和43年4月1日
平成23年4月1日
昭和49年4月1日
平成24年8月1日
平成15年4月1日
昭和43年4月1日
昭和61年11月1日
昭和51年3月1日
平成6年4月1日
昭和43年4月1日
昭和55年4月1日
昭和43年4月1日
昭和43年12月11日
昭和45年11月1日
昭和59年4月1日
昭和51年4月1日
昭和59年12月1日
平成26年4月1日
昭和63年4月1日

郵便番号
001-0015
005-0849
002-8011
006-0851
003-0021
062-0022
004-0882
003-0852
006-0861
006-0035
063-0834
005-0827
001-0931
063-0804
063-0029
004-0007
062-0055
004-0839
003-0871
063-0844
063-0823
063-0829
063-0831
064-0918
004-0805
065-0042
063-0825
064-0945
062-0051
007-0840
002-8052
003-0832
007-0867
063-0037
003-0825
002-8022
063-0826
064-0912
002-8029
004-0064
007-0835
003-0859
003-0834
004-0014
060-0002
060-0002
060-0002
060-0042
064-0807
060-0002
060-0002
060-0807
060-0004
060-0002

住所
札幌市北区北１５条西５丁目
札幌市南区石山７８番地５３
札幌市北区太平１１条１丁目１－２０
札幌市手稲区星置１条１丁目２０番１号
札幌市白石区栄通１９丁目４番３０号
札幌市豊平区月寒西２条１０丁目２番７８号
札幌市清田区平岡公園東８丁目２番７号
札幌市白石区川北２条１丁目８番１６号
札幌市手稲区明日風２丁目１７番４５号
札幌市手稲区稲穂５条２丁目６番５号
札幌市西区発寒１４条１４丁目２番３３号
札幌市南区南沢１８４４番地３５
札幌市北区新川西１条４丁目２番４５号
札幌市西区二十四軒４条６丁目２－７
札幌市西区平和５４番地３
札幌市厚別区厚別町下野幌４９番地
札幌市豊平区月寒東５条１６丁目
札幌市清田区真栄４３４－６
札幌市白石区米里１条３丁目１０番１１号
札幌市西区八軒４条西５丁目１番１号
札幌市西区発寒３条１丁目８番１号
札幌市西区発寒９条１１丁目１番２０号
札幌市西区発寒１１条５丁目１１番１号
札幌市中央区南１８条西１１丁目１番２号
札幌市清田区里塚緑ヶ丘３丁目８－１
札幌市東区本町２条６丁目３‐７
札幌市西区発寒５条６丁目５２２
札幌市中央区盤渓２５９‐５
札幌市豊平区月寒東１条１７丁目４番３３号
札幌市東区北４０条東９丁目
札幌市北区篠路町上篠路３２３番地3
札幌市白石区北郷２条３丁目６‐１
札幌市東区伏古７条３丁目１‐３３
札幌市西区西野７条２丁目１‐４５
札幌市白石区菊水元町５条２丁目
札幌市北区篠路２条９丁目１番１５号
札幌市西区発寒６条１４丁目１８番２３号
札幌市中央区南１２条西８丁目３‐１６
札幌市北区篠路９条１丁目６番７号
札幌市厚別区厚別西４条４丁目１０番１０号
札幌市東区北３５条東５丁目７９２の２２
札幌市白石区川北２２５４番地１
札幌市白石区北郷４条１１丁目２０号７
札幌市厚別区もみじ台北６丁目２番５－２号
札幌市中央区北２条西７丁目１社会福祉総合センター４Ｆ
札幌市中央区北２条西７丁目１番地北海道立生涯学習推進センター内
札幌市中央区北２条西７丁目１番地 北海道社会福祉総合センター
札幌市中央区大通西５丁目１１番地大五ビル６Ｆ
札幌市中央区南７条西１８丁目1366
札幌市中央区北２条西７丁目北海道立社会福祉総合センター４Ｆ
札幌市中央区北２条西７丁目１北海道立アイヌ総合センター
札幌市北区北７条西６丁目２‐３３
札幌市中央区北４条西６丁目１番地１
札幌市中央区北２条西７丁目かでる２・７ ４階

電話番号
011-717-8181
011-592-1911
011-772-1450
011-686-8377
011-853-1801
011-851-6358
0123-27-2210
011-875-7167
011-695-3550
011-685-8181
011-663-0200
011-572-7071
011-763-3905
011-613-8838
011-667-1133
011-898-3929
011-853-6644
011-885-8787
011-879-2724
011-641-0232
011-661-3997
011-661-8464
011-661-1594
011-563-6624
011-886-0415
011-781-8389
011-661-1445
011-615-2401
011-851-3279
011-751-0409
011-774-1508
011-874-8222
011-781-2400
011-663-3333
011-873-9888
011-776-0601
011-590-1890
011-511-4612
011-771-5511
011-802-3115
011-731-5304
011-879-5555
011-874-9382
011-897-1100
011-231-8000
011-271-4152
011-241-3976
011-271-5531
011-551-3247
011-271-6264
011-221-0462
011-737-3535
011-221-0611
011-271-1376

（4/15）

一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村

札幌市

石狩

江別市

千歳市

恵庭市

石狩市

会員名
公益財団法人 北海道障がい者スポーツ協会
社団法人 北海道精神障害者家族連合会
一般社団法人 北海道知的障がい福祉協会
一般社団法人 北海道手をつなぐ育成会
一般財団法人 北海道難病連
社会福祉法人 北海道ハピニス
社会福祉法人 北海道母子寡婦福祉連合会
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会
社会福祉法人 前田記念福祉会
社会福祉法人 万葉閣
社会福祉法人 みき福祉会
社会福祉法人 水の会
社会福祉法人 みどりのくに
社会福祉法人 美松善隣会
社会福祉法人 宮島福祉会
社会福祉法人 宮の沢福祉会
社会福祉法人 麦の子会
社会福祉法人 睦会
社会福祉法人 メイプル福祉会
社会福祉法人 芽生
社会福祉法人 藻岩この実会
社会福祉法人 もいわ福祉会
社会福祉法人 桃の花メイト会
社会福祉法人 杜の会
社会福祉法人 百合の会
社会福祉法人 陽光福祉会
社会福祉法人 陽徳会
社会福祉法人 吉田学園福祉会
社会福祉法人 緑誠会
社会福祉法人 ろうふく会
社会福祉法人 江別わかば福祉会
社会福祉法人 えべつ幸誠会
社会福祉法人 江別市社会福祉協議会
一般財団法人 江別市在宅福祉サービス公社
社会福祉法人 江別昭光福祉会
社会福祉法人 誠染保育園
社会福祉法人 知進会
社会福祉法人 長井学園
社会福祉法人 北海道友愛福祉会
社会福祉法人 恵愛会
社会福祉法人 晃裕会
社会福祉法人 千歳いずみ学園
社会福祉法人 千歳市社会福祉協議会
社会福祉法人 千歳社会福祉協会
社会福祉法人 千歳福祉会
社会福祉法人 千歳洋翔会
特定非営利活動法人 北陽保育園
社会福祉法人 恵庭光風会
社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会
社会福祉法人 恵正会
社会福祉法人 恵望会
社会福祉法人 健美会
社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会
社会福祉法人 いしかり福祉会

入会日
昭和60年8月1日
平成10年4月1日
昭和60年4月1日
昭和59年4月1日
昭和58年4月1日
昭和48年11月1日
昭和44年6月1日
昭和47年4月1日
昭和59年4月1日
平成14年4月1日
平成15年4月1日
平成12年4月1日
昭和43年8月1日
昭和54年1月1日
昭和57年4月1日
昭和55年2月1日
平成8年4月1日
平成24年4月1日
平成23年4月1日
平成17年6月1日
平成28年9月1日
昭和51年4月1日
平成19年4月1日
平成28年10月1日
平成9年4月1日
昭和58年4月1日
平成23年4月1日
平成18年9月1日
昭和56年9月1日
昭和55年6月1日
昭和56年4月1日
平成24年4月1日
昭和47年4月1日
平成9年4月1日
平成8年12月1日
昭和45年6月1日
平成10年4月1日
昭和45年1月1日
昭和46年4月1日
昭和50年3月1日
平成14年11月1日
昭和44年4月1日
昭和58年4月1日
昭和59年4月1日
昭和56年2月1日
昭和56年4月1日
平成27年4月1日
昭和57年4月1日
昭和44年5月28日
平成16年6月1日
昭和57年4月1日
平成24年4月1日
平成9年4月1日
昭和54年4月1日

郵便番号
060-0002
060-0808
060-0002
060-0002
064-8506
005-0849
060-0031
060-0002
005-0832
062-0054
003-0029
060-0063
005-0016
003-0027
005-0801
006-0004
007-0836
064-0912
063-0834
006-0835
005-0832
005-0806
063-0053
063-0029
002-8081
062-0054
006-0860
060-0063
006-0004
060-0041
069-0831
067-0022
069-0811
069-0842
067-0022
069-0852
069-0842
069-0822
069-0806
066-0022
066-0068
066-0004
066-0042
066-0057
066-0066
066-0073
066-0032
061-1421
061-1446
061-1421
061-1423
061-1353
061-3216
061-3248

住所
札幌市中央区北２条西７丁目道民活動センター４階
札幌市北区北６条西８丁目９－２６
札幌市中央区北２条西７丁目かでる２・７ ４階
札幌市中央区北２条西７丁目かでる２・７ ４階
札幌市中央区南４条西１０丁目１０１０番地１
札幌市南区石山９３３－３
札幌市中央区北１条東８丁目北海道母子福祉センター内
札幌市中央区北２条西７丁目１番地北海道社会福祉総合センター４Ｆ
札幌市南区北の沢１８１９の９
札幌市豊平区月寒東４条１７丁目１番１５号
札幌市白石区平和通１７丁目北１‐１０
札幌市中央区南３条西１丁目１番１号
札幌市南区真駒内南町１丁目７番４号
札幌市白石区本通１６丁目北４番３０号
札幌市南区川沿１条１丁目３番８２号
札幌市手稲区西宮の沢４条１丁目１５５番地
札幌市東区北３６条東９丁目１－１むぎのこビル２Ｆ
札幌市中央区南１２条西１６丁目１番５号
札幌市西区発寒１４条２丁目１０番５７号
札幌市手稲区曙５条３丁目２番２５号
札幌市南区北ノ沢１９０４番地２
札幌市南区川沿６条３丁目１番１４号
札幌市西区宮の沢３条３丁目９番３号
札幌市西区平和４２０番地
札幌市北区百合が原１１丁目１８５番１３
札幌市豊平区月寒東４条９丁目１番１１号
札幌市手稲区手稲山口５１１－１
札幌市中央区南３条西１丁目１５番地
札幌市手稲区西宮の沢４条３丁目３番４５号
札幌市中央区大通東４丁目５番１号
江別市野幌若葉町４番地の６
江別市江別太５６２番地の２１
江別市錦町１４番地８７江別市総合社会福祉センター内
江別市大麻沢町５番地の６
江別市江別太２２２番地の７
江別市大麻東町２６‐４
江別市大麻沢町９
江別市東野幌３９９番地３２
江別市新栄台４６番地の１０
千歳市豊里３丁目９‐５
千歳市蘭越１０番３７
千歳市泉郷４０３番地９
千歳市東雲町１丁目１１番地
千歳市若草５丁目２番地の２
千歳市大和４丁目２番１号
千歳市北斗５丁目６番３号
千歳市北陽１丁目１２番２号
恵庭市牧場２１９番地の４
恵庭市末広町１２４番地恵庭市福祉会館内
恵庭市牧場３８８番２
恵庭市柏木町４２９番地６
恵庭市島松本町４丁目９番５号
石狩市花川北６条１丁目４１番地１石狩市総合保健福祉センター内
石狩市花川東９３番地１０

電話番号
011-261-6970
011-756-0822
011-271-0228
011-251-0855
011-512-3233
011-591-5211
011-261-0447
011-251-3828
011-572-1766
011-836-5151
011-863-0462
011-205-0341
011-581-0005
011-864-6341
011-572-0251
011-663-8118
011-785-8250
011-520-8008
011-676-5177
011-691-2346
011-571-7553
011-571-1905
011-662-0087
011-668-2020
011-774-2133
011-851-1855
011-215-8711
011-272-6070
011-683-5521
011-210-0181
011-383-7732
011-382-1777
011-385-1234
011-387-5111
011-382-0485
011-386-8110
011-386-8626
011-381-0651
011-389-4165
01232-4-9368
0123-23-7772
0123-29-2023
0123-27-2525
0123-28-3300
0123-49-6805
0123-22-5983
0123-23-3975
0123-34-0848
0123-33-9436
0123-32-8400
0123-33-2388
0123-21-8855
0133-72-8181
0133-74-4884

（5/15）

一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村

石狩市

北広島市
石狩
北広島市

当別町
新篠津村

函館市
渡島

北斗市

会員名
社会福祉法人 石狩友愛福祉会
社会福祉法人 生振の里
社会福祉法人 厚栄福祉会
社会福祉法人 タンポポのはら
社会福祉法人 同友福祉会
社会福祉法人 はるにれの里
社会福祉法人 えぽっく
社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会
社会福祉法人 北ひろしま福祉会
特定非営利活動法人 子どもの家 あおぞら保育園
社会福祉法人 広島未来の会
社会福祉法人 北海長正会
社会福祉法人 北海道リハビリー
社会福祉法人 北光社ふくじゅ園
社会福祉法人 当別町社会福祉協議会
社会福祉法人 当別長生会
社会福祉法人 新篠津福祉会
社会福祉法人 新篠津村社会福祉協議会
社会福祉法人 育栄会
社会福祉法人 育星園
社会福祉法人 恵山恵愛会
社会福祉法人 かいせい
特定非営利活動法人 自立支援センター翔栄
宗教法人 真宗寺
社会福祉法人 心侑会
社会福祉法人 つぐみ園
社会福祉法人 貞信福祉会
社会福祉法人 戸井福祉会
社会福祉法人 ドルカス福祉会
社会福祉法人 函館カリタスの園
社会福祉法人 函館共働宿泊所
社会福祉法人 函館幸成会
社会福祉法人 函館松英会
社会福祉法人 函館常光会
社会福祉法人 函館仁愛会
社会福祉法人 函館聖パウロ会
社会福祉法人 函館一条
社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会
社会福祉法人 函館共愛会
社会福祉法人 函館恭北会
社会福祉法人 函館国の子寮
社会福祉法人 函館鴻寿会
社会福祉法人 函館厚生院
社会福祉法人 函館光智会
社会福祉法人 函館市民生事業協会
社会福祉法人 函館松寿会
社会福祉法人 函館杉の子園
社会福祉法人 函館つくしっこ会
社会福祉法人 函館緑風会
社会福祉法人 函館緑花会
社会福祉法人 函館若葉会
社会福祉法人 奉仕会
社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会
社会福祉法人 民生博愛会

入会日
昭和59年4月1日
昭和59年5月1日
昭和55年11月1日
平成25年7月1日
昭和54年4月1日
昭和62年4月1日
平成18年4月1日
平成4年4月1日
昭和43年4月1日
平成27年4月1日
平成6年4月1日
昭和52年6月1日
昭和43年4月1日
昭和46年4月1日
平成4年4月1日
昭和61年4月1日
昭和50年4月1日
平成5年4月1日
昭和49年4月1日
昭和43年4月1日
昭和59年4月1日
平成17年4月1日
平成18年11月1日
昭和43年4月1日
平成27年4月1日
昭和52年3月1日
昭和47年5月1日
昭和63年4月1日
昭和52年4月1日
昭和58年1月1日
昭和43年4月1日
昭和57年4月1日
昭和55年1月1日
昭和56年1月1日
昭和58年4月1日
昭和43年4月1日
昭和58年4月1日
平成3年4月1日
昭和43年4月1日
平成12年4月1日
昭和43年4月1日
平成12年4月25日
昭和43年4月1日
平成7年4月1日
昭和43年4月1日
平成3年4月1日
平成10年9月21日
平成5年5月1日
平成25年4月1日
昭和47年8月1日
昭和53年3月1日
昭和45年2月5日
平成18年2月1日
昭和47年4月1日

郵便番号
061-3208
061-3245
061-3601
061-3218
061-3214
061-3254
061-1112
061-1132
061-1123
061-1268
061-1114
061-1153
061-1102
061-1102
061-0234
061-3776
068-1195
068-1111
041-0834
040-0025
041-0523
040-0071
040-0014
040-0014
041-0822
041-0852
042-0941
041-0252
040-0001
042-0916
042-0921
041-0801
042-0915
041-0806
041-0802
040-0054
042-0916
040-0022
040-0014
042-0903
042-0958
040-0072
040-0011
041-0803
040-0022
040-0077
040-0011
041-0803
041-0262
042-0932
040-0084
041-0812
049-0156
049-0162

住所
石狩市花川南８条３丁目
石狩市生振１６７‐８
石狩市厚田区厚田１８９番地１
石狩市花畔３４２番地９
石狩市花川北４条３丁目５番地
石狩市花川北１条５丁目１７１番地
北広島市共栄２１－１
北広島市北進町１丁目５‐２
北広島市朝日町４丁目４番地１１
北広島市輪厚中央４丁目１３－１
北広島市東共栄２丁目１７‐１
北広島市富ケ岡５０９番地３１
北広島市西の里５０７番地１
北広島市西の里４９９
石狩郡当別町西町３２番地２当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」内
石狩郡当別町太美町１４８８番地
石狩郡新篠津村第４５線北１２番地
石狩郡新篠津村第４７線北１３番地
函館市東山町１１８番地１４
函館市堀川町３０‐３
函館市柏野町１１７番地
函館市追分町５－２３－２
函館市中島町３４番７号
函館市中島町３２‐１３
函館市亀田港町５６番１２号
函館市鍛冶２丁目３番９号
函館市深堀町２７番２号
函館市釜谷町６０５番地１
函館市五稜郭町７‐２２
函館市旭岡町７８番地
函館市新湊町２６１番地
函館市桔梗町４３５番地２８
函館市西旭岡町１丁目２９番地１０
函館市美原町３丁目３１の６
函館市石川町１９１番地の１
函館市元町１５‐１３
函館市旭岡町１９番地の２９
函館市日乃出町２７番３号
函館市中島町７番１５号
函館市東畑町１４１番地１３
函館市鈴蘭丘町３８番地の７
函館市亀田町７番１号
函館市本町３４番８－１号
函館市亀田中野町２７８番３４号
函館市日乃出町２１番１７号
函館市吉川町３番１６号
函館市本町９番２３号
函館市亀田中野町５７番１５号
函館市古川町４４１番地３
函館市湯川町１丁目３１の１
函館市大川町４‐２７
函館市昭和３丁目１５番１０号
北斗市中野通２丁目１８番１号
北斗市中央２丁目３番２３号

電話番号
0133-73-6686
0133-64-0033
0133-78-2111
0133-64-0300
0133-74-4388
0133-62-8360
011-373-8880
011-372-1698
011-373-8809
011-370-3118
011-373-4808
011-373-1711
011-375-2111
011-375-3237
01332-2-2301
01332-6-2380
0126-57-2730
0126-58-3335
0138-54-8916
0138-51-8736
0138-85-2893
0138-40-8989
0138-30-2255
0138-51-3840
0138-62-3377
0138-54-6206
0138-33-0033
0138-82-3535
0138-51-7664
0138-50-2121
0138-58-4040
0138-47-1113
0138-50-2688
0138-46-9923
0138-46-1123
0138-22-8558
0138-50-3777
0138-56-1541
0138-55-3366
0138-58-1982
0138-50-3267
0138-41-5100
0138-51-9588
0138-47-4331
0138-51-5281
0138-45-5250
0138-51-7561
0138-46-8874
0138-58-3776
0138-77-7345
0138-43-8161
0138-42-6218
0138-74-2500
0138-73-5148
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村
北斗市
松前町
知内町
木古内町
七飯町

渡島

鹿部町
森町

八雲町
長万部町
福島町
江差町
上ノ国町
檜山

厚沢部町
奥尻町
せたな町
今金町

後志

小樽市

寿都町

会員名
社会福祉法人 侑愛会
社会福祉法人 松前福祉会
社会福祉法人 知内町社会福祉協議会
社会福祉法人 願応会
社会福祉法人 木古内萩愛会
社会福祉法人 木古内町社会福祉協議会
社会福祉法人 ななえ福祉会
社会福祉法人 七飯有隣会
社会福祉法人 渡島福祉会
社会福祉法人 鹿部町社会福祉協議会
社会福祉法人 さわら福祉会
社会福祉法人 森町社会福祉協議会
社会福祉法人 出雲会
社会福祉法人 熊石敬愛会
社会福祉法人 仏子会
社会福祉法人 八雲会
社会福祉法人 八雲町社会福祉協議会
社会福祉法人 長万部長愛会
社会福祉法人 福島幸愛会
社会福祉法人 江差町社会福祉協議会
社会福祉法人 江差福祉会
社会福祉法人 恵愛会
社会福祉法人 ひのき会
社会福祉法人 上ノ国福祉会
社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会
社会福祉法人 厚沢部町社会福祉協議会
社会福祉法人 厚沢部福祉会
社会福祉法人 奥尻福祉会
社会福祉法人 北桧山恵福会
社会福祉法人 せたな町社会福祉協議会
社会福祉法人 大成慈恵会
社会福祉法人 今金福祉会
社会福祉法人 光の里
社会福祉法人 小樽さくら保育会
社会福祉法人 小樽相愛会
社会福祉法人 小樽北勉会
社会福祉法人 小樽めぐみ保育協会
社会福祉法人 小樽四ツ葉学園
社会福祉法人 小樽龍徳福祉会
社会福祉法人 小樽愛育会
社会福祉法人 小樽育成院
特定非営利活動法人 おたるＡｔｏＺ
社会福祉法人 小樽市社会福祉協議会
社会福祉法人 小樽高島福祉会
社会福祉法人 小樽別院保育協会
社会福祉法人 塩谷保育協会
社会福祉法人 塩谷福祉会
社会福祉法人 志成会
特定非営利活動法人 しりべし圏域総合支援センター
社会福祉法人 杉の子会
社会福祉法人 北海道宏栄社
宗教法人 本願寺小樽別院
社会福祉法人 蘭島福祉会
社会福祉法人 徳美会

入会日
昭和43年4月1日
昭和62年4月1日
平成5年5月1日
昭和53年8月1日
昭和60年4月1日
昭和63年4月1日
平成5年4月1日
平成7年4月1日
昭和51年11月1日
平成12年4月1日
平成6年4月1日
平成17年4月1日
昭和47年11月1日
昭和53年10月1日
昭和43年8月1日
昭和57年2月1日
平成18年4月1日
昭和53年4月1日
昭和57年4月10日
昭和55年8月1日
平成2年4月1日
昭和51年4月1日
平成21年4月1日
昭和58年4月1日
昭和58年1月1日
平成5年4月1日
平成5年4月1日
平成3年4月1日
昭和63年4月1日
平成17年9月1日
昭和60年4月1日
昭和50年5月1日
昭和49年8月1日
昭和55年12月1日
昭和43年4月1日
昭和57年4月20日
昭和47年2月1日
昭和43年4月1日
昭和44年4月1日
昭和49年4月1日
昭和43年4月1日
平成23年4月1日
昭和43年4月1日
平成14年6月1日
昭和60年12月1日
昭和49年5月1日
平成7年4月1日
平成29年4月1日
平成22年4月1日
昭和50年12月1日
昭和43年4月1日
昭和60年12月1日
昭和51年1月1日
昭和43年4月1日

郵便番号
049-0101
049-1501
049-1103
049-0422
049-0412
049-0422
041-1131
041-1135
041-1402
041-1403
049-2222
049-2326
049-3113
043-0403
049-3123
049-3126
049-3117
049-3513
049-1331
043-0032
043-0023
043-0017
043-0035
049-0601
049-0611
043-1113
043-1111
043-1521
049-4514
049-4501
043-0513
049-4324
049-4327
047-0156
047-0036
047-0154
047-0021
047-0156
047-0003
047-0024
048-2671
047-0151
047-0033
047-0041
047-0017
048-2672
048-2672
047-0154
047-0024
047-0021
047-0011
047-0017
048-2562
048-0415

住所
北斗市追分７丁目８番９号
松前郡松前町字建石２１６番地の１８４
上磯郡知内町字重内２１‐１
上磯郡木古内町字本町３７９
上磯郡木古内町大平６０番地の７
上磯郡木古内町字本町１５０番地の１
亀田郡七飯町字中野２１０番地２
亀田郡七飯町緑町３丁目１番１８号
茅部郡鹿部町字鹿部２５８の７
茅部郡鹿部町字宮浜２１０－６
茅部郡森町字砂原２丁目１８８番地１９
茅部郡森町字御幸町３番地の２
二海郡八雲町相生町９８
二海郡八雲町熊石平町３２４番地２６９
二海郡八雲町立岩９０
二海郡八雲町大新４７番地４
二海郡八雲町栄町１３番地の１
山越郡長万部町字平里９１番地１１
松前郡福島町字三岳１６０番地１３
檜山郡江差町字新栄町２６４番地２江差町老人福祉センター内
檜山郡江差町字田沢町５４２の３
檜山郡江差町字柳崎町７８番２
桧山郡江差町字檜岱２１７番地３
桧山郡上ノ国町字勝山２４番地
桧山郡上ノ国町字大留９６番地高齢者等健康づくり総合交流センター内
檜山郡厚沢部町新町１８１番地の６
檜山郡厚沢部町赤沼町３７８番地３
奥尻郡奥尻町字青苗４４２番地２１
久遠郡せたな町北桧山区豊岡３３７番地１
久遠郡せたな町北桧山区北桧山９１番地２
久遠郡せたな町大成区宮野５２５番地２
瀬棚郡今金町字種川３９８の４
瀬棚郡今金町字神丘９１２の２
小樽市桜１丁目４番１３号
小樽市長橋１丁目２番２０号
小樽市朝里川温泉２丁目７０８番地１
小樽市入船５丁目２４‐１２
小樽市桜３丁目１０番１号
小樽市真栄１丁目３番８号
小樽市花園４丁目３番１４号
小樽市オタモイ１丁目２０番１８号
小樽市朝里３丁目８番１４号
小樽市富岡１丁目５番１０号小樽市総合福祉センター内
小樽市手宮１丁目５番３０号
小樽市若松１丁目４番１７号
小樽市塩谷１丁目２５番２０号
小樽市塩谷４‐７２‐１
小樽市朝里川温泉１丁目２２７番地
小樽市新光１丁目３番１３号
小樽市入船１丁目５番１６号
小樽市天神２丁目８番２号
小樽市若松１丁目４番１７号
小樽市蘭島１丁目３番２７号
寿都郡寿都町字歌棄町歌棄７２番地

電話番号
0138-49-2581
01394-2-2550
01392-5-6161
01392-2-2534
01392-2-2727
01392-2-2780
0138-65-2132
0138-66-6677
01372-7-3321
01372-7-2135
01374-8-4111
01374-3-2280
0137-62-3361
01398-2-2020
0137-63-2007
0137-63-3101
0137-64-2112
01377-2-5121
01394-7-3551
01395-2-0560
01395-2-5577
0139-53-6336
0139-54-5400
0139-55-3601
01395-5-4016
0139-67-2300
0139-67-2204
01397-3-2600
0137-84-5557
01378-4-4600
01398-4-6411
01378-2-0344
01378-2-0705
0134-54-2119
0134-22-3512
0134-54-9001
0134-25-8898
0134-54-7404
0134-25-3073
0134-33-5858
0134-28-2500
0134-54-3150
0134-23-3653
0134-31-2100
0134-22-0744
0134-26-0618
0134-26-1098
0134-51-5188
0134-51-5515
0134-32-1223
0134-25-1551
0134-22-0744
0134-64-2567
0136-64-5619

（7/15）

一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村
黒松内町
蘭越町
ニセコ町
真狩村
喜茂別町
倶知安町
共和町

後志
岩内町
泊村
神恵内村
積丹町
古平町
仁木町
余市町

岩見沢市

空知

滝川市

深川市

会員名
社会福祉法人 黒松内つくし園
社会福祉法人 北海愛星学園
社会福祉法人 蘭越厚生事業団
社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
社会福祉法人 ニセコ福祉会
社会福祉法人 北海道福心会
社会福祉法人 喜茂別町社会福祉協議会
社会福祉法人 倶知安福祉会
社会福祉法人 倶知安町社会福祉協議会
特定非営利活動法人 倶知安町手をつなぐ親の会
特定非営利活動法人 特定非営利活動法人しりべし地域サポートセンター
特定非営利活動法人 前田の杜
社会福祉法人 あけぼの福祉会
社会福祉法人 岩内厚生園
社会福祉法人 岩内町社会福祉協議会
社会福祉法人 泊村社会福祉協議会
社会福祉法人 神恵内村社会福祉協議会
社会福祉法人 積丹町社会福祉協議会
社会福祉法人 古平福祉会
社会福祉法人 古平町社会福祉協議会
社会福祉法人 後志報恩会
社会福祉法人 仁木福祉会
社会福祉法人 仁木町社会福祉協議会
社会福祉法人 徳風会
社会福祉法人 よいち福祉会
社会福祉法人 岩見沢鉄北保育会
社会福祉法人 岩見沢トネベツ保育会
社会福祉法人 岩見沢光明舎
社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
社会福祉法人 岩見沢清丘園
社会福祉法人 いわみざわ清澄会
社会福祉法人 岩見沢東部保育会
社会福祉法人 岩見沢福祉会
社会福祉法人 央西会
社会福祉法人 クピド・フェア
社会福祉法人 栗沢福祉会
社会福祉法人 恵愛学園
社会福祉法人 こくわ福祉会
社会福祉法人 志文保育会
社会福祉法人 空知の風
社会福祉法人 光が丘学園
社会福祉法人 北翠会
社会福祉法人 母心学園
社会福祉法人 幌向保育会
社会福祉法人 みなみ保育園
社会福祉法人 めぐみ学園
社会福祉法人 ゆあみ会
一般社団法人 いんぐ
社会福祉法人 滝川市社会福祉協議会
社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団
社会福祉法人 滝川ほほえみ会
特定非営利活動法人 凪汐
特定非営利活動法人 若草友の会共同作業所
社会福祉法人 多度志保育会

入会日
昭和43年4月1日
昭和48年2月1日
昭和54年4月1日
昭和52年8月1日
昭和61年4月1日
昭和62年4月1日
平成13年4月1日
昭和57年10月5日
昭和43年4月1日
平成24年6月1日
平成26年4月1日
平成19年4月1日
昭和58年4月1日
昭和43年4月1日
平成2年4月1日
平成6年4月1日
平成22年4月1日
平成28年4月1日
昭和56年8月1日
平成8年4月1日
平成1年12月1日
昭和59年4月1日
平成4年4月1日
昭和43年4月1日
平成3年4月1日
昭和55年4月1日
昭和56年2月1日
昭和43年4月1日
昭和49年4月1日
昭和43年4月1日
平成18年4月1日
昭和60年4月1日
平成17年2月1日
昭和52年5月1日
昭和43年4月1日
昭和57年4月1日
昭和52年4月1日
平成15年1月1日
昭和55年8月1日
平成24年4月1日
昭和43年4月1日
昭和55年4月1日
昭和45年10月1日
昭和54年10月1日
昭和50年7月1日
昭和48年4月1日
平成21年4月1日
平成27年4月1日
平成5年4月1日
昭和63年4月1日
平成17年4月1日
平成24年4月1日
平成23年2月1日
昭和48年2月1日

郵便番号
048-0101
048-1305
048-1305
048-1300
048-1531
048-1603
044-0201
044-0085
044-0003
044-0055
044-0013
048-2201
045-0024
045-0012
045-0022
045-0202
045-0301
046-0201
046-0132
046-0121
048-2335
048-2405
048-2406
046-0022
046-0003
068-0052
068-0005
068-0002
068-0031
068-0825
068-0836
068-0013
068-0042
068-0023
068-0833
068-0115
068-0058
069-0365
068-0844
068-0025
068-0827
068-0045
068-0814
069-0373
068-0815
068-0824
068-0031
073-0032
073-0032
079-0463
073-0003
073-0036
073-0022
074-0141

住所
寿都郡黒松内町字黒松内５６２番地１
磯谷郡蘭越町字大谷２８９
磯谷郡蘭越町字大谷２７２番地
磯谷郡蘭越町８番地２
虻田郡ニセコ町字有島８７番地４
虻田郡真狩村字共明３７番地６
虻田郡喜茂別町字喜茂別１５番地の１
虻田郡倶知安町字峠下１１３番地２
虻田郡倶知安町北３条東４丁目保健福祉会館内
虻田郡倶知安町北５条西３丁目４番地
虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地
岩内郡共和町前田６７番地２
岩内郡岩内町字野束２１０番地
岩内郡岩内町字宮園１番地２
岩内郡岩内町字清住１６７番地
古宇郡泊村大字茅沼村５００番地２
古宇郡神恵内村大字神恵内村６５番地４
積丹郡積丹町大字美国町字大沢３００番地
古平郡古平町大字歌棄町２０４番地
古平郡古平町大字浜町７１１番地
余市郡仁木町銀山２丁目１３４番地
余市郡仁木町北町８丁目４０番地４
余市郡仁木町西町１丁目３６番地１
余市郡余市町沢町５丁目７８
余市郡余市町黒川町８５番地６５
岩見沢市元町２条西２丁目１２番地
岩見沢市５条東１３丁目９番１４
岩見沢市２条東１４丁目２
岩見沢市１１条西３丁目１番地９広域総合福祉センター内
岩見沢市日の出町６０４番地
岩見沢市上志文町５７２番２
岩見沢市東町１条８丁目９３２番地６７
岩見沢市北２条西１２丁目１‐１２
岩見沢市３条西１０丁目１３ 西保育園内
岩見沢市志文町３０１番地
岩見沢市栗沢町最上２２２番地６
岩見沢市桜木１条６丁目３番１５号
岩見沢市上幌向町１３６４番６号
岩見沢市志文本町４条５丁目１番地２
岩見沢市５条西１１丁目２番地７
岩見沢市春日町２丁目３‐７
岩見沢市北５条西１０丁目１６番地２
岩見沢市美園４条３丁目５２番地
岩見沢市幌向南３条２丁目
岩見沢市美園５条８丁目３番９号
岩見沢市日の出北１丁目７番６号
岩見沢市東山３丁目１８３番地２０
滝川市明神町２丁目８番３号
滝川市明神町１丁目３番１号ＮＴＴ東日本滝川ビル１階
滝川市江部乙町東１２丁目１３番１６号
滝川市滝の川町西５丁目４番２８号
滝川市花月町１丁目１番２２号
滝川市大町１丁目７番２１号
深川市多度志６３０番地

電話番号
01367-2-3033
0136-57-5537
0136-57-5497
0136-57-5203
0136-44-2772
0136-45-3311
0136-33-3024
0136-22-3131
0136-22-4150
0136-22-3953
0136-23-4722
0135-73-2485
0135-62-9701
0135-62-0729
0135-62-3328
0135-75-3761
0135-76-5908
0135-44-3571
0135-42-4161
0135-42-2833
0135-33-5311
0135-32-3585
0135-32-3959
0135-22-2408
0135-22-5350
0126-22-2104
0126-24-5595
0126-22-1778
0126-22-2960
0126-22-1398
0126-33-8400
0126-23-9552
0126-33-8900
0126-24-2940
0126-23-1111
0126-45-4121
0126-24-6186
0126-24-7185
0126-25-1435
0126-24-6675
0126-22-4435
0126-23-0879
0126-22-1027
0126-26-3633
0126-24-1046
0126-23-2500
0126-24-1621
0125-51-1005
0125-24-8640
0125-26-4355
0125-24-3595
0125-23-2299
0125-22-0214
0164-27-2359
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

空知

上川

市町村

会員名
社会福祉法人 深川愛育会
社会福祉法人 北海道中央病院
深川市
社会福祉法人 揺籃会
社会福祉法人 若葉会
歌志内市 社会福祉法人 ほく志会
社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会
美唄市
社会福祉法人 北海道光生会
社会福祉法人 三笠市社会福祉協議会
三笠市
社会福祉法人 三笠市社会福祉事業団
社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会
社会福祉法人 赤平友愛会
赤平市
社会福祉法人 北海道光生舎
特定非営利活動法人 ラポラポ
社会福祉法人 芦別慈恵園
芦別市
社会福祉法人 芦別白光舎
社会福祉法人 幸照会
社会福祉法人 清光園
夕張市
社会福祉法人 北海道博愛舎
社会福祉法人 夕張保育協会
社会福祉法人 南幌福祉会
南幌町
社会福祉法人 南幌苑
社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議会
社会福祉法人 ないえ福祉会
奈井江町
社会福祉法人 日本介護事業団
社会福祉法人 北海道拓明興社
由仁町
社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会
社会福祉法人 迎光会
長沼町
社会福祉法人 長沼陽風会
社会福祉法人 栗山町社会福祉協議会
栗山町
社会福祉法人 栗山福祉会
社会福祉法人 栗山ゆりの会
社会福祉法人 月形町社会福祉協議会
社会福祉法人 月形福祉会
月形町
社会福祉法人 藤の園
社会福祉法人 雪の聖母園
新十津川町 社会福祉法人 明和会
社会福祉法人 秩父別昭啓会
秩父別町
社会福祉法人 秩父別町社会福祉協議会
社会福祉法人 雨竜ことぶき会
雨竜町
社会福祉法人 雨竜園
社会福祉法人 雨竜町社会福祉協議会
社会福祉法人 沼田町社会福祉協議会
沼田町
社会福祉法人 沼田保育園
社会福祉法人 愛善会
社会福祉法人 あかしあ労働福祉センター
社会福祉法人 旭川育成会
社会福祉法人 旭川旭親会
社会福祉法人 旭川健育会
旭川市
社会福祉法人 旭川小泉福祉会
社会福祉法人 旭川木の実会
社会福祉法人 旭川水芝会
社会福祉法人 旭川第一友愛会
社会福祉法人 旭川聖会
社会福祉法人 旭川福祉事業会

入会日
昭和57年4月1日
昭和55年4月1日
昭和53年4月1日
平成27年4月1日
平成19年4月1日
平成16年4月1日
昭和44年4月1日
平成13年4月1日
昭和48年5月2日
昭和44年1月1日
平成1年4月1日
昭和43年4月1日
平成19年4月1日
昭和53年4月1日
昭和43年4月1日
平成12年5月1日
昭和51年4月1日
昭和45年10月1日
昭和46年4月1日
昭和59年4月1日
昭和63年4月1日
平成24年4月1日
昭和54年4月1日
平成29年4月1日
昭和56年12月1日
平成3年4月1日
昭和49年8月1日
昭和54年3月1日
平成22年4月1日
昭和62年4月1日
平成4年11月1日
昭和63年4月1日
昭和59年4月1日
昭和45年10月1日
昭和43年4月1日
平成12年4月1日
昭和57年4月1日
平成5年4月1日
昭和56年4月1日
平成1年4月1日
昭和63年4月1日
平成5年9月1日
昭和43年4月1日
昭和50年4月1日
平成10年10月1日
昭和54年11月1日
昭和55年2月1日
昭和59年4月1日
昭和56年11月1日
昭和56年4月1日
昭和56年4月1日
昭和54年4月1日
昭和55年4月1日
昭和53年4月1日

郵便番号
074-0022
074-0012
078-0151
074-0031
073-0407
072-0026
072-0811
068-2107
068-2105
079-1142
079-1102
079-1135
079-1102
075-0036
075-0041
068-0422
068-0536
068-0755
068-0403
069-0238
069-0238
079-0313
079-0306
079-0313
079-0313
069-1203
069-1315
069-1300
069-1513
069-1508
068-0352
061-0511
061-0500
061-0526
061-0500
073-1103
078-2100
078-2100
078-2600
078-2600
078-2641
078-2202
078-2202
071-8144
071-8132
071-8144
070-0901
070-8024
070-8019
071-8143
071-8138
078-8233
078-8315
071-8138

住所
深川市北光町２丁目１２番３８号
深川市西町１番７号
深川市納内町北３番９７号
深川市あけぼの町１１番５０号
歌志内市字文珠２４４番地２
美唄市西３条南３丁目６番２号美唄市総合福祉センター内
美唄市東７条南２丁目１番１号
三笠市若草町２８０番地
三笠市清住町１１２番地５
赤平市東大町３‐４
赤平市幌岡町４７番地
赤平市錦町２丁目６番地
赤平市幌岡町１１３番地１
芦別市旭町２８番地
芦別市本町１０６５番地２７
夕張市日吉１６番４
夕張市南清水沢１丁目５５番地１
夕張市紅葉山２３０番地
夕張市本町４丁目２
空知郡南幌町元町２丁目２番２号
空知郡南幌町元町１丁目６番１号
空知郡奈井江町字奈井江町２４３番地２４
空知郡奈井江町字東奈井江７７番地
空知郡奈井江町字奈井江町１６１番地１
空知郡奈井江町字奈井江６番地
夕張郡由仁町東栄８７番地の１由仁町文化交流館内
夕張郡長沼町南町２丁目３番２０号
夕張郡長沼町１１７番２
夕張郡栗山町朝日４丁目９番地３６栗山町総合福祉センターしゃるる
夕張郡栗山町字湯地９１‐２０
夕張郡栗山町字大井分１０８番地６
樺戸郡月形町１０６４番地１３月形町交流センター
樺戸郡月形町４６番地の３０
樺戸郡月形町字当別原野４１７の９番地
樺戸郡月形町字当別原野２１５番地
樺戸郡新十津川町字中央１３番地２６
雨竜郡秩父別町１５１４番地
雨竜郡秩父別町４１０１番地
雨竜郡雨竜町字満寿３７番地
雨竜郡雨竜町字尾白利加９４番地の１９３
雨竜郡雨竜町字満寿３２番地１８５
雨竜郡沼田町南１条１丁目８番２５号
雨竜郡沼田町南１条６丁目６番３０号
旭川市春光台４条１１丁目５２４９の１０
旭川市末広２条１３丁目６番１７号
旭川市春光台４条１１丁目
旭川市花咲町１丁目２２３２番
旭川市神居町富沢４４３番地４
旭川市神居９条３丁目１９番地２
旭川市春光台３条３丁目５番２７
旭川市末広８条５丁目５３１７の１４
旭川市豊岡３条７丁目１番６号
旭川市旭神町２２‐６７
旭川市末広８条６丁目５３０７

電話番号
0164-22-3567
01642-2-2135
0164-24-3911
0164-22-5085
0125-42-2468
0126-62-0770
0126-64-4380
01267-2-3151
01267-2-2036
0125-32-1015
0125-32-0500
0125-32-3221
0125-32-2181
01242-2-2566
0124-22-2139
0123-56-6666
01235-9-6213
01235-8-2116
0123-52-3173
011-378-1556
011-378-1011
0125-65-6066
0125-65-5301
0125-65-2866
0125-65-5579
0123-82-2167
0123-88-3030
01238-8-0155
0123-72-1322
0123-72-6167
01237-6-3656
0126-53-2928
0126-53-4311
0126-53-2214
0126-53-2417
0125-74-6032
0164-33-3111
0164-33-2111
0125-78-3560
0125-77-2231
0125-77-2228
0164-35-1998
0164-36-2077
0166-52-8118
0166-57-0888
0166-54-5222
0166-53-5781
0166-62-3556
0166-33-1177
0166-54-3106
0166-54-3816
0166-31-9367
0166-65-0200
0166-51-1126
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村

旭川市

上川

富良野市

名寄市

士別市

会員名
社会福祉法人 旭川保育事業会
社会福祉法人 旭川盲人福祉センター
社会福祉法人 旭川養成会
社会福祉法人 旭川緑光会
社会福祉法人 旭川葦の会
社会福祉法人 旭川あゆみ会
社会福祉法人 旭川育児院
社会福祉法人 旭川泉会
社会福祉法人 旭川共生会
社会福祉法人 旭川楠会
社会福祉法人 旭川健翔会
社会福祉法人 旭川三和会
社会福祉法人 旭川春光会
社会福祉法人 旭川菁莪会
社会福祉法人 旭川青々会
社会福祉法人 旭川富好会
社会福祉法人 旭川ねむのき会
社会福祉法人 旭川福祉会
社会福祉法人 旭川保育会
社会福祉法人 旭川松の木会
社会福祉法人 旭川隣保会
一般財団法人 風の会
宗教法人 願成寺
社会福祉法人 教證会
社会福祉法人 旭聖会
特定非営利活動法人 きらら福祉会
社会福祉法人 群生会
社会福祉法人 敬愛会
社会福祉法人 敬生会
特定非営利活動法人 恵生会ワークハウスひまわり
社会福祉法人 慶友会
社会福祉法人 賛美会
社会福祉法人 祥瑞会
社会福祉法人 新生会
社会福祉法人 誠幸会
社会福祉法人 清豊会
社会福祉法人 東苑会
社会福祉法人 のぞみ会
一般財団法人 フレ・ウィングステージ
社会福祉法人 湯らん福祉会
社会福祉法人 友和会
一般社団法人 ゆめかご
社会福祉法人 若樹会
社会福祉法人 わかば会
社会福祉法人 エクゥエート富良野
社会福祉法人 富良野あさひ郷
社会福祉法人 北海道婦人共立愛子会
社会福祉法人 清風会
社会福祉法人 道北センター福祉会
社会福祉法人 名寄市社会福祉協議会
社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団
社会福祉法人 なよろ陽だまりの会
社会福祉法人 名寄みどりの郷
社会福祉法人 朝日福祉会

入会日
昭和59年4月1日
昭和48年7月1日
昭和57年4月1日
昭和58年4月1日
昭和55年8月1日
昭和61年4月1日
昭和43年4月1日
昭和58年4月1日
平成14年11月1日
平成28年4月1日
平成14年9月1日
昭和56年7月1日
昭和43年4月1日
昭和55年4月1日
昭和54年4月1日
平成13年10月1日
昭和55年10月1日
昭和55年4月1日
平成29年6月1日
昭和56年10月1日
昭和43年4月1日
平成28年4月1日
昭和43年4月1日
平成17年7月1日
昭和52年4月1日
平成25年4月1日
平成20年4月1日
昭和53年4月1日
昭和44年5月20日
平成19年4月1日
平成10年4月1日
昭和51年5月1日
平成21年4月1日
昭和46年4月1日
昭和49年4月1日
昭和51年4月1日
昭和50年5月1日
昭和49年5月1日
平成29年4月1日
平成11年9月1日
平成18年4月1日
平成28年4月1日
昭和48年4月1日
昭和49年4月1日
平成16年7月1日
昭和50年4月1日
昭和43年4月1日
昭和52年5月1日
平成2年4月1日
平成18年3月27日
昭和62年4月1日
平成19年4月1日
平成3年4月1日
平成3年4月1日

郵便番号
078-8302
070-0037
078-8803
078-8207
070-8002
079-8415
070-8072
070-8019
078-8340
070-0025
078-8234
078-8801
070-8021
071-8131
070-8046
071-8152
070-8024
078-8336
078-8261
070-8002
070-0036
070-0057
078-8215
078-8235
078-8208
070-0842
070-0824
070-8013
071-8138
071-8131
079-8431
078-8344
078-8261
071-8144
078-8344
078-8241
071-8132
071-8136
070-0021
070-8043
078-8357
078-8804
070-0875
070-0825
076-0038
076-0016
076-0041
098-0507
096-0006
096-0011
096-0008
096-0010
096-0063
095-0401

住所
旭川市緑が丘２条４丁目１番地
旭川市７条通１７丁目
旭川市緑が丘東３条１丁目２番４号
旭川市東旭川町上兵村２２９番地の８
旭川市永山町５丁目１２５‐８
旭川市永山５条９丁目４番６号
旭川市台場２条２丁目３番４５号
旭川市神居９条４丁目
旭川市東旭川町共栄１２３番地
旭川市東５条１１丁目１番１号
旭川市豊岡４条６丁目４番２７号
旭川市緑が丘東１条２丁目１番２１号
旭川市神居町忠和１５５番地の１
旭川市末広１条２丁目２番２１号
旭川市忠和６条６丁目２番７号
旭川市東鷹栖２線１８号１０４５番地
旭川市神居町富沢４３８番地２
旭川市南６条通２４丁目１９７６番地
旭川市東旭川南１条６丁目８番５号
旭川市神楽２条１２丁目１の２５
旭川市６条通３丁目左３号
旭川市７条西１丁目１番３号
旭川市５条１９丁目左１号
旭川市豊岡５条４丁目４番１２号
旭川市東旭川町下兵村１１７‐６
旭川市大町２条１丁目５－１０３
旭川市錦町１９丁目２１５０番地
旭川市神居３条１６丁目
旭川市末広８条６丁目５３０５番地
旭川市末広１条１丁目５番１４号
旭川市永山町５丁目１３６番地の１
旭川市東光４条１丁目３番２８号
旭川市東旭川南１条４丁目４番１１号
旭川市春光台４条１０丁目
旭川市東光４条５丁目４‐１２
旭川市豊岡１１条４丁目
旭川市末広２条８丁目
旭川市末広６条２丁目
旭川市東１条３丁目３番９号
旭川市忠和３条７丁目２番１２号
旭川市東光１７条８丁目１番１０号
旭川市緑ヶ丘東４条３丁目１番１号
旭川市春光５条８丁目１‐１５
旭川市北門町９丁目
富良野市学田三区
富良野市栄町１１番１１号
富良野市東鳥沼１
名寄市風連町西町２８４番地１
名寄市東６条南９丁目１０９
名寄市西１条南１２丁目１番地２
名寄市東８条南８丁目１１７番地
名寄市大通南２丁目２番地
名寄市字緑丘９番地１
士別市朝日町中央４０２９番地

電話番号
0166-65-1142
0166-24-1215
0166-65-2912
0166-61-8182
0166-46-4748
0166-48-0600
0166-61-4054
0166-62-8986
0166-33-8000
0166-24-0483
0166-38-6121
0166-66-2666
0166-69-5775
0166-53-5386
0166-62-7738
0166-58-3333
0166-61-0033
0166-31-8243
0166-37-3811
0166-61-0568
0166-22-0640
0166-23-7371
0166-33-2023
0166-38-8181
0166-36-3338
0166-55-1945
0166-51-0888
0166-62-6261
0166-51-5115
0166-55-4194
0166-47-7730
0166-33-1690
0166-36-5587
0166-51-0900
0166-31-1241
0166-32-4011
0166-57-5218
0166-51-6545
0166-27-3215
0166-48-3033
0166-38-5050
0166-65-7355
0166-51-9611
0166-76-1655
0167-22-2043
0167-23-3633
0167-22-2935
0165-53-2378
01654-3-8831
01654-3-9862
01654-3-3228
01654-3-1221
01654-3-9222
0165-28-2201

（10/15）

一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村

会員名
社会福祉法人 しべつ福祉会
社会福祉法人 三愛会
社会福祉法人 さつき会
鷹栖町
社会福祉法人 鷹栖共生会
東神楽町 社会福祉法人 東神楽町社会福祉協議会
社会福祉法人 当麻かたるべの森
社会福祉法人 当麻町社会福祉協議会
当麻町
社会福祉法人 当麻柏陽会
社会福祉法人 法輪会
比布町
社会福祉法人 大悲会
社会福祉法人 愛別町社会福祉協議会
愛別町
社会福祉法人 愛別福祉会
上川町
社会福祉法人 かみかわ福寿園
東川町
社会福祉法人 東川町社会福祉協議会
社会福祉法人 ゴーシュの櫓
社会福祉法人 美瑛慈光会
美瑛町
社会福祉法人 びえい子育て応援団
社会福祉法人 美瑛町社会福祉協議会
社会福祉法人 福寿会
社会福祉法人 上富良野町社会福祉協議会
上富良野町
社会福祉法人 わかば会
中富良野町 社会福祉法人 洗心会
社会福祉法人 南富良野大乗会
南富良野町
社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
和寒町
社会福祉法人 和寒町社会福祉協議会
剣淵町
社会福祉法人 剣渕北斗会
下川町
社会福祉法人 下川町社会福祉協議会
社会福祉法人 美深育成園
美深町
社会福祉法人 美深福祉会
社会福祉法人 臨生会
中川町
社会福祉法人 中川町社会福祉協議会
社会福祉法人 恵信福祉会
幌加内町
社会福祉法人 幌加内町社会福祉協議会
特定非営利活動法人 ウェルアナザーデザイン
特定非営利活動法人 サポートセンターかもめ
特定非営利活動法人 サポートハウスちゃお
留萌市
社会福祉法人 萌寿会
特定非営利活動法人 ホープ共同作業所
社会福祉法人 留萌市社会福祉協議会
社会福祉法人 留萌萌幼会
増毛町
社会福祉法人 増毛町社会福祉協議会
小平町
社会福祉法人 小平町社会福祉協議会
社会福祉法人 古丹別福祉会
社会福祉法人 苫前福祉会
苫前町
社会福祉法人 苫前幸寿会
社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会
羽幌町
社会福祉法人 羽幌町社会福祉協議会
初山別村 社会福祉法人 初山別村社会福祉協議会
天塩町
社会福祉法人 天塩町社会福祉協議会
社会福祉法人 幌延町社会福祉協議会
幌延町
社会福祉法人 幌延福祉会
社会福祉法人 緑ケ丘学園
稚内市
社会福祉法人 稚内市社会福祉協議会
社会福祉法人 稚内市社会福祉事業団
士別市

上川

留萌

宗谷

入会日
平成17年2月1日
平成16年11月1日
昭和49年8月1日
平成3年4月1日
平成5年4月1日
平成13年4月1日
平成6年4月1日
昭和62年4月1日
昭和43年9月9日
昭和61年4月1日
昭和62年4月1日
平成14年4月1日
平成10年8月1日
平成5年4月1日
平成23年4月1日
昭和53年1月1日
平成22年4月1日
昭和43年4月1日
平成12年9月1日
平成5年4月1日
昭和48年8月1日
昭和45年2月1日
昭和56年4月1日
平成7年4月1日
平成5年4月1日
昭和55年4月1日
昭和62年4月1日
昭和43年4月1日
平成2年4月1日
平成15年4月1日
平成25年4月1日
昭和49年4月1日
平成9年4月1日
平成25年4月1日
平成18年9月12日
平成20年7月1日
昭和57年4月1日
平成25年10月2日
昭和55年4月1日
昭和49年8月1日
昭和62年4月1日
平成4年4月1日
昭和43年4月1日
昭和43年4月1日
昭和62年4月1日
昭和56年7月1日
昭和52年3月1日
平成3年4月5日
平成4年4月1日
平成20年7月1日
平成6年4月1日
昭和43年4月1日
平成9年4月1日
平成1年4月1日

郵便番号
095-0044
095-0015
071-1201
071-1258
071-1504
078-1315
078-1314
078-1316
078-1303
078-0341
078-1405
078-1404
078-1742
071-1423
071-0236
071-0202
071-0203
071-0202
071-0216
071-0561
071-0553
071-0741
079-2400
079-2402
098-0111
098-0339
098-1207
098-2214
098-2205
098-2214
098-2802
074-0411
074-0412
077-0007
077-0042
077-0033
077-0037
077-0007
077-0023
077-0037
077-0224
078-3301
078-3621
078-3701
078-3711
078-3711
078-4107
078-4421
098-3312
098-3223
098-3201
098-6642
097-0024
097-0027

住所
士別市東山町３４４０番地２６
士別市東５条１６丁目３１２９番地
上川郡鷹栖町南１条３丁目２番７号
上川郡鷹栖町１８線９号２番
上川郡東神楽町南２条東１丁目４番１号
上川郡当麻町５条東３丁目７‐２５
上川郡当麻町４条東２丁目１６番３号
上川郡当麻町６条東４丁目６番１号
上川郡当麻町３条西４丁目８‐５
上川郡比布町東町２丁目５番２号
上川郡愛別町字本町３４５番地の１
上川郡愛別町字北町２９８番地の１
上川郡上川町西町４番地１
上川郡東川町東町１丁目７番１４号
上川郡美瑛町字美沢美生
上川郡美瑛町南町４丁目４番
上川郡美瑛町西町３丁目１番１号
上川郡美瑛町南町１‐５‐５美瑛町福祉センター内
上川郡美瑛町字大村大久保第一
空知郡上富良野町大町２丁目８番４号上富良野町保健福祉総合センター「かみん」
空知郡上富良野町旭町３丁目５番４３号
空知郡中富良野町市街地
空知郡南富良野町字幾寅５２８番２
空知郡南富良野町字幾寅
上川郡和寒町字三笠６番地
上川郡剣渕町西原町３０８４番地
上川郡下川町幸町４０番地１総合福祉センター「ハピネス」内
中川郡美深町字敷島２８３番地
中川郡美深町字美深７６番地８
中川郡美深町字敷島９１‐１２
中川郡中川町字中川３３７番地
雨竜郡幌加内町字幌加内４９１０
雨竜郡幌加内町字親和４５９６の３
留萌市栄町２丁目６番３号
留萌市開運町２丁目６番３号
留萌市見晴町２丁目２７番地
留萌市沖見町６丁目１８番６
留萌市栄町３丁目４４番地古林第一ビル２階
留萌市五十嵐町１丁目１番１０号留萌市保健福祉センター１階
留萌市沖見町５丁目３３番地
増毛郡増毛町南畠中町２丁目２７番地の１
留萌郡小平町字小平町２１６番地健康福祉センター
苫前郡苫前町字古丹別１９６‐４９
苫前郡苫前町字苫前１６１番地６
苫前郡苫前町字旭１０５番７
苫前郡苫前町字旭３７番地の１
苫前郡羽幌町南７条３丁目１番地
苫前郡初山別村字初山別１４９番地初山別村高齢者生活福祉センター内
天塩郡天塩町字川口５６９９番地の１天塩町保健ふれあいセンター内
天塩郡幌延町幌延１０２番地
天塩郡幌延町１条北２丁目１番３
稚内市声問５丁目４７番１号
稚内市宝来２丁目２番２４号
稚内市富士見５丁目１１７８番地の１

電話番号
01652-2-3727
01652-9-6661
0166-87-3321
0166-87-3113
0166-83-5424
0166-58-8070
0166-84-5711
0166-84-5050
0166-84-2711
0166-85-3147
01658-6-6800
01658-6-4770
01658-2-3333
0166-82-7505
0166-92-0851
0166-92-4111
0166-92-2222
0166-92-0733
0166-92-4202
0167-45-3505
0167-45-2803
0167-44-2621
0167-52-3000
0167-39-7711
0165-32-3666
0165-34-2165
01655-4-3123
01656-2-1554
01656-2-1101
01656-9-1500
01656-7-2803
01653-5-2152
0165-36-2510
0164-56-1662
0164-42-8666
0164-43-3888
0164-43-2727
0164-56-4677
0164-42-5530
0164-42-7225
0164-53-3600
01645-6-2111
01646-5-4171
0164-64-2444
0164-64-2076
0164-64-2387
0164-69-2311
0164-67-2133
01632-2-3201
01632-5-1008
01632-5-1181
0162-26-2508
0162-24-1139
0162-28-1060

（11/15）

一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村

会員名
稚内早期療育推進委員会
稚内木馬館
猿払村
猿払福祉会
浜頓別福祉会
浜頓別町
社会福祉法人 浜頓別町社会福祉協議会
社会福祉法人 中頓別町社会福祉協議会
中頓別町
社会福祉法人 南宗谷福祉会
宗谷
社会福祉法人 歌登福祉会
枝幸町
社会福祉法人 枝幸町社会福祉協議会
社会福祉法人 枝幸福祉会
社会福祉法人 豊富町社会福祉協議会
豊富町
社会福祉法人 豊富福祉会
社会福祉法人 礼文町社会福祉協議会
礼文町
社会福祉法人 礼文福祉会
利尻富士町 社会福祉法人 利尻富士町社会福祉協議会
社会福祉法人 網走愛育会
社会福祉法人 網走桂福祉会
網走市
特定非営利活動法人 あばしりスポーツクラブ
社会福祉法人 網走福祉協会
社会福祉法人 あいの杜
社会福祉法人 川東の里
社会福祉法人 きたの愛光会
社会福祉法人 北見福祉事業協会
社会福祉法人 北見愛育会
社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
社会福祉法人 北見福祉会
北見市
社会福祉法人 北見保育協会
社会福祉法人 きたみ北尽会
社会福祉法人 北見睦会
社会福祉法人 北陽会
社会福祉法人 北海道仕愛会
社会福祉法人 めぐみ会
社会福祉法人 萌木の会
社会福祉法人 慈愛会
オホーツク
紋別市
社会福祉法人 紋別市社会福祉協議会
社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会
社会福祉法人 大空町社会福祉協議会
大空町
社会福祉法人 東藻琴福祉会
社会福祉法人 女満別福祉会
社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会
美幌町
美幌町みどり就労センター
社会福祉法人 津別町社会福祉協議会
津別町
津別町人材活用センター
社会福祉法人 津別福祉会
斜里町
社会福祉法人 斜里福祉会
清里町
社会福祉法人 清里町福祉会
社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会
訓子府町
社会福祉法人 訓子府福祉会
社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
置戸町
社会福祉法人 信愛会
社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会
佐呂間町
社会福祉法人 サロマ福祉会
社会福祉法人 遠軽町社会福祉協議会
遠軽町
社会福祉法人 浄光会
稚内市

入会日
平成7年12月1日
平成4年4月1日
平成3年4月1日
昭和59年4月1日
平成6年4月1日
平成9年10月1日
昭和50年2月1日
昭和56年4月1日
平成18年3月20日
昭和61年4月1日
平成12年8月1日
平成15年4月1日
平成27年4月1日
平成5年4月1日
平成6年4月1日
昭和56年4月1日
平成11年4月1日
平成25年4月1日
昭和53年8月1日
平成24年4月1日
平成18年4月1日
平成12年3月1日
昭和53年2月1日
昭和55年4月1日
平成18年3月3日
昭和57年5月1日
昭和43年9月12日
平成2年5月1日
平成17年1月1日
昭和48年4月1日
昭和46年4月1日
昭和43年4月1日
平成14年7月1日
平成22年6月1日
平成21年4月1日
昭和58年4月1日
平成18年3月31日
平成4年4月1日
平成6年4月1日
平成5年4月1日
平成7年4月1日
平成8年4月1日
平成11年7月1日
平成16年4月1日
平成1年4月1日
昭和61年4月1日
昭和63年4月1日
平成2年4月1日
平成6年4月1日
昭和53年1月1日
平成10年4月1日
平成11年1月11日
平成17年10月1日
昭和49年4月1日

郵便番号
097-0022
097-0015
098-6234
098-5741
098-5717
098-5551
098-5551
098-5205
098-5824
098-5823
098-4111
098-4116
097-1201
097-1201
097-0101
093-0042
099-2421
093-0074
099-2421
099-0871
090-0807
090-0824
090-0836
090-0824
090-0065
090-0835
090-0037
090-0067
090-0048
091-0033
090-0061
090-0807
099-0876
094-0021
094-0005
099-5361
099-2324
099-3200
099-2325
092-8650
092-0063
092-0235
092-0235
092-0203
099-4117
099-4406
099-1498
099-1402
099-1100
099-1118
093-0502
093-0501
099-0403
099-0428

住所
稚内市中央４丁目１６番２号
稚内市朝日２丁目３番３号
宗谷郡猿払村鬼志別北町７０番地
枝幸郡浜頓別町旭ケ丘３丁目８番地
枝幸郡浜頓別町大通り西１丁目保健福祉総合センター内
枝幸郡中頓別町字中頓別１７５番地
枝幸郡中頓別町字中頓別１６０番地
枝幸郡枝幸町歌登檜垣町１４２番地
枝幸郡枝幸町北栄町１４７４番地１
枝幸郡枝幸町三笠町１６１１番地４３
天塩郡豊富町西１条８丁目
天塩郡豊富町字上サロベツ２００５番地２９
礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ５５８番地の５
礼文郡礼文町大字香深村字カフカイ７６６番地の３
利尻郡利尻富士町鴛泊字本町６番地の１
網走市潮見８丁目４番１１号
網走市字呼人７２２番地１
網走市北４条西３丁目５番１５号
網走市呼人３４１番地の４
北見市相内町１２３番地
北見市川東２２６番地２
北見市北光２８０番地７
北見市東三輪２丁目１３７番地
北見市北光３２８番地１５
北見市寿町３丁目４番１号
北見市光西町１７８番地５
北見市山下町４丁目５番１３号
北見市緑ケ丘３丁目２９番８号
北見市北８条西１丁目１番地
北見市留辺蘂町栄町１２７の２１
北見市東陵町１１６番地
北見市川東３６２番地
北見市富里２２３番地の１
紋別市大山町１丁目５２番１５号
紋別市幸町７丁目１番１０号総合福祉センターはーとぴあ２１
紋別市上渚滑町和訓辺９５番地
網走郡大空町女満別西４条４丁目１番６号
網走郡大空町東藻琴３８７番地の８
網走郡大空町女満別西４条５丁目４番１０号
網走郡美幌町字東３条北２丁目１番地しゃきっとプラザ内
網走郡美幌町字新町１丁目３７番地２
網走郡津別町字幸町２７番地２
網走郡津別町字幸町２７番地２
網走郡津別町字達美２１３番地８
斜里郡斜里町青葉町３８番地
斜里郡清里町水元町３８番４
常呂郡訓子府町東町３９８番地
常呂郡訓子府町字穂波６９番地５７
常呂郡置戸町字置戸２４６番地３
常呂郡置戸町字置戸３９８番地８５
常呂郡佐呂間町字永代町１７１番地の３佐呂間町老人福祉センター内
常呂郡佐呂間町字宮前町１５２番地６
紋別郡遠軽町１条通北１丁目１番地
紋別郡遠軽町西町３丁目４番地

電話番号
0162-22-9797
0162-34-9650
01635-3-4046
01634-2-3737
01634-2-2941
01634-6-1717
01634-6-1234
0163-68-3031
0163-62-2601
0163-62-4038
0162-82-1690
0162-82-2333
0163-86-2003
01638-6-2200
01638-2-2791
0152-44-7591
0152-48-3037
0152-67-7939
0152-48-2271
0157-37-2451
0157-24-3030
0157-68-1165
0157-25-2907
0157-22-3932
0157-61-8181
0157-24-2834
0157-23-3792
0157-24-2806
0157-23-3581
0157-42-3342
0157-23-4063
0157-24-2483
0157-33-2826
0158-24-5142
0158-23-2350
0158-25-2111
0152-75-6021
0152-66-3314
0152-74-2555
0152-72-1165
0152-72-3366
0152-76-1161
0152-76-1303
01527-5-5355
01522-8-2026
01522-5-2323
0157-47-3536
0157-47-4551
0157-52-3347
0157-52-3851
01587-2-3732
01587-2-1637
01584-2-0317
0158-42-4328
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村
遠軽町

オホーツク

湧別町
滝上町
西興部村

苫小牧市

胆振

室蘭市

伊達市

登別市

豊浦町
洞爺湖町

会員名
社会福祉法人 北海道家庭学校
社会福祉法人 北光福祉会
社会福祉法人 丸瀬布社会福祉協会
社会福祉法人 上湧別福祉会
社会福祉法人 湧別町社会福祉協議会
社会福祉法人 湧別福祉会
社会福祉法人 滝上福祉会
社会福祉法人 滝上町社会福祉協議会
社会福祉法人 滝上ハピニス
社会福祉法人 にしおこっぺ福祉会
社会福祉法人 希望の里
社会福祉法人 東雲福祉会
社会福祉法人 せらぴ
社会福祉法人 双樹会
社会福祉法人 苫小牧慈光会
特定非営利活動法人 苫小牧市手をつなぐ育成会
社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会
社会福祉法人 中野福祉会
社会福祉法人 錦岡福祉会
社会福祉法人 沼ノ端はくちょう会
社会福祉法人 沼ノ端福祉会
社会福祉法人 ビバランド
社会福祉法人 美々川福祉会
社会福祉法人 みやま福祉会
特定非営利活動法人 もなみ会
社会福祉法人 山手の里
社会福祉法人 陽樹会
社会福祉法人 緑星の里
社会福祉法人 緑陽会
社会福祉法人 ビハーラ室蘭
社会福祉法人 母恋
社会福祉法人 室蘭言泉学園
社会福祉法人 室蘭福祉事業協会
社会福祉法人 室蘭市社会福祉協議会
社会福祉法人 室蘭天照福祉会
社会福祉法人 くさぶえ
社会福祉法人 思誠会
社会福祉法人 泰生会
社会福祉法人 伊達コスモス２１
社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
特定非営利活動法人 伊達市手をつなぐ育成会
社会福祉法人 伊達睦会
社会福祉法人 北海道伊達博光会
社会福祉法人 陵雲厚生会
社会福祉法人 わらしべ会
社会福祉法人 彩咲会
社会福祉法人 登別千寿会
社会福祉法人 登別さいわい福祉会
社会福祉法人 登別市社会福祉協議会
社会福祉法人 豊浦青空福祉会
社会福祉法人 豊浦豊和会
社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
社会福祉法人 あぶた福祉会
社会福祉法人 幸清会

入会日
昭和43年4月1日
昭和43年4月1日
昭和50年7月1日
平成14年4月21日
平成3年4月1日
平成1年4月1日
昭和57年4月1日
平成5年4月1日
昭和62年4月1日
昭和63年4月1日
昭和60年4月1日
平成22年4月1日
平成8年4月1日
平成22年4月1日
昭和55年2月1日
平成20年4月1日
昭和51年11月1日
昭和48年4月1日
昭和45年5月1日
平成29年5月1日
昭和46年4月1日
昭和49年10月1日
昭和55年4月1日
昭和53年12月1日
平成17年10月13日
昭和54年4月1日
平成17年4月1日
昭和45年4月1日
昭和48年4月1日
平成23年2月1日
平成14年11月1日
昭和43年8月1日
昭和51年11月1日
昭和44年3月1日
昭和57年4月1日
平成28年4月1日
平成24年4月1日
平成11年9月3日
平成15年10月1日
平成2年4月1日
平成25年4月1日
昭和43年9月14日
昭和56年4月1日
昭和50年4月1日
昭和63年6月1日
平成15年4月1日
昭和58年4月1日
平成19年4月2日
昭和43年4月1日
昭和55年4月1日
昭和55年4月1日
平成1年4月1日
昭和58年4月1日
昭和52年4月1日

郵便番号
099-0408
099-0622
099-0201
099-6501
099-6328
099-6411
099-5600
099-5600
099-5600
098-1501
059-1265
059-1307
053-0816
053-0841
059-1265
053-0043
053-0011
053-0005
059-1264
059-1304
059-1305
053-0052
059-1361
053-0044
053-0811
053-0851
053-0005
059-1365
053-0841
050-0065
051-0005
051-0004
051-0016
050-0083
050-0064
052-0024
052-0025
052-0012
052-0012
052-0012
052-0022
052-0027
059-0157
052-0012
052-0313
059-0028
059-0463
059-0002
059-0016
049-5416
049-5402
049-5411
049-5613
049-5821

住所
紋別郡遠軽町字留岡３４
紋別郡遠軽町生田原安国３０２番地７ひまわり学園内
紋別郡遠軽町丸瀬布新町４０４番地
紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３３５番地２
紋別郡湧別町中湧別南町９１１番地
紋別郡湧別町字東４１番地１
紋別郡滝上町字オシラネップ原野２８０番地
紋別郡滝上町字オシラネップ原野北１線１０番地
紋別郡滝上町字オシラネップ原野１５７７番１８
紋別郡西興部村字西興部２８９番地１
苫小牧市字樽前１５９番地１９８
苫小牧市ウトナイ南３丁目２０番１号
苫小牧市日吉町４丁目１番８号
苫小牧市松風町１番１１号
苫小牧市字樽前２１６番５
苫小牧市日の出町２丁目８番２３号
苫小牧市末広町１丁目２番２２号
苫小牧市元中野町２丁目１２番５号
苫小牧市宮前町２丁目２８番１５号
苫小牧市北栄町５丁目５番６０号
苫小牧市拓勇西町７丁目１番地４
苫小牧市新開町４丁目７番１６号
苫小牧市字美沢１９３番地の１
苫小牧市音羽町２丁目１０番４号
苫小牧市光洋町１丁目１０番１号
苫小牧市山手町１丁目１２番３号
苫小牧市元中野町２丁目３番３号
苫小牧市字植苗１２１‐７
苫小牧市松風町２番１５号
室蘭市本輪西町３丁目３３－１
室蘭市新富町１丁目２番２２号
室蘭市母恋北町１丁目４番２号
室蘭市幸町６番２３号
室蘭市東町２丁目３番３号ハートセンタービル
室蘭市柏木町３８番１号
伊達市鹿島町６番地７浅見ビル壱番館２階
伊達市網代町９７－１
伊達市松ケ枝町１５４‐２０
伊達市松ケ枝町５９番地４
伊達市松ケ枝町５９‐４
伊達市梅本町３９番地１
伊達市大町１８
伊達市向有珠町１６０番地７
伊達市松ケ枝町１５４番地３０
伊達市大滝区大成町１０番地
登別市富岸町１丁目７番地８
登別市中登別町２５３番地７
登別市幸町３丁目６番
登別市片倉町６丁目９番地１登別市総合福祉センター内
虻田郡豊浦町字船見町８４番地
虻田郡豊浦町字大和２２５番地の３
虻田郡豊浦町字東雲町１６番地１
虻田郡洞爺湖町清水１４２番地３
虻田郡洞爺湖町大原１０５番地１

電話番号
01584-2-2546
0158-46-2020
0158-47-3001
01586-4-1100
01586-2-2197
01586-5-3660
0158-29-2588
0158-29-3390
0158-29-4566
01588-7-2331
0144-67-6250
0144-82-8161
0144-75-2328
0144-71-1601
0144-67-4332
0144-37-9678
0144-36-1151
0144-38-5588
0144-67-0033
0144-84-3000
0144-55-0705
0144-52-1515
0144-58-2435
0144-36-5056
0144-75-4780
0144-72-9222
0144-38-2811
0144-58-2321
0144-74-7700
0143-55-2200
0143-24-2011
0143-50-6720
0143-23-4005
0143-83-5031
0143-55-3771
0142-82-6220
0142-22-2555
0142-21-5522
0142-25-0022
0142-22-4124
0142-23-7355
0142-23-4017
0142-38-3001
0142-21-2751
0142-68-6344
0143-88-2272
0143-84-3033
0143-88-1374
0143-88-0860
01428-3-2227
01428-6-1144
01428-3-2662
0142-76-3298
0142-82-3325
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

胆振

日高

十勝

市町村
洞爺湖町

会員名
社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会
社会福祉法人 壮瞥町社会福祉協議会
壮瞥町
社会福祉法人 長日会
社会福祉法人 エコライフまどか
社会福祉法人 恵和園
社会福祉法人 白老宏友会
白老町
社会福祉法人 白老町社会福祉協議会
社会福祉法人 天寿会
社会福祉法人 ホープ
社会福祉法人 ポロト会
社会福祉法人 安平町社会福祉協議会
社会福祉法人 追分あけぼの会
安平町
社会福祉法人 追分福祉会
社会福祉法人 富門華会
社会福祉法人 厚真町社会福祉協議会
厚真町
社会福祉法人 北海道厚真福祉会
社会福祉法人 愛誠会
むかわ町 社会福祉法人 鵡川慶寿会
社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会
社会福祉法人 愛光会
日高町
社会福祉法人 日高町社会福祉協議会
社会福祉法人 二風谷福祉会
社会福祉法人 平取福祉会
平取町
社会福祉法人 平取町社会福祉協議会
社会福祉法人 振内福祉会
社会福祉法人 弥生福祉会
新冠町
社会福祉法人 新冠ほくと園
社会福祉法人 覚葉会
特定非営利活動法人 木の実福祉会
特定非営利活動法人 こみっと
社会福祉法人 静内ペテカリ
新ひだか町
社会福祉法人 新ひだか町社会福祉協議会
社会福祉法人 延出福祉会
社会福祉法人 博鳳会
社会福祉法人 本桐福祉会
社会福祉法人 浦河向陽会
社会福祉法人 浦河愛生会
社会福祉法人 浦河町社会福祉協議会
浦河町
社会福祉法人 浦河べてるの家
蔵野 隆史
社会福祉法人 様似福祉会
社会福祉法人 和光会
様似町
社会福祉法人 様似町社会福祉協議会
えりも町
社会福祉法人 えりも福祉会
社会福祉法人 帯広保育事業協会
社会福祉法人 帯広市社会福祉協議会
社会福祉法人 帯広太陽福祉会
社会福祉法人 帯広福祉協会
社会福祉法人 帯広若光福祉会
帯広市
社会福祉法人 真宗協会
社会福祉法人 普仁会
社会福祉法人 ほくてん
社会福祉法人 弥生福祉会
社会福祉法人 竜谷保育会

入会日
平成18年3月27日
平成5年4月1日
昭和52年1月1日
平成15年2月1日
昭和52年5月1日
平成12年4月1日
昭和53年4月1日
昭和47年4月1日
平成17年4月1日
昭和57年4月1日
平成18年3月27日
平成4年4月1日
昭和57年4月1日
昭和50年4月1日
昭和58年4月1日
昭和53年4月1日
昭和51年4月1日
昭和55年4月1日
平成18年4月1日
昭和48年12月1日
平成18年3月1日
平成29年4月1日
昭和59年4月1日
昭和57年4月1日
昭和46年2月1日
昭和49年9月4日
平成6年4月1日
昭和43年4月1日
平成27年4月1日
平成24年4月1日
昭和52年12月1日
昭和57年4月1日
昭和44年5月9日
昭和43年4月1日
昭和43年4月1日
昭和56年4月1日
平成22年4月1日
平成4年4月1日
平成16年4月1日
昭和54年7月1日
平成2年4月1日
昭和43年4月1日
平成4年4月1日
平成6年4月1日
昭和59年4月1日
昭和43年5月1日
昭和57年5月1日
昭和43年4月1日
昭和55年4月1日
昭和43年4月1日
昭和47年9月1日
昭和43年4月1日
昭和53年7月1日
昭和54年2月1日

郵便番号
049-5604
052-0101
052-0101
059-0642
059-0900
059-0915
059-0904
059-0642
059-0922
059-0908
059-1501
059-1961
059-1911
059-1434
059-1601
059-1605
054-0211
054-0063
054-0042
055-0007
059-2121
055-0101
055-0411
055-0107
055-0411
055-0321
059-2412
059-3108
056-0014
056-0022
056-0001
056-0019
059-3103
059-3351
059-3231
057-0036
057-0007
057-0024
057-0024
057-0000
058-0012
057-0026
058-0014
058-0205
080-0025
080-0847
080-2334
080-2475
080-0861
080-0015
080-0027
080-0802
080-0806
080-0803

住所
虻田郡洞爺湖町栄町６３番地１
有珠郡壮瞥町字滝之町２８４‐２番地
有珠郡壮瞥町字滝之町２８７番地８
白老郡白老町字竹浦１０１番地３３
白老郡白老町字白老７６２番２５
白老郡白老町川沿１丁目５５３番地１
白老郡白老町東町４丁目６番７号
白老郡白老町字竹浦１３４番地５
白老郡白老町字萩野３１０‐１１０
白老郡白老町緑丘１丁目１２番１号
勇払郡安平町早来大町４１番地
勇払郡安平町追分花園４丁目５番地６
勇払郡安平町追分本町６丁目２４番地
勇払郡安平町早来富岡１２９番地
勇払郡厚真町京町１２０番地
勇払郡厚真町字本郷３６番地１１
勇払郡むかわ町穂別８０‐１０
勇払郡むかわ町駒場１０５番地
勇払郡むかわ町美幸３丁目３番地１
沙流郡日高町富川西１２丁目６７番地４
沙流郡日高町門別本町１２番地の２７
沙流郡平取町字二風谷７７番地７
沙流郡平取町振内町９７の１
沙流郡平取町本町８８番地１
沙流郡平取町振内町２８番地５
沙流郡平取町字貫気別２３８番地３
新冠郡新冠町字節婦１０４番地
日高郡新ひだか町三石本町２８３番地２
日高郡新ひだか町静内古川町２丁目２番１４号
日高郡新ひだか町静内高砂町３丁目６番１４号
日高郡新ひだか町静内目名４２６番地の１
日高郡新ひだか町静内青柳町２丁目３番１号新ひだか町社会福祉会館
日高郡新ひだか町三石豊岡２０１番地４
日高郡新ひだか町三石歌笛９６番地の１
日高郡新ひだか町三石本桐２２４番地５
浦河郡浦河町字絵笛４２６番地の１
浦河郡浦河町東町ちのみ４丁目１７８番地
浦河郡浦河町築地１丁目４番３８号
浦河郡浦河町築地３丁目５‐２１
浦河郡浦河町潮見町６３
様似郡様似町朝日丘４５番地
浦河郡浦河町字向別４７０番地
様似郡様似町大通２丁目９８‐２
幌泉郡えりも町字大和１０６番地３
帯広市西１５条南４０丁目２番地１
帯広市公園東町３丁目９番地１帯広市グリーンプラザ内
帯広市上帯広町西１線７６番２
帯広市西２５条南４丁目１０番地
帯広市南の森東２丁目８番地５
帯広市空港南町３０３番地１
帯広市西１７条南２８丁目１番地１
帯広市東２条南１１丁目３
帯広市東９条南１９丁目１番地１
帯広市東３条南５丁目‐５

電話番号
0142-76-4363
0142-66-2511
01426-6-3255
0144-87-6611
0144-82-3769
0144-85-3100
0144-82-6306
0144-87-2611
0144-83-3537
0144-82-4052
0145-22-3061
0145-25-2233
0145-25-3439
0145-22-2915
01452-7-2321
01452-7-3111
0145-45-2455
01454-2-5211
0145-42-2467
01456-2-2236
01456-2-6670
01457-2-3497
01457-3-3676
01457-4-2267
01457-3-3018
01457-5-5617
01464-7-2009
0146-33-2133
0146-43-1871
0146-42-2488
0146-42-3070
01464-3-3121
0146-33-2838
01463-5-3334
0146-34-2223
01462-2-0239
0146-22-7070
0146-22-6800
01462-2-5612
01462-2-2004
0146-36-3126
01462-2-2459
0146-36-4505
01466-2-2777
0155-48-2206
0155-21-2414
0155-64-5061
0155-37-5777
0155-48-6171
0155-48-4888
0155-48-3311
0155-23-5886
0155-25-4510
0155-23-3720
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村
音更町

士幌町
上士幌町
鹿追町
新得町
十勝

清水町
芽室町
中札内村
更別村
大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
足寄町
陸別町
浦幌町

釧路市

釧路

釧路町
厚岸町
浜中町
標茶町
弟子屈町
白糠町
根室

根室市

会員名
社会福祉法人 音更晩成園
社会福祉法人 音更福祉事業協会
社会福祉法人 音更町柏寿協会
特定非営利活動法人 共生シンフォニー
社会福祉法人 更葉園
社会福祉法人 温真会
社会福祉法人 士幌愛風会
社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会
社会福祉法人 上士幌福寿協会
社会福祉法人 鹿追恵愛会
社会福祉法人 厚生協会
社会福祉法人 新得町社会福祉協議会
社会福祉法人 清水旭山学園
社会福祉法人 清水町社会福祉協議会
社会福祉法人 柏の里めむろ
社会福祉法人 ポロシリ福祉会
社会福祉法人 更別どんぐり福祉会
社会福祉法人 大樹福祉事業会
社会福祉法人 大樹町社会福祉協議会
社会福祉法人 広尾町社会福祉協議会
社会福祉法人 幕別真幸協会
社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会
社会福祉法人 池田光寿会
社会福祉法人 豊頃愛生協会
社会福祉法人 あしょろ敬愛会
社会福祉法人 北勝光生会
社会福祉法人 うらほろ幸寿会
社会福祉法人 アシリカ
社会福祉法人 音別憩いの郷
社会福祉法人 釧路丹頂協会
社会福祉法人 釧路まりも学園
社会福祉法人 釧路緑ケ岡学園福祉会
社会福祉法人 釧路愛育協会
社会福祉法人 釧路恵愛協会
社会福祉法人 釧路啓生会
社会福祉法人 釧路市社会福祉協議会
社会福祉法人 釧路創生会
特定非営利活動法人 釧路手をつなぐ育成会
社会福祉法人 釧路のぞみ協会
社会福祉法人 釧路百葉福祉会
社会福祉法人 釧路若草会
社会福祉法人 扶躬会
社会福祉法人 釧路町富喜会
社会福祉法人 遠矢七五三会
社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会
社会福祉法人 浜中町社会福祉協議会
社会福祉法人 浜中福祉会
社会福祉法人 標茶町社会福祉協議会
社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
社会福祉法人 てつなぎ
社会福祉法人 白糠いつくしみ会
社会福祉法人 珸瑤瑁福祉会
社会福祉法人 しらかば保育園
社会福祉法人 根室明郷会

入会日
昭和49年4月1日
昭和51年10月1日
昭和51年11月1日
平成29年1月1日
昭和43年4月1日
昭和43年4月1日
平成5年4月1日
昭和56年10月1日
昭和62年4月1日
昭和60年5月1日
昭和43年9月26日
平成6年8月1日
昭和53年5月1日
平成5年4月1日
平成15年1月1日
昭和61年4月1日
平成16年4月1日
昭和48年4月1日
昭和63年4月1日
昭和55年4月1日
昭和54年6月1日
平成7年4月1日
昭和43年5月1日
昭和58年4月1日
平成12年4月1日
昭和48年11月1日
平成7年4月1日
平成21年4月1日
平成9年4月1日
昭和55年6月1日
昭和43年8月1日
昭和55年1月1日
昭和43年4月1日
平成2年4月1日
昭和51年10月1日
平成17年10月11日
平成6年4月1日
平成20年4月1日
昭和58年4月1日
平成12年4月1日
昭和54年4月1日
昭和53年6月1日
平成2年4月1日
昭和58年8月1日
昭和56年4月1日
平成13年4月1日
平成8年4月1日
昭和43年4月1日
平成2年4月1日
平成14年12月1日
昭和53年8月1日
昭和57年4月1日
昭和51年12月1日
昭和59年4月1日

郵便番号
080-0343
080-0104
080-0325
080-0112
080-0106
080-1189
080-1200
080-1200
080-1408
081-0202
081-0023
081-0013
089-0355
089-0111
082-0003
089-1322
089-1532
089-2152
089-2140
089-2622
089-0571
089-0611
083-0022
089-5315
089-3722
089-4300
089-5621
084-0905
088-0123
084-0926
085-0804
085-0814
085-0812
084-0922
084-0908
085-0011
085-0813
085-0011
084-0927
084-0910
085-0036
085-0214
088-0605
088-2145
088-1115
088-1513
088-1361
088-2312
088-3211
088-3211
088-0333
087-0163
087-0004
087-0064

住所
河東郡音更町字東士狩西６線４７番地
河東郡音更町新通９丁目３番地３
河東郡音更町柏寿台１番地５
河東郡音更町木野東通４丁目５番地３
河東郡音更町東通１３丁目３番地１
河東郡士幌町中士幌西２線８０‐２５
河東郡士幌町字士幌西２線１６９番５
河東郡士幌町字士幌２２５番地士幌町役場内
河東郡上士幌町字上士幌東２線２４２番地
河東郡鹿追町北町１丁目１３番地
上川郡新得町西３条北１丁目５番地３
上川郡新得町３条南３丁目５番地
上川郡清水町字旭山南８線５８番地の１
上川郡清水町南３条２丁目１番地清水町保健福祉センター内
河西郡芽室町西士狩北４線４８番地２
河西郡中札内村西２条南５丁目５番地２
河西郡更別村字更別南１線９７番地１７
広尾郡大樹町西本通６９
広尾郡大樹町栄通２９番地６大樹町福祉センター
広尾郡広尾町公園通南４丁目１番地広尾町デイサービスセンター内
中川郡幕別町字依田３７９番地
中川郡幕別町新町１２２番地の１
中川郡池田町字西２条１０丁目２番地２０
中川郡豊頃町茂岩４９番地７８
足寄郡足寄町新町２番地１０
足寄郡陸別町字陸別原野基線３２１番地の５
十勝郡浦幌町字北町７番地の２３
釧路市鳥取南７丁目２番１０
釧路市音別町川東１丁目２００番地１
釧路市鶴丘１４９番地２
釧路市白樺台２丁目２番９号
釧路市緑ヶ岡１丁目１０番４２号
釧路市紫雲台２番３０号
釧路市北斗７６番５
釧路市北園１丁目１番２７号
釧路市旭町１２番３号
釧路市春採７丁目９番８号
釧路市旭町１２番３号釧路市総合福祉センター３Ｆ
釧路市駒牧８線１０７番地
釧路市昭和中央５丁目６番９号
釧路市若竹町４番７号
釧路市阿寒町富士見２丁目５番１０号
釧路郡釧路町字別保原野南２０線５３番地９
釧路郡釧路町遠矢６丁目２０番地
厚岸郡厚岸町梅香町２丁目１番地
厚岸郡浜中町霧多布東３条１丁目４０番地
厚岸郡浜中町茶内緑９１番地
川上郡標茶町川上町福祉センター内
川上郡弟子屈町中央２丁目１０番２５号
川上郡弟子屈町中央１丁目２番１５号
白糠郡白糠町東３条北１丁目２番地５２
根室市歯舞３丁目１５番地
根室市光洋町１丁目３６番地１
根室市厚床２丁目２２１の１

電話番号
0155-42-4703
0155-42-2323
0155-42-2154
0155-67-5257
0155-42-2236
01564-7-4446
01564-5-3000
01564-5-2211
01564-2-4632
01566-6-2588
0156-64-5448
0156-64-0533
01566-3-2134
0156-69-2200
0155-62-5449
0155-63-4566
0155-52-3576
01558-6-3825
01558-6-4130
01558-2-4110
0155-56-4706
0155-55-3800
015-572-5955
0155-74-2627
01562-5-9888
0156-27-3811
015-576-5252
0154-65-9200
01547-6-2811
0154-56-2031
0154-91-3120
0154-44-3880
0154-41-5238
0154-56-2633
0154-55-5252
0154-24-1565
0154-46-7233
0154-24-1603
0154-56-2321
0154-55-7331
0154-22-4530
0154-66-1010
0154-40-2537
0154-40-2504
0153-52-7752
0153-62-5016
0153-65-3100
01548-5-2503
015-482-1054
015-482-1026
01547-2-2670
0153-28-2059
0153-24-7101
01532-6-2134
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一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会 会員名簿 （平成30年3月31日現在）
振興局

市町村
根室市
別海町

根室

中標津町
標津町
羅臼町

道外

道外

社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人
社会福祉法人

会員名
根室敬愛会
根室隣保院
別海町社会福祉協議会
中標津町社会福祉協議会
中標津朋友会
中標津有隣福祉会
標津町社会福祉協議会
標津福祉会
羅臼町社会福祉協議会
救世軍社会事業団
聖母会
大五京

入会日
昭和55年5月15日
昭和56年4月1日
昭和57年4月1日
平成1年4月1日
昭和63年4月1日
昭和54年1月1日
平成20年4月1日
平成5年4月1日
昭和59年4月1日
昭和44年8月1日
昭和43年9月19日
平成17年6月1日

郵便番号
087-0008
087-0031
086-0203
086-1110
086-1160
086-1129
086-1631
086-1631
086-1822
101-0051
161-0032
603-8485

住所
根室市有磯町２丁目１９番地２
根室市月岡町２丁目８８番地
野付郡別海町別海西本町３６番地
標津郡中標津町西１０条南９丁目１番地４外
標津郡中標津町りんどう町５番地８
標津郡中標津町西９条北７丁目９
標津郡標津町北１条西５丁目６番１‐２号
標津郡標津町北１条西５丁目６番１‐３号
目梨郡羅臼町湯ノ沢町１４番地
東京都千代田区神田神保町２‐１７
東京都新宿区中落合２丁目５番１号
京都府京都市北区衣笠衣笠山町１０番地

電話番号
0153-22-3711
0153-25-3300
0153-75-2148
01537-9-1231
0153-73-5335
0153-73-3040
0153-82-1515
01538-2-1414
0153-87-3243
03-237-0881
03-709-6711
075-463-8703

