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北海道厚生局の業務は各分野にわたっていますが 「Ⅰ」では、主な業、

務について、その概要をご紹介します。

１ 医師等の国家試験

（１）全国の厚生局が所管する国家試験は１２種類あります。このうち北海道厚生局が

実施している国家試験は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線

技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、薬剤師及び管理栄養士の１１種類

です。視能訓練士の国家試験は、関東信越厚生局と近畿厚生局の２局で実施してい

ます。

その他、指定試験機関が国から指定を受けて実施している国家試験が１３種類あ

ります。

なお、歯科技工士及び製菓衛生士試験は、北海道庁により行われています。

（２）このほか、養成施設の修了資格をもって免許が取得できるもの（栄養士、調理

師、保育士、介護福祉士及び社会福祉主事）と、講習会の受講をもって免許が取得

できるもの（食品衛生管理者）があります。

（総 務 課）
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管内養成
施 設 数

卒業者数 試験実施日
管   内
受験数

合格者数
合格率
（％）

全   国
合格率
（％）

試験実施機関 合格発表日

医師 3 － Ｈ21.2.14～16 302 288 95.4 91.0 北海道厚生局 H21.3.27

歯科医師 2 － Ｈ21.2.7～8 195 135 69.2 67.5 北海道厚生局 H21.3.27

保健師 3 87 H21.2.20 628 612 97.5 97.7 北海道厚生局 H21.3.26

助産師 2 34 H21.2.19 79 79 100.0 99.9 北海道厚生局 H21.3.26

看護師 42 2,107 H21.2.22 2,871 2,650 92.3 89.9 北海道厚生局 H21.3.26

診療放射線技師 2 71 H21.2.26 159 107 67.3 74.4 北海道厚生局 H21.3.31

臨床検査技師 3 100 H21.2.25 148 119 80.4 71.8 北海道厚生局 H21.3.31

理学療法士 6 234 Ｈ21.3.1～2 298 279 93.6 90.9 北海道厚生局 H21.3.31

作業療法士 6 189 Ｈ21.3.1～2 237 207 87.3 81.0 北海道厚生局 H21.3.31

薬剤師 3 － Ｈ21.3.7～8 465 359 77.2 74.4 北海道厚生局 H21.4.3

管理栄養士 5 375 H21.3.22 1,130 251 22.2 29.0 北海道厚生局 H21.5.8

視能訓練士 2 43 H21.2.6 - - - 92.4 関東信越厚生局、近畿厚生局 H21.3.31

H20.9.7 58 32 55.2 53.8 (財)理容師美容師試験センター H20.9.30

H21.3.1 108 85 78.7 70.3 (財)理容師美容師試験センター H21.3.31

H20.9.7 360 177 49.2 50.4 (財)理容師美容師試験センター H20.9.30

H21.3.1 1,010 828 82.0 80.5 (財)理容師美容師試験センター H21.3.31

社会福祉士 1 511 H21.1.25 - 568 - 29.1 (財)社会福祉振興・試験センター H21.3.31

精神保健福祉士 2 230 Ｈ21.1.24～25 - 231 - 61.7 (財)社会福祉振興・試験センター H21.3.31

救急救命士 3 127 H21.3.22 - - - 80.3 (財)日本救急医療財団 H21.4.14

義肢装具士 1 0 H21.3.2 - - - 93.2 (財)テクノエイド協会 H21.3.24

臨床工学技士 3 81 H21.3.1 - 108 - 79.5 (財)医療機器センター H21.3.24

言語聴覚士 2 39 H21.2.14 78 41 52.6 57.3 (財)医療研修推進財団 H21.3.31

あん摩マッサージ指圧師 1 14 H21.2.21 - - - 84.4 (財)東洋療法研修試験財団 H21.3.24

はり師 5 178 H21.2.22 - - - 78.7 (財)東洋療法研修試験財団 H21.3.24

きゆう師 5 178 H21.2.22 - - - 78.4 (財)東洋療法研修試験財団 H21.3.24

柔道整復師 4 188 H21.3.1 253 165 65.2 70.3 (財)柔道整復研修試験財団 H21.3.24

歯科衛生士 10 333 H21.3.1 352 350 99.4 95.3 (財)歯科医療研修振興財団 H21.3.25

小　計（２５） 138 6,433 - - - - -

歯科技工士 3 80 Ｈ21.2.26～27 79 79 100.0 - 北海道庁 H21.3.19

製菓衛生師 5 445 H20.10.24 472 427 90.5 - 北海道庁 H20.11.25

栄養士 10 746 - - - - -

調理師 15 962 - - - - -

保育士 23 1,582 - - - - -

介護福祉士 24 1,148 - - - - -

社会福祉主事 14 768 - - - - -

食品衛生管理者 6 598 - - - - -

食品衛生監視員 6 598 - - - - -

食鳥処理衛生管理者 0 0 - - - - -

合　計（３５） 244 13,360

※　「管内養成施設数」欄の医師、歯科医師、薬剤師については、当該資格の履修課程のある大学数を計上

※　「卒業者数」欄については、平成１９年度卒業者数を計上

美容師 14 1,178

平成20年度医師等の国家試験実施状況

理容師 8 136
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２ 医師と歯科医師の臨床研修

（１）新医師臨床研修制度が平成１６年度から施行され、医師免許を取得した者に

２年間以上の臨床研修が義務付けられました。

臨床研修制度に従って厚生労働省の指定を受けた病院又は大学附属病院で、

厚生労働省の認可を受けた研修プログラムにより臨床研修を受け、研修を終了

した医師は申請により医籍に「臨床研修修了」が登録されます。

道内の３医育大学（北海道大学・旭川医科大学・札幌医科大学）において平

成２０年３月に卒業した学生は３０５名おり、２８４名が臨床研修を開始して

。 。います そのうち２０５名が道内の臨床研修病院で臨床研修をを受けています

残り７９名は道外へ転出してますが、反対に道外の医育大学から転入してきた

者などが１０８名おり、道内の臨床研修病院における平成２０年４月の研修医

採用者数は３１３名となっています。

（２）歯科医師についても医師と同様に平成１８年度から１年間以上の臨床研修が

義務付けられています。

道内の大学歯学部（北海道大学・北海道医療大学）において平成２０年３月

に卒業した学生は１４３名おり、１１２名が臨床研修を開始しています。その

うち８７名が道内の臨床研修病院で臨床研修をを受けています。残り２５名は

道外へ転出してますが、反対に道外の大学から転入してきた者などが２８名お

り、道内の臨床研修病院における平成２０年４月の研修医採用者数は１１５名

となっています。

北海道厚生局では、臨床研修制度の円滑な実施を図るために北海道ブロック臨

床研修制度協議会を設置し、開催しています。

また、北海道内の臨床研修病院の指導調査を行っています。

（医事課）
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３ 保険診療の指導等

北海道厚生局では、公的医療保険の医療を提供する医療機関や薬局を指定したり、

保険診療・保険調剤を行う医師･歯科医師･薬剤師を登録し、また、これらの機関や従

事者について必要な指導などを行っています。

なお、これらの業務は、平成２０年９月まで北海道社会保険事務局で取り扱ってい

たものですが、平成２０年１０月からは北海道厚生局で実施しています。

（１）保険医療機関や保険医の指定等

医療保険の保険診療を行うためには、

・その医科診療所・歯科診療所・病院は保険医療機関の指定を受け、又は、その薬

局は保険薬局の指定を受け、

・その医師･歯科医師･薬剤師は、保険医又は保険薬剤師の登録を受ける必要があり

ます。

これらの機関等の数は、平成21年3月31日現在で次のとおりです。

・病院である保険医療機関数は592件。これは、５年間で25件・4.2％の減。

・医科診療所の保険医療機関数は2,785件。これは、５年間で450件・16.1％の増。

・歯科診療所の保険医療機関は3,161件。これは、５年間で577件・18.2％の増。

・保険薬局は2,191件。これは、５年間で415件・18.9％の増となっています。

（２）基本診療料の施設基準等の届出状況

保険医療機関・保険薬局は、人員・施設・設備・機械・器具等の一定の基準を満

たし、医療や看護等のサービスを提供することによって、所定の診療報酬を算定で

きます。この基準を定めたものが「施設基準」であり、198種類あります。要件を

満たす保険医療機関・保険薬局が北海道厚生局に届出することになっています。

このうち、主なものを挙げれば、平成20年7月1日現在で入院基本料は、597病院が

届出を行っており、入院時食事療養(Ⅰ)を届出している病院が577件です。

（３）指導等の状況

保険医療を行う保険医療機関・保険薬局とそこで診療や調剤を行う保険医・保険

薬剤師は、地方厚生局長等の指導や監査を受けるものとされています。

平成20年度において保険医療機関等に対して行った個別指導は、医科３４件、歯

、 、 、 （ ）科１３件 薬局３４件となっており 施設基準の適時調査は 医科 病院・診療所

で５２件となっています。

、新たに指定を受けた保険医療機関等及び登録をした保険医等についての集団指導

また、６年ごとの指定更新対象保険医療機関等についての集団指導も実施していま

す。

北海道厚生局では 「保険医療機関・保険薬局一覧表」等の各種情報をホームペー、

ジに掲載し、定期的に更新しています。

（ 医療指導課 管理課 企画調整課 ）
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４ 特定機能病院に対する立入検査

高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価、高度の医療に関する研修を行

、 、 、 、 、 、う能力を有し 内科 外科等主要な診療科 病床数４００床以上 集中治療室 医師

看護師数に関する条件などを満たす病院は、厚生労働大臣の承認を得て「特定機能病

院」と称することができます。

特定機能病院は、大学附属病院（本院 、高度専門医療センター等、全国で８２か）

所があり、北海道厚生局管内には次の３病院があります。

・北海道大学病院 （札幌市）

・札幌医科大学附属病院（札幌市）

・旭川医科大学病院 （旭川市）

北海道厚生局では、医療法第２５条第３項の規定に基づき、これら３つの特定機能

病院への立入検査を毎年実施しており、当該病院が医療法その他法令に定められた人

員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かを検査しています。

（医療指導課）
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５ 医療観察法に関する手続等

北海道厚生局では「医療観察法（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った

者の医療及び観察等に関する法律 」に基づく精神保健判定医等に関する候補者）

との調整、指定医療機関の指定、対象者の入院決定の執行、診療報酬の審査等の

業務を行っています。

① 裁判官と精神保健判定医（精神科医）の合議体が入院・通院

などの適切な処遇を決定

② 国の責任において手厚い専門的な医療の提供

③ 地域において継続的な医療を確保するための仕組みを設定

（医事課）

医療観察法の目的（医療観察法第１条）

この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為 (他人に害を及ぼす行為をいう。)を行った者に

対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びに

その確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の

行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。

医療観察法の仕組み

重大な他害行為
（放火、強制わいせつ、強姦、殺人、傷害、強盗等）

実刑判決

裁判所

検察官

（心神喪失等を理由）

不起訴

無罪等

検
察
官
に
よ
る
申
立
て

①
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
判

③地域での支援
①精神保健観察（保護観察所）

②入院によらない医療

【指定通院医療機関】
（※ 医療観察法によらない入院医療も含まれる。）

③精神保健福祉法等に基づく援助
（都道府県・市町村等）

退院決定

入
院
決
定

通
院
決
定

鑑
定
入
院

※
医
療
観
察
法
鑑
定

原則３年以内で終了
（最大５年間）

一般の精神医療・精神保健福祉

・平成１５年７月成立・公布

・平成１７年７月１５日施行

（心神喪失等を認定）

入院・再入院決定

②入院医療の提供
・入院医療【指定入院医療機関】

・設置主体は、国、都道府県、特定

独立行政法人に限定。

不
処
遇
決
定

裁判官と精神科医の合議体

生
活
環
境
調
査
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６ 医療保険者の指導及び認可

北海道厚生局では、各種の医療保険のうち、健康保険組合が運営している健康保険

事業、全国健康保険協会北海道支部が運営している協会けんぽ事業、市町村等が運営

している国民健康保険事業についての指導や認可を行っています。

（１）健康保険組合

北海道の健康保険組合は１４組合（平成20年度末で約77,062人）が加入してい

ます。平成20年度の実地指導は、財政窮迫組合、医療費の高い組合及び特に指導

が必要と認められる組合の中から選定し、６組合を実施しました。実施保険者に

対し、医療費の適正化により財政健全を図ることなどの指導を行っています。

（２）協会けんぽ

従来「国」が運営を行っていた政府管掌健康保険は、平成２０年１０月から新

たに保険者として設立された「全国健康保険協会」にその運営を移行しました。

（ ） 。北海道協会けんぽには 平成20年10月1日現在で999,581人 が加入しています

実地指導は、平成２１年度から実施します。

（保険年金課）

（３）国民健康保険

北海道厚生局では、市町村等が運営している国民健康保険事業についての指導

と助言を行っています。

北海道の国民健康保険の保険者は１７１市町村、２つの広域連合、４つの国民

健康保険組合があり、平成１９年度末で約２１２万人が加入しています。

平成２０年度の実地指導は、次のとおりです。

助 言 内 訳

指 導 市 町 村 国保組合 広域連合 国保連合会

1 0 0１５ １４

（管理課）

7



７ 企業年金等の指導及び認可

北海道厚生局では、厚生年金や国民年金など公的年金の上乗せ部分を取り扱ってい

る、企業年金（厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金）や国民年金基金に

対して、指導や認可等を行っています。

（１）厚生年金基金

（ ） 。北海道の厚生年金基金は９基金 平成20年度末で60,825人 が加入しています

平成20年度の実地指導は、資産額の低い基金、掛金未収率が高い基金の中から選

定し、４厚生年金基金に対し実施しました。実施基金に対し、財政運営の適正を

図ることなどの指導を行っています。

（２）確定拠出年金、確定給付企業年金

北海道の確定拠出年金は７８、確定給付企業年金は１２４です （平成２０年。

、 、 。）度は 新たに確定拠出年金７ 確定給付企業年金５２の企業年金が設立しました

企業年金の実地指導は、当該実施企業年金等の事業運営に問題点の発生があった

場合又は解散・分割時に指導を行うこととしています。

（３）国民年金基金

（ ） 。北海道の国民年金基金は１基金 平成20年度末で11,828人 が加入しています

加入促進を図ることなどの指導を行っています。

（保険年金課）
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８ 医療・衛生・福祉関係の養成施設の指導監督

北海道厚生局が所管している養成施設は、 ２６種類２０４校２５９課程で、平成

２０年度の入学定員は１５，２９７人でした。

養成施設に対する指導監督として、所管する全ての養成施設に対し、原則３年に一

度指導調査を実施しています。

平成２０年度は、１８種類５６校の養成施設に対し、指導調査を行いました。調査

の結果、学則の記載事項漏れ、専任教員の不足、入学定員の超過、授業時間数の不足

等、８７件の指摘を行いました。

指摘事項については、その都度、原則としてその年度内に改善させることとしてい

ます。

（指導養成課）
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　　　　　　 平成20年度　医療・衛生・福祉関係の養成施設状況一覧

養 成 種 別
管内養成施設
及び課程数

指定 取消 入学定員
指導調査
件　　数

文書指摘数

救急救命士  3校 3課程 0 0 240 1 2

診療放射線技師 2校 2課程 0 0 90 0 0

臨床検査技師 3校 3課程 0 0 100 0 0

理学療法士 6校 7課程 1 0 320 2 6

作業療法士 6校 7課程 0 0 290 2 6

視能訓練士 2校 2課程 0 0 90 0 0

臨床工学技士 3校 3課程 0 0 120 0 0

義肢装具士  1校 1課程 0 0 30 1 0

言語聴覚士 2校 2課程 0 0 80 1 1

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 5校 9課程 0 0 315 2 3

柔道整復師 4校 7課程 0 0 300 1 3

歯科衛生士 10校11課程 0 0 553 2 3

歯科技工士 3校 3課程 0 0 125 0 0

保健師 3校 3課程 0 0 110 0 0

助産師 2校 2課程 0 0 50 0 0

看護師 42校45課程 2 0 2,385 8 17

栄養士 10校10課程 0 0 795 4 4

理容師 8校15課程 0 1 565 5 7

美容師 14校27課程 0 1 1,930 8 19

製菓衛生師 5校11課程 2 0 680 3 2

食品衛生管理者・食品衛生監視員 6校 9課程 1 0 768 1 0

保育士 23校23課程 3 1 1,875 8 7

介護福祉士 24校33課程 9 1 1,656 3 5

社会福祉士  1校 2課程 1 0 640 0 0

社会福祉主事 14校16課程 0 3 910 3 2

精神保健福祉士   2校 3課程 1 0 280 1 0

計 204校259課程 20 7 15,297 56 87

※　管内養成施設及び課程数並びに入学定員は、平成20年3月31日現在の数値であり、平成20年度に指定承認をした件数は含まない。
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９ 介護保険事業所等の指導･監督

介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り住み慣れた地域で自立した

日常生活が営めるよう必要な介護サービスを総合的・一体的に提供するための制度で

。 、 、 、す 現在 道内では １７２の保険者(市町村(広域連合を含む))が制度運営に携わり

９，０５８の事業者によって２８，３９２のサービスが提供されています。北海道厚

生局では、市町村等への助言や介護事業所に対する実地指導を通して、介護保険制度

の持続性を確保しつつ、提供されるサービスの質の向上を図っています。

また、介護事業などを運営する社会福祉法人の設立認可や監督などの業務も併せて

担当しています。

(介護予防サービスを含んだ数です｡)※ 事業者等の数は、平成21年2月28日現在

（１）地方公共団体に対する助言・指導

、 、平成１８年４月に施行された改正介護保険法では 要介護状態となった場合でも

住み慣れた環境のもと 在宅や共同での充実した生活の実現を目的とする 地域密、 、「

着型サービス」が設けられました。市町村等が所管する地域密着型介護保険サービ

スは、１，０６５(介護予防を含めると２，０７０)に上っており、これらの事業所

の指定、指導・監督の業務についても、それぞれの事業所が所在する市町村等が担

当することとなりました。

北海道厚生局では、市町村を訪問し、指定、指導・監督の体制整備支援、標準的

な指導方針や具体的指導方法についての理解を得るための助言と指導を行っていま

す。

（２）介護保険サービス事業所への合同実地指導

介護保険制度をより充実したものとして持続させるためには、事業者(事業所)自

身が適正な運営を確立する遵法意識はもとより、利用者に対し提供されるサービス

の質を高めていくことも求められています。介護を受ける方の「人格」を尊重し、

その人に残された能力を活かし、自立した生活に近づくことができるよう支援して

いくためには 事業者の義務である(最低限の)基準等を遵守した上に構築される 介、 『

護の質』が重要です。

さらに、指定と指導・監督の権限を持つ市町村自らが事業者に対する指導の技量

を高め、市町村と事業者間の良好な信頼関係を醸成することも、事業者のサービス

の質を高めることと切り離すことができません。

北海道厚生局では、各市町村等の指導・監督担当者と合同で事業所への実地指導

を実施し、事業所の質の確認を行うとともに、指導担当者の技量向上を図っていま

す。

（福祉指導課）
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１０ 社会福祉施設等の整備への費用助成

地域福祉サービスの取組みを行っている児童福祉施設、障害者関連施設及び高齢者福

祉施設などの建築・改修等に要する費用の助成を、地方公共団体を通じて行っています。

平成２０年度において、助成した件数、金額は、１１８件約２５億円です。

○北海道家庭学校（児童自立支援施設）

児童福祉法の改正に伴う学校教育の導入を行うために、築後４８年経過した建物の改

修を行い、不足している教室の整備や学習環境の改善を図りました。

写真（正面玄関） 写真（教室）

○置戸町こどもセンターどんぐり（認定こども園）

過疎化、少子化の影響で個々の施設を維持することが困難になったことから、町内の就

学前児童のための施設を１カ所に集約することを目的として、認定こども園が設置されまし

た。

（以前の施設） 社会福祉法人立の保育所１カ所

学校法人立の幼稚園 １カ所 → 認定こども園

町立へき地保育所 ３カ所

写真（建物正面） 写真（遊戯室）
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○当別町共生型地域オープンサロン及び地域福祉ターミナル

ボランティア活動を希望する地域住民（高齢者）や大学生等の情報を整理し、活用する

とともにその場所を提供しています。

また、オープンサロンのスペースを活用して昼食を提供する事業の中には、商店街で

食堂経営者が参加する日を設定し、そこで障害者が就労していることから、障害者の就労

の可能性を実際に体験してもらうことができる状況になっています。

写真（建物側面） 写真（地元ボランティア・障害者の作業風景）

○北の峰学園 障害者支援施設（旧知的障害者更正施設）

入所者をできるだけ地域で暮らせるようにすることを前提として、定員を１４０人から１００

人にし、減員の４０人については、ケアホームを用意して地域での生活に移行させました。

写真（建物） 写真（トレーニングルーム）
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１１ 食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程の承認等

平成７年の食品衛生法の改正により、ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理を法的に位置づ
ハ サ ッ プ

けた「総合衛生管理製造過程の厚生労働大臣承認制度」が創設されました。

従来、食品の製造・加工の方法については、衛生上の観点から食品衛生法の規定に基

づき一律の基準で規制してきましたが、最近の製造・加工技術、衛生管理手法の高度化

にも対応して、個別の承認制度を設けたものです。この制度は、乳、乳製品、食肉製品

など政令で定める食品を製造・加工する施設ごとに、任意の申請に対して審査を行い、

厚生労働大臣が個別に承認するというもので、承認を受けた施設では食品衛生法に規定

する製造基準に制約されない製造方法による多様な食品の製造・加工が可能となりま

す。

この制度は、本来、営業者による自主管理を促すために創設されたものですが、その

承認施設において重大な食中毒事件が発生したこと等を踏まえ、平成１５年の食品衛生

法改正で、更新制（３年ごと）が導入されました。

北海道厚生局は、関係自治体の協力の下、道内の営業者の承認申請に係る審査事務や

承認施設の監視指導を実施しています。

道内の品目別承認施設数

乳 乳製品 食肉製品 魚肉練り 容器包装詰加圧 清涼飲料水 合 計
製品 加熱殺菌食品

19 23 6 2 4 3 57北海道

156 167 69 25 29 114 560全 国

（平成21年3月31日現在）

＜ＨＡＣＣＰとは？＞

食品製造における衛生管理の手法の一つで、最終製品の検査によりその製品の安

全性を保証するという考え方ではなく、食品の製造者が、原材料の受入から最終製

品にいたる一連の工程の各段階で発生する危害を分析し、その危害の発生を防止す

ることができるポイントを重要管理点として定め、重点的に管理することにより、

製造工程全般を通じて製品のより一層の安全性を確保するというものです。

ＨＡＣＣＰによる衛生管理手法については、国際的にもその有効性が評価されて

おり、各国で導入が推進されています。

ＨＡＣＣＰ：Hazard Analysis Critical Control Point 危害分析重要管理点

（食品衛生課）

14



１２ 輸出水産食品取扱施設の認定

我が国から欧州連合(ＥＵ)や米国に輸出される水産食品については、その加工施設等

がＥＵや米国の定める要件に適合していなければならないとされています。

このため、厚生労働省において水産食品の輸出に関する手続を定め、各都道府県等が

地域振興の観点から輸出を希望する施設の認定を行い、その認定に関する審査を各地方

厚生局が行うこととしています。

北海道厚生局では、道内の関係施設の認定に係る審査及び認定後の施設の監視を実施

しています。

対ＥＵ及び対米国輸出水産食品取扱施設数

北海道 全 国

対ＥＵ認定施設 ６施設 ２１施設

対米国認定施設 ３８施設 ８６施設

（平成21年3月31日現在）

＜北海道からＥＵへ冷凍ホタテ貝を輸出するためには…＞

北海道で養殖されたホタテ貝を道内で加工し、ＥＵへ輸出するためには、ホタテ

貝の養殖から加工に至る全ての段階において、施設設備、衛生管理等がＥＵの定め

る要件に適合していることが必要です。

○指定海域におけるホタテ貝の養殖

指定された生産海域でホタテ貝を養殖します。

○登録漁船による採補

あらかじめ登録された漁船でホタテ貝を採補します。漁船上では、定められた

衛生管理の基準を遵守します。水揚げも決められた場所で行います。

○認定加工施設への搬送

蓋付き容器に入れ、認定加工施設に搬送します。ホタテ貝の生産地等の履歴が

、 、 。確認できるよう 生産海域や採捕月日 搬送量等を記載した搬送票を添付します

○認定加工施設での加工処理

ＥＵが定める要件に適合していると認定された施設で加工処理を行います。認

定施設では、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を行うことが必要です。

○食品衛生監視員による監視

定期的に食品衛生監視員による監視を行います。

（食品衛生課）
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１３ 健康増進法に基づく食品の虚偽誇大広告等の監視指導

「健康増進法」において、食品として販売されるものについて広告や表示を行う場合

には、健康の保持を増進させる効果などに関して、著しく事実と異なる表示や著しく人

を誤認させるような表示を行ってはならないと規定されています。

、 、 、北海道厚生局では このような食品の虚偽誇大広告等について 都道府県等と連携し

監視指導等を行っています。

健康増進法において、著しく事実と異なる表示や著しく人を誤認させる表示が禁止さ

れている事項は、次のとおりです。

○健康の保持増進の効果

○含有する食品又は成分の量

○特定の食品又は成分を含有する旨

○熱量

○人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに

保つことに資する効果

健康増進法に基づく虚偽誇大広告等の監視指導の仕組み

（食品衛生課）

都道府県・保健所設置市・特別区

厚生労働本省

事業者（製造・販売等）消 費 者

相談

指導依頼

指導
・

勧告
・

命令

報告

照会
・

指導

指導
・

勧告
・

命令

苦情
・

相談

指導要請

報告 相談等

連携

公
正
取
引
委
員
会

相談

地方厚生局

苦情
・

相談

都道府県・保健所設置市・特別区

厚生労働本省

事業者（製造・販売等）消 費 者

相談

指導依頼

指導
・

勧告
・

命令

報告

照会
・

指導

指導
・

勧告
・

命令

苦情
・

相談

指導要請

報告 相談等

連携

公
正
取
引
委
員
会

相談

地方厚生局

苦情
・

相談
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１４ 麻薬取締

（１）捜査

麻薬取締部は、麻薬、大麻、覚せい剤等の薬物犯罪について、刑事訴訟法の司法

警察員として捜査を行っています。

平成２０年中には、大麻取締法違反等の容疑で１６名を検挙し、大麻や覚せい剤

等を押収しました。

（２）鑑定

麻薬取締部では、捜査とは独立した鑑定部門を設置し、押収した薬物の分析等を

行うとともに、税関など関係機関からの鑑定依頼も受けています。

（３）正規麻薬等の指導・監督

麻薬取締部は、麻薬元卸売業者免許及び麻薬譲渡許可等の許認可業務を行うとと

もに、医療機関に対する立入検査を実施して、麻薬等の不正流通や不適切な管理を

防ぐために必要な指導と監督を実施しています。

立入検査で悪質な違反を発見したときは、捜査に移行し、事件送致することもあ

ります。

（４）薬物中毒対策

「麻薬・覚せい剤」相談電話を設置して、麻薬や覚せい剤中毒者の家族等からの

電話相談に応じているほか、精神保健指定医と連携して乱用を繰り返さないための

アドバイス、医療施設への紹介、アフターケア等を実施しています。

（５）薬物乱用防止啓発

北海道、薬物乱用防止指導員、保健所、地域のボランティア団体等と協力して、

薬物乱用防止のための啓発に努めています。

、 、（ ） 、その一環として 北海道 財 麻薬・覚せい剤乱用防止センター等と協力して

毎年６月２６日の「国際麻薬乱用撲滅デー」に合わせた街頭キャンペーンを実施し

ており、平成２０年度は６月１４日に、札幌ドームにおいて、プロ野球の観戦に集

まった市民を対象に薬物乱用防止キャンペーンを実施しました。平成２１年度は、

６月２７日に札幌市内での開催を予定しています。

また、平成２０年１０月２９日、東北厚生局麻薬取締部等と共に、福島市におい

て高校生約３００名を含む市民を対象とした薬物乱用防止運動東北大会を開催し

て、薬物乱用の恐ろしさについて啓発活動を実施しました。
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さらに、平成２０年度中には道内の中・

高等学校等計１１校に麻薬取締官ＯＢ及び

現職麻薬取締官を派遣し、計約３，６００

名の生徒・学生を対象に薬物乱用の恐ろし

さについて講演しています。

札幌市内での高校生への講演風景）（

（麻薬取締部）
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Ⅱ 資料・統計

１ 沿 革

平成１３年 １月 ６日

中央省庁等改革により厚生省と労働省が統合され厚生労働省が発足した際 旧北、

海道地方医務局と旧北海道地区麻薬取締官事務所に 本省及び地方社会保険事務、

局からの移管事務を加え、北海道厚生局として発足

平成１５年 ４月 １日

組織改正により病院管理部が廃止(病院管理部門設置)され、健康福祉部新設

平成１６年 ３月３１日

国立病院等の独立行政法人化に伴い、病院管理部門廃止

平成１６年 ４月 １日

、 、健康福祉部保健福祉課の廃止 健康課・福祉課・医事課・食品衛生課の新設

麻薬取締部調査室の調査総務課への昇格

平成２０年 ４月 １日

組織細則の改正により、企画調整課を新設

平成２０年１０月 １日

組織再編により 北海道社会保険事務局保険医療機関等に対する指導監査事務が、

移管され 指導部門に管理課・医療指導課・福祉指導課を設置 健康福祉部の健、 、

康課・福祉課・社会保険課を廃止 健康福祉課・指導養成課・保険年金課を新設、
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　 　　２　組　　織

平成21年4月1日

調査総務課

捜　査　課

情　報　官

医　事　課

食品衛生課

保険年金課

企画調整課

健康福祉部長

北海道厚生局

局       長

総　務　課

鑑　定　官

管理課

医療指導課

福祉指導課

麻薬取締部長

指導管理官（指導部門）

総務管理官

健康福祉課

指導養成課
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３　所在地

（１）総務課、企画調整課、健康福祉部
住　所 〒060-0808　札幌市北区北８条西２丁目１番１号

札幌第１合同庁舎８階
電　話 ０１１－７０９－２３１１
ＦＡＸ ０１１－７０９－２７０４

（２）指導部門（管理課、医療指導課、福祉指導課、企画調整課）
住　所 〒060-0807　札幌市北区北７条西２丁目１５番１号

野村不動産札幌ビル２階
電　話 ０１１－７９６－５１５５
ＦＡＸ ０１１－７９６－５１３３

（３）麻薬取締部
住　所 〒060-0808　札幌市北区北８条西２丁目１番１号

札幌第１合同庁舎３階
電　話 ０１１－７２６－３１３１

０１１－７２６－１０００（麻薬・覚せい剤相談電話）
ＦＡＸ ０１１－７０９－８０６３ 

野村不動産札幌ビル

21



４　管内状況
（１）管内市町村の状況 （平成21年3月31日現在）

北海道の市町村数  180市町村 （35市130町15村）

　指定都市 札幌市

　中核市 旭川市、函館市

　保健所政令市 小樽市

（２）管内人口 (平成21年3月31日現在）

人　　口 5,600,705人 (日本全体の約4.4%)

65歳以上人口 1,247,534人

高齢化率 22.3％

札幌市(再掲）

人　　口 1,874,410人

65歳以上人口   339,801人

高齢化率 18.1％

（３）管内面積

83,455ｋ㎡（北方領土5,036ｋ㎡を含む。国土の22.9％）

(参考）

北海道　＞　(東北6県＋新潟県＋富山県) = 81,738k㎡

北海道  ＞　(九州7県＋四国4県＋広島県＋山口県＋島根県) = 82,251ｋ㎡

（４）管内の主な関係法人、団体等の状況

①医療法人数 2,386法人 （平成21年3月31日現在）

うち厚生労働大臣所管法人数 　5法人

②社会福祉法人数 834法人 （平成20年3月31日現在）

うち厚生労働大臣所管法人数 4法人

③社会福祉施設数 4,418カ所 （平成19年10月1日現在）

（５）医師・歯科医師臨床研修病院等の状況

  単独／管理型臨床研修病院（施設）

※ 単独型臨床研修病院：単独で臨床研修を行う病院

管理型臨床研修病院：他の病院と共同して臨床研修を行い、それらを管理する病院

協力型臨床研修病院：他の病院と共同して臨床研修を行う病院

70

歯　科

4

8

－

1

13

臨  床  病  院  区  分

 単独型臨床研修病院（施設）

 管理型臨床研修病院（施設）

 大学病院

合　    計

医　科

3

7

60

－
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（６）臨床研修修了医籍・歯科医籍登録者等の状況

（７）特定機能病院の状況 3病院

①北海道大学病院 （札幌市）

②札幌医科大学附属病院 （札幌市）

③旭川医科大学病院 （旭川市）

（８）医療観察業務の状況 (平成20年度業務実績）

①精神保健判定医及び精神保健参与員候補者名簿の取りまとめ

②指定通院医療機関の指定

③指定入院医療機関の選定（移送）

④指定通院医療機関の選定

⑤診療報酬の審査及び支払

（９）医薬品製造所の状況 6施設

①旭川赤十字血液センター （旭川市）

②釧路赤十字血液センター （釧路市）

③日本赤十字社血漿分画センター （千歳市）

④北海道赤十字血液センター （札幌市）

⑤日本メジフィジックス株式会社札幌ラボ （札幌市）

⑥株式会社日本バイファ千歳工場 （千歳市）

（１０）毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録製造（輸入）業者の状況　　　10カ所

①製造業

ア 北海道曹達株式会社幌別工場 （登別市）

イ 美瑛白土工業株式会社 （美瑛町）

ウ 野村興産株式会社イトムカ鉱業所 （留辺蘂町）

エ 北海道曹達株式会社苫小牧工場 （苫小牧市）

オ 北海道電力株式会社原子力部　 （札幌市）

カ 新日本石油精製株式会社室蘭精油所 （室蘭市）

②輸入業

ア 株式会社フロンティア・サイエンス （石狩市）

イ 北海道電力株式会社原子力部　 （札幌市）

ウ 北海道システム・サイエンス株式会社 （札幌市）

エ 北海道和光純薬株式会社配送センター （札幌市）

　臨床研修修了医籍・歯科医籍登録者

　研修プログラム変更

　臨床研修病院実地指導調査

2件

2件

2件

　臨床研修病院指定件数

    単独型、管理型臨床研修病院の指定（新規指定）

    協力型臨床研修病院等の病院群の構成変更

4件

5件

26件

医　科

281名

－

歯　科

111名

－

2件

237件

91件

6件

17件
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（１１）健康保険組合の状況 14組合

(平成20年度業務実績　単位：件）

（１２）国民健康保険組合の状況 4組合

①北海道医師国民健康保険組合 （札幌市）

②北海道歯科医師国民健康保険組合 （札幌市）

③北海道薬剤師国民健康保険組合 （札幌市）

④北海道建設国民健康保険組合 （札幌市）

（１３）厚生年金基金の状況 9基金

(平成20年度業務実績　単位：件）

（１４）確定給付企業年金の状況 規約型：119基金　　基金型：5基金

(平成20年度業務実績　単位：件）

（１５）確定拠出年金の状況 78事業所

(平成20年度業務実績　単位：件）

（１６）国民年金基金の状況 1基金

(平成20年度業務実績　単位：件）

（１７）介護保険者の状況 172保険者

（１８）介護サービス事業者の状況数 9,077カ所

(平成20年度業務実績　単位：件）

新規承認 終了承認 変更承認 変更届出

7 2 15

老人保健施設 療養医療施設

285 159 149

1

大臣あて届出等

7

52 1 20 106

指導監査 規約改正等認可 大臣あて届出等

6 24 182

指導監査 規約改正等認可 規約改正等届出 大臣あて届出等

4

指導監査

53 59 70

規約改正等届出

84

新規承認 終了承認 変更承認 届出・報告

老人福祉施設

93

規約改正等承認

5
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（１９）民生委員・児童委員の委嘱・解嘱及び主任児童委員の指名並び表彰等の状況

(平成20年度業務実績　単位：人）

主任児童委員指名数

（参考）道市別の定数(人）

（２０）精神保健指定医の指定等の状況 指定医640人　(平成21年3月末現在) 

(平成20年度業務実績　単位：件）

（２１）新登録結核患者の状況（平成18年末結核発生動向調査）

北海道　933人（全国の3.5％　　全国　26,384人）

（２２）被爆者数、手当交付金支給者数の状況（平成18年度末現在）

①被爆者数　　 北海道　501人（国の0.2％　　全国　251,834人）

②手当交付金支給者数 北海道　442人（全国の0.2％　全国　229,941人）

（２３）食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認施設の状況

（平成21年3月31日現在）

（２４）対ＥＵ及び対米国輸出水産食品取扱認定施設の状況

①対ＥＵ輸出水産食品取扱認定施設

②対米国輸出水産食品取扱認定施設

（２５）食品衛生法に基づく登録検査機関数 3施設

①財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター（札幌市）

②財団法人日本冷凍検査協会札幌検査所 （札幌市）

③財団法人日本分析センター千歳研究所 （千歳市）

90

施設数

件　数 28

23

35

6

16

容器包装詰
加圧加熱殺菌

食品
清涼飲料水 計

19 2 4 3 57

主任児童委員

3 5 3

民生委員・児童委員
解嘱数

表彰等授与数

304 34

6施設

38施設

新規申請等受理件数

15

乳 乳製品 食肉製品  魚肉練り製品

121 5

331 136

民生委員・児童委員
委嘱数

北海道

札幌市

旭川市

函館市 58

691

652

756

198

６６

指定医証発行件数 指定医証再発行件数

民生委員・児童委員

7,728

2,602
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５　所管医療法人一覧

医療法人名 事務所所在地 種別
出資
持分

開設者
の資格

認可日 事務所の区域

１ 医療法人社団　萌生会 旭川市神居2条18丁目16-16 社団 有 医師 H6.7.13
北海道旭川市
埼玉県鴻巣市

２ 医療法人社団　恵仁会 白糖郡白糖町東1条南1丁目2-34 社団 有 歯科医師 H17.10.14

 北海道白糠郡白糠町
 北海道釧路市
 北海道帯広市
 沖縄県豊見城市
 北海道苫小牧市
 沖縄県島尻郡南風町
 沖縄県中頭郡中城村
 北海道札幌市

３ 医療法人社団　優美会 札幌市中央区南1条西2丁目5 社団 有 医師 H18.12.13
北海道札幌市
静岡県静岡市

４ 医療法人社団　天祐会 札幌市東区北16条東16丁目1-13 社団 有 医師 H19.12.10
   北海道札幌市
   東京都世田谷区

５ 医療法人社団　共生会 川上郡弟子屈町川湯温泉4丁目1-1 社団 有 医師 H20.1.9
北海道川上郡弟子屈町
埼玉県さいたま市

（平成21年3月31日現在）
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６  保険医療機関及び保険医の状況
（１）保険医療機関及び保険薬局の指定等の状況 （平成21年3月31日現在）

年　　度

件 件 件 件 件 件 件 件 件

平成15年度 493 573 2,952 315 321 2,584 244 205 1,776

平成16年度 1,056 1,071 2,937 1,022 1,003 2,603 635 608 1,803

平成17年度 1,143 1,162 2,918 937 916 2,624 665 659 1,809

平成18年度 678 208 3,388 665 124 3,165 434 116 2,127

平成19年度 345 323 3,410 261 251 3,175 306 269 2,164

平成20年度 295 328 3,377 221 235 3,161 245 218 2,191

（２）保険医及び保険薬剤師の登録の状況 （平成21年3月31日現在）

年　　度

名 名 名 名 名 名 名 名 名

平成15年度 576 359 14,492 150 103 5,311 414 126 7,689

平成16年度 631 319 14,804 137 91 5,357 442 138 7,993

平成17年度 661 697 14,768 185 176 5,366 464 286 8,171

平成18年度 612 394 14,986 199 112 5,453 497 137 8,531

平成19年度 577 377 15,186 192 140 5,505 423 151 8,803

平成20年度 577 364 15,399 183 105 5,583 448 141 9,110

７  基本診療料・入院時食事療養等の届出状況
（１）入院基本料（病院）の届出状況 （平成20年7月1日現在）

（２）入院基本料（診療所）の届出状況 （平成20年7月1日現在）

（３）入院時食事療養等の届出状況 （平成20年7月1日現在）

（４）入院基本料加算の届出状況 （平成20年7月1日現在）

件　数 496 65

区　分 入院基本料 療養病床入院基本料

指　　定 廃　　止
年度末

保　　　　　　　　　　　　　険　　　　　　　　　　　　　医
保　　険　　薬　　剤　　師

医　　　　　　　　　師 歯　　科　　医　　師

現　在
指　　定 廃　　止

年度末
指　　定 廃　　止

年度末
現　在現　在

登　　録 抹　　消
年度末

登　　録 抹　　消
年度末

現　在 現　在
登　　録 抹　　消

年度末
現　在

保　　　　険　　　　医　　　　療　　　　機　　　　関
保　　　険　　　薬　　　局

医　　　　　　　　　科 歯　　　　　　　　　科

区　分 一般病棟 療養病棟 結核病棟 精神病棟 特定機能 障害者施設等 専門病院

7 91 2件　数 371 264 13 93

区　分

入院時食事療養(Ⅱ） 合　　計

577 20 597

区　分

病　院

130 176 64

入院時医学管理 診療録管理
重症者等療

養環境
療養環境

療養病棟療
養環境

診療所療養環境

件　数 4 185 189

446 556診療所

入院時食事療養(Ⅰ）

110
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８  保険医療機関等の調査・指導実施の状況（平成２０年度）

区　　　　　　分

医　　　　　　科 51 件 件 件

（２）個別指導

区　　　　　　分

医　　　　　　科 4 (0) 件 (11)件 （11）件 84 名

歯　　　　　　科 0 (0) （0） （0） 19

薬　　　　　　局 （0） 136

（３）集団指導

区　　　　　　分

医　　　　　　科 3 件 件 件 312 名

歯　　　　　　科 1 117

薬　　　　　　局 333

（４）監　　査

区　　　　　　分

医　　　　　　科 1 件 件 件 5 名

歯　　　　　　科 0 3

（５）不正不当金額　（平成２０年度中確定した金額）

区　　　　　　分

医　　　　　　科 円 円 円

歯　　　　　　科

薬　　　　　　局

計

（６）行政措置

区　　　　　　分

機　　　　　　関 件 件 件

保　 　険　 　医 名 名 名

3

4

0

0

0

3

970,373,469

15,517,512

62,908,879

1,048,799,860

注　　　　　　意

30

92

98

15,517,512

病　　　　　院

2

診　　療　　所

取　　　　　　消 戒　　　　　　告

監査によるもの指導によるもの

61,797,874

1,036,268,530

11,420,325

0

1,111,005

958,953,144

12,531,330

病　　　　　院 計

病　　　　　院 計

診　　療　　所

13

34

診　　療　　所

1 52

保　険　医　等

保　険　医　等

※（　）の数字は新規個別指導件数の再掲　

34

13

計

診　　療　　所

6

計

6

3

103

91

100

保　険　医　等

（１）施設基準適時調査

計病　　　　　院
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９　道内国立医療機関（診療所を除く）一覧
（平成21年3月31日現在）

一般 療養 結核 精神 感染 総数

1 北海道大学病院 国立大学法人 札幌市北区北14条西5丁目 874 － － 72 － 946 札幌市

2
独立行政法人国立病院機構
北海道がんセンター

独立行政法人
国立病院機構

札幌市白石区菊水4条2丁目3-54 520 － － 30 － 550 札幌市

3 自衛隊札幌病院 防衛省 札幌市豊平区平岸1条12丁目1-32 270 － － 30 － 300 札幌市

4
独立行政法人国立病院機構
札幌南病院

独立行政法人
国立病院機構

札幌市南区白川1814 259 － 159 － － 418 札幌市

5
独立行政法人国立病院機構
西札幌病院

独立行政法人
国立病院機構

札幌市西区山の手5条7丁目1-1 452 － － － － 452 札幌市

6
独立行政法人国立病院機構
函館病院

独立行政法人
国立病院機構

函館市川原町18-16 300 － 10 － － 310 函館市

7
独立行政法人労働者健康福祉機構
北海道中央労災病院

独立行政法人
労働者健康福祉機構

岩見沢市4条東16丁目5 300 － 12 － － 312 岩見沢

8
独立行政法人労働者健康福祉機構
北海道中央労災病院せき損センター

独立行政法人
労働者健康福祉機構

美唄市東4条南1丁目3-1 300 － － － － 300 美唄

9
独立行政法人国立病院機構
道北病院

独立行政法人
国立病院機構

旭川市花咲町7-4048 290 － 50 － － 340 旭川市

10 旭川医科大学病院 国立大学法人 旭川市緑が丘東2条1-1-1 569 － － 33 － 602 旭川市

11
独立行政法人国立病院機構
八雲病院

独立行政法人
国立病院機構

二海郡八雲町宮園町128-1 120 120 － － － 240 八雲

12
独立行政法人国立病院機構
帯広病院

独立行政法人
国立病院機構

帯広市西18条北2丁目16 220 － 50 100 － 370 帯広

13
独立行政法人労働者健康福祉機構
釧路労災病院

独立行政法人
労働者健康福祉機構

釧路市中園町13-23 500 － － － － 500 釧路

病　床　区　分
施　設　名 開　設　者 所　在　地

管　轄
保健所
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１０　医師数

211,797 － 171.3 － 9,301 － 164.8 －

230,519 108.8 184.4 13.1 10,249 110.2 180.5 15.7

248,611 107.8 196.6 12.2 10,990 107.2 192.8 12.3

255,792 102.9 201.5 4.9 11,540 105.0 203.1 10.3

262,687 102.7 206.1 4.6 11,898 103.1 209.8 6.7

270,371 102.9 211.7 5.6 12,201 102.5 216.2 6.4

277,927 102.8 217.5 5.8 12,307 100.9 219.7 3.5

※　各年12月31日現在の厚生労働省による報告数。

１１　北海道の産科医師及び小児科医師の推移

単位（人）

項目 平成２年 平成６年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年

医師数 466 453 479 457 455 422 381

対前年比 － ▲ 13 26 ▲ 22 ▲ 2 ▲ 33 ▲ 41

医師数 1,509 1,442 1,377 1,322 1,278 1,190 1,117

対前年比 － ▲ 67 ▲ 65 ▲ 55 ▲ 44 ▲ 88 ▲ 73

※　各年12月31日現在の厚生労働省による報告数。

１２　医師又は歯科医師の行政処分に対する再教育研修状況

単位（人）

① 11 0

② 52 2

③ 18 4

④ 7 0 0 *1

⑤ 7 0 0 0

⑥ 9 1 0 0

104 7 0 1

※　「北海道分再教育修了」の「＊」印の数は、平成19年度の処分者１人が修了。

全 国

対前年率
（％）

人口10万対
（人）

北海道分
再教育

北海道分
再教育修了

対前年差
（人）

対前年率
（％）

人口10万対
（人）

医師数
（人）

北 海 道

団体研修・個別研修80H

団体研修・個別研修120H

団体研修・個別研修120H

再 教 育 研 修 内 容

団体研修

団体研修・論文１本

団体研修・論文２本

合 計

業務停止６月～１年未満

業務停止１年～２年未満

業務停止２年以上

免許取消

戒告

業務停止６月未満

処 分 内 容

平成14年

平成16年

平成２年

平成６年

平成10年

平成12年

平成18年

産婦人科

小児科

診療科

北海道

　　 年

 区分　　

対前年差
（人）

医師数
（人）

全国
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１３　医師臨床研修病院一覧（７０病院）　

（１）大学病院（３病院）      　      　　（平成21年3月31日現在）

病　　　　　院　　　　　名 募集定員

北海道大学病院 80

札幌医科大学医学部附属病院 70

旭川医科大学病院 40

（２）単独型病院（７病院）　　　　　       （平成21年3月31日現在）

病　　　　　院　　　　　名 募集定員

砂川市立病院 6

岩見沢市立総合病院 5

滝川市立病院 3

総合病院伊達赤十字病院 2

市立千歳市民病院 2

深川市立病院 2

八雲総合病院 3

（３）管理型病院（６０病院）　　　      　 （平成21年3月31日現在）

病　　　　　院　　　　　名 募集定員

市立函館病院 9

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 6

市立札幌病院 12

JA北海道厚生連 札幌厚生病院 6

勤医協中央病院 15

社団法人全国社会保険協会連合会 札幌社会保険総合病院 6

手稲渓仁会病院 22

医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 6

医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 7

ＫＫＲ札幌医療センター 6

NTT東日本札幌病院 6

日鋼記念病院 12

市立室蘭総合病院 3

市立旭川病院 5

JA北海道厚生連 旭川厚生病院 7

JA北海道厚生連 帯広厚生病院 9

独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災病院 4

名寄市立総合病院 4

医療法人王子総合病院 4

特定医療法人北楡会 札幌北楡病院 4

社団法人全国社会保険協会連合会 北海道社会保険病院 4
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病　　　　　院　　　　　名 募集定員

社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 6

北海道立江差病院 2

江別市立病院 3

北斗病院 4

市立三笠総合病院 2

苫小牧市立総合病院 3

北海道社会事業協会 帯広病院 2

総合病院北見赤十字病院 12

市立釧路総合病院 6

留萌市立病院 3

北海道立紋別病院 2

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 6

新日鐵室蘭総合病院 8

医療法人母恋 天使病院 5

市立芦別病院 2

独立行政法人労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院 4

独立行政法人国立病院機構 函館病院 2

市立赤平総合病院 2

北海道社会事業協会 小樽病院 2

医療法人静仁会 静仁会静内病院 2

医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 2

医療法人恵佑会 札幌病院 3

総合病院釧路赤十字病院 4

財団法人北海道医療団 帯広第一病院 3

ＫＫＲ札幌医療センター 斗南病院 8

社会福祉法人函館共愛会 共愛会病院 4

旭川赤十字病院 7

独立行政法人国立病院機構 道北病院 4

市立稚内病院 2

JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 3

独立行政法人国立病院機構 西札幌病院 2

士別市立病院 2

JA北海道厚生連 網走厚生病院 2

社会福祉法人北海道社会事業協会 富良野病院 2

医療法人北晨会 恵み野病院 3

市立小樽病院 2

医療法人渓和会 江別病院 2

JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 2

道北勤医協一条通病院 2
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１４　歯科医師臨床研修施設一覧（13施設）　

（１）大学病院（４施設） （平成21年3月31日現在）

施　　　　　設　　　　　名 募集定員

　　　   北海道大学病院 70

　　　   旭川医科大学病院 4

札幌医科大学医学部附属病院 5

　　　   北海道医療大学病院 42

（２）単独型臨床研修施設（８施設） （平成21年3月31日現在）

施　　　　　設　　　　　名 募集定員

　　　　 市立札幌病院 1

　　　　 旭川赤十字病院 1

北海道社会事業協会函館病院 2

　　　　 医療法人恵佑会札幌病院 2

         日鋼記念病院 1

         日之出歯科診療所 4

         日之出歯科真駒内診療所 4

         函館五稜郭病院 1

（３）単独型／管理型臨床研修施設（１施設） （平成21年3月31日現在）

施　　　　　設　　　　　名 募集定員

北海道医療大学歯科内科クリニック 74
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１５　救急救命士養成所（３校３課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 札幌市消防局救急救命士養成所 － 札幌市 札幌市西区八軒10条西13丁目3-1 昼間 ６月 40 H5.4.1

2 吉田学園医療歯科専門学校 救急救命学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁目11-1 昼間 ３年 100 H19.4.1

3 北海道ハイテクノロジー専門学校 救急救命士学科 (学)産業技術学園 恵庭市恵み野北2丁目12-1 昼間 ３年 100 H4.4.1

１６　診療放射線技師養成所（２校２課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 北海道医薬専門学校 診療放射線学科 (学)美専学園 札幌市北区北23条西10丁目 昼間 ３年 40 H15.4.1

2 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 診療放射線学科 (学)つしま記念学園 札幌市清田区真栄434-1 昼間 ４年 50 H16.4.1

１７　臨床検査技師養成所（３校３課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 北海道立衛生学院 臨床検査学科 北海道 札幌市中央区南2条西15丁目 昼間 ３年 20 S46.4.1

2 札幌医学技術福祉専門学校 臨床検査技師科 (学)西野学園 札幌市西区西野4条6丁目11-22 昼間 ３年 40 S57.4.1

3 北海道医学技術専門学校 － (学)緑蔭会 旭川市緑が丘東3条1丁目1-6 昼間 ３年 40 S58.4.1

１８　理学療法士養成施設（７校８課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 専門学校北海道リハビリテーション大学校 理学療法学科 (学)吉田学園 札幌市東区中沼西4条2-1-15 昼間 ４年 40 H8.4.1

2 札幌リハビリテーション専門学校 理学療法士科 (学)西野学園 札幌市中央区北4条西19-1-3 昼間 ４年 40 H13.4.1

昼間 ３年 40

夜間 ３年 40

4 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 理学療法士学科 (学)つしま記念学園 恵庭市恵み野西6丁目17-3 昼間 ４年 40 H7.4.1

5 北海道千歳リハビリテーション学院 理学療法学科 (学)淳心学園 千歳市里美2丁目10 昼間 ３年 80 H7.4.1

6 北都保健福祉専門学校 理学療法学科 (学)稲積学園 旭川市緑が丘東1条2-1-28 昼間 ４年 40 H7.4.1

7 札幌医学技術福祉専門学校 理学療法士科 (学)西野学園
札幌市中央区南5条西11丁目
1289-5

昼間 ４年 40 H21.3.5

札幌医療福祉デジタル専門学校 理学療法学科 (学)都築教育学園3 札幌市北区北6条西1丁目3-1 H20.4.1

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）
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１９　作業療法士養成施設（６校７課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 専門学校北海道リハビリテーション大学校 作業療法学科 (学)吉田学園 札幌市東区中沼西4条2-1-15 昼間 ４年 40 H8.4.1

2 札幌リハビリテーション専門学校 作業療法士科 (学)西野学園 札幌市中央区北4条西19-1-3 昼間 ４年 40 H13.4.1

昼間 ３年 40

夜間 ３年 40

4 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 作業療法士学科 (学)つしま記念学園 恵庭市恵み野西6丁目17-3 昼間 ４年 40 H7.4.1

5 北海道千歳リハビリテーション学院 作業療法学科 (学)淳心学園 千歳市里美2丁目10 昼間 ３年 60 H10.4.1

6 北都保健福祉専門学校 作業療法学科 (学)稲積学園 旭川市緑が丘東1条2-1-28 昼間 ４年 30 H8.4.1

２０　視能訓練士養成所（２校２課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 吉田学園医療歯科専門学校 視能訓練学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁目11-1 昼間 ３年 50 H19.4.1

2 北海道ハイテクノロジー専門学校 視能訓練士学科 (学)産業技術学園 恵庭市恵み野北2丁目12-1 昼間 ３年 40 H3.3.19

２１　臨床工学技士養成所（３校３課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 札幌医療科学専門学校 臨床工学技士科 (学)西野学園 札幌市中央区南4条西11丁目1290-2 昼間 ３年 40 H元.4.1

2 吉田学園医療歯科専門学校 臨床工学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁目11-1 昼間 ３年 40 H19.4.1

3 北海道ハイテクノロジー専門学校 臨床工学技士学科 (学)産業技術学園 恵庭市恵み野北2丁目12-1 昼間 ３年 40 H10.4.1

２２　義肢装具士養成所（１校１課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 北海道ハイテクノロジー専門学校 義肢装具士学科 (学)産業技術学園 恵庭市恵み野北3丁目1-14 昼間 ３年 30 H18.4.1

3 札幌医療福祉デジタル専門学校 作業療法学科 (学)都築教育学園

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）

札幌市北区北6条西1丁目3-1 H20.4.1

（平成21年３月31日現在）
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２３　言語聴覚士養成所（２校２課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 札幌医療科学専門学校 言語聴覚士科 (学)西野学園 札幌市中央区南4条西11丁目1290-2 昼間 ３年 40 H10.10.22

2 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 言語聴覚士学科 (学)つしま記念学園 恵庭市恵み野西6丁目17-3 昼間 ４年 40 H18.4.1

２４　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設（５校９課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

昼間
中卒

５年 15

昼間
高卒

３年 30

昼間 ３年 30 H13.10.1

夜間 ３年 30 S49.10.1

昼間 ３年 60 H13.4.1

夜間 ３年 30 H16.4.1

昼間 ３年 60 H14.4.1

夜間 ３年 30 H15.4.1

5 日本工学院北海道専門学校 しん灸科 (学)片柳学園 登別市札内町184-3 昼間 ３年 30 H14.4.1

２５　柔道整復師養成施設（４校７課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

昼間 ３年 30

夜間 ３年 30

昼間 ３年 60 H18.4.1

夜間 ３年 60 H16.4.1

昼間 ３年 60 H14.4.1

夜間 ３年 30 H15.4.1

4 日本工学院北海道専門学校 柔道整復科 (学)片柳学園 登別市札内町184-3 昼間 ３年 30 H14.4.1

3

4

1

2

北海道柔道整復師会
附属北海道柔道整復専門学校

札幌青葉鍼灸柔整専門学校

1

2

3

厚生労働省 函館市湯川町1丁目35-20 S39.4.1

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）

札幌市中央区南3条東4丁目1-24

国立函館視力障害センター

札幌市西区山の手2条6丁目北海道鍼灸専門学校 鍼灸科 (学)北海道鍼灸専門学校

札幌青葉鍼灸柔整専門学校 鍼灸科 (学)札幌青葉学園

－

北海道ハイテクノロジー専門学校 鍼灸学科 (学)産業技術学園 恵庭市恵み野北2丁目12-1

札幌市中央区大通西18丁目1-15 S32.8.1

札幌市中央区南3条東4丁目1-24

恵庭市恵み野北2丁目12-1

（平成21年３月31日現在）

(学)産業技術学園北海道ハイテクノロジー専門学校 柔道整復師学科

(社)北海道柔道整復師会

柔道整復科 (学)札幌青葉学園

－
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２６　歯科衛生士養成所（１０校１１課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 北海道立衛生学院 歯科衛生学科 北海道 札幌市中央区南2条西15丁目 昼間 ２年 30 S36.8.1

2 札幌歯科学院専門学校 歯科衛生士科 (社)札幌歯科医師会 札幌市中央区南7条西10丁目1034 昼間 ２年 70 S41.11.7

3 池見札幌歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科 (学)池見札幌学園 札幌市南区藤野１条10丁目 3－25 昼間 ２年 80 S60.3.30

4 札幌医療科学専門学校 歯科衛生士科 (学)西野学園 札幌市中央区南4条西11丁目1290-2 昼間 ３年 50 H15.3.26

5 吉田学園医療歯科専門学校 歯科衛生学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁目11-1 昼間 ３年 50 H19.4.1

昼間 ３年 50

夜間 ３年 50

7 小樽歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科 (社)小樽市歯科医師会 小樽市稲穂2丁目1－14 昼間 ２年 33 S42.3.10

8 北海道ハイテクノロジー専門学校 歯科衛生士学科 (学)産業技術学園 恵庭市恵み野北2丁目12-1 昼間 ３年 40 H10.3.27

9 旭川歯科学院専門学校 歯科衛生士科 (社)旭川歯科医師会 旭川市神居2条12丁目2－16 昼間 ３年 50 S39.4.1

10 函館医療保育専門学校 歯科衛生士科 (学)野又学園 函館市柏木町1-60 昼間 ２年 50 S55.2.16

２７　歯科技工士養成所（３校３課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 札幌歯科学院専門学校 歯科技工士科 (社)札幌歯科医師会 札幌市中央区南7条西10丁目1034 昼間 ２年 30 S46.11.29

2 吉田学園医療歯科専門学校 歯科技工学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁11-1 昼間 ３年 35 H19.4.1

3 北海道歯科技術専門学校 歯科技工士科 (学)歯誠学園 北広島市中央3丁目4-1 昼間 ２年 60 S53.4.1

２８　看護師関係養成所

（１）保健師養成所（３校３課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 北海道立旭川高等看護学院 地域看護学科 北海道 旭川市緑が丘東3条1-1-2 昼間 １年 30 S62.2.13

2 北海道立衛生学院 地域看護学科 北海道 札幌市中央区南2条西15丁目 昼間 １年 40 S27.9.18

3 専門学校北海道保健看護大学校 保健看護学科 (学)吉田学園 札幌市東区中沼西4条2丁目117-651 昼間 ４年 40 H14.4.1

6 H19.4.1札幌市中央区大通西19丁目1-6

（平成21年３月31日現在）

北海道歯科衛生士専門学校 歯科衛生士学科 (学)札幌青葉学園

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）
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（２）助産師養成所（２校２課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 北海道立旭川高等看護学院 助産学科 北海道 旭川市緑が丘東3条1-1-2 昼間 １年 20 S57.12.24

2 北海道立衛生学院 助産学科 北海道 札幌市中央区南2条西15丁目 昼間 １年 30 S27.9.18

（３）看護師養成所（４３校４７課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 専門学校北海道保健看護大学校 保健看護学科 (学)吉田学園 札幌市東区中沼西4条2丁目117-651 昼間 ４年 40 H14.4.1

2 専門学校日本福祉看護学院 看護学科 (学)つしま記念学園 札幌市清田区真栄434-1 昼間 ４年 50 H7.12.28

3 西札幌病院附属札幌看護学校 － 独立行政法人国立病院機構 札幌市西区山の手4条6丁目2 昼間 ３年 80 S27.4.1

4 勤医協札幌看護専門学校 看護学科 (社)北海道勤労者医療協会 札幌市東区伏古11条1丁目1-15 昼間 ３年 60 S54.3.1

5 北海道ハイテクノロジー専門学校 看護学科 (学)産業技術学園 恵庭市恵み野北2丁目12-1 昼間 ３年 40 H4.4.1

昼間 ２年 40 S37.1.22

通信制 ２年 250 H18.4.1

7 札幌市医師会看護専門学校 看護師科 (社)札幌市医師会 札幌市中央区大通西19丁目
夜間
定時制

３年 80 S47.4.1

8 琴似看護専門学校 － (医社)靜和会 札幌市西区琴似1条5丁目2-25
夜間
定時制

３年 30 S43.1.20

9 中村記念病院附属看護学校 － (医)医仁会 札幌市南区石山2条9丁目7-1 昼間 ２年 70 S62.2.13

10 札幌医療科学専門学校
看護科

（通信制）
(学)西野学園 札幌市西区西野2条2丁目8-15 通信制 ２年 250 H17.4.1

11 市立小樽病院高等看護学院 － 小樽市 小樽市東雲町9番12号 昼間 ３年 30 S27.3.20

12 小樽看護専門学校 － (学)共育の森学園 小樽市入船4丁目9番1号
夜間
定時制

３年 50 S40.9.24

13 岩見沢市立高等看護学院 － 岩見沢市 岩見沢市8条西9丁目34 昼間 ３年 40 S51.4.1

14 砂川市立病院附属看護専門学校 － 砂川市 砂川市西4条北1丁目1-5 昼間 ３年 35 H3.4.1

15 滝川市立高等看護学院 － 滝川市 滝川市新町2丁目8-10 昼間 ３年 25 S44.4.1

16 深川市立高等看護学院 － 深川市 深川市5条6-2 昼間 ３年 20 S46.4.1

看護第一科 昼間 ３年 40 H20.12.25

看護第二科 昼間 ２年 40 H9.4.1

18 日鋼記念看護学校 看護学科 (医社)カレスアライアンス 室蘭市新富町１丁目5-13 昼間 ３年 70 S63.4.1

19 市立室蘭看護専門学院 － 室蘭市 室蘭市東町4丁目20-6 昼間 ３年 50 S43.4.1

20 伊達赤十字看護専門学校 － 日本赤十字社 伊達市末永町81-12 昼間 ３年 30 S19.4.1

6 北海道立衛生学院 看護学科 北海道

（平成21年３月31日現在）

札幌市中央区南2条西15丁目

（平成21年３月31日現在）

駒沢看護保育福祉専門学校 (学)駒沢岩見沢学園 岩見沢市9条西3丁目1-1517
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名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

21 王子総合病院附属看護専門学校 － (医)王子総合病院 苫小牧市表町4丁目2-51 昼間 ３年 40 H2.4.1

22 浦河赤十字看護専門学校 － 日本赤十字社 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目3-39 昼間 ３年 30 H2.4.1

看護第２科
昼間
定時制

３年 40 S55.4.1

看護第１科 昼間 ３年 40 H18.4.1

24 函館病院附属看護学校 － 独立行政法人国立病院機構 函館市川原町18-13 昼間 ３年 40 S55.4.5

25 市立函館病院高等看護学院 － 函館市 函館市港町1丁目5-15 昼間 ３年 70 S25.3.25

26 函館厚生院看護専門学校 － (福)函館厚生院 函館市本町33-2 昼間 ３年 40 S28.4.1

27 函館医療保育専門学校 看護科 (学)野又学園 函館市柏木町1-60 昼間 ３年 50 H元.2.2

28 北海道立江差高等看護学院 看護学科 北海道 檜山郡江差町字伏木戸町483 昼間 ３年 40 H10.4.1

29 函館市医師会看護専門学校 看護学科 (社)函館市医師会 函館市湯川町3丁目38-45 昼間 ２年 40 H17.4.1

30 北海道立旭川高等看護学院 看護学科 北海道 旭川市緑が丘東3条1-1-2 昼間 ３年 40 S48.4.26

31 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生看護専門学校 － ＪＡ北海道厚生連 旭川市東旭川町下兵村297 昼間 ３年 80 H3.1.7

32 富良野看護専門学校 － 富良野市 富良野市弥生町5-1 昼間 ３年 40 H6.2.18

看護師１科
夜間
定時制

３年 40 S45.4.10

看護師２科
昼間
定時制

３年 40 H10.4.10

34 釧路労災看護専門学校 －
独立行政法人

労働者健康福祉機構
釧路市中園町13-38 昼間 ３年 30 S49.4.1

35 釧路市立高等看護学院 － 釧路市 釧路市春湖台1-18 昼間 ３年 30 S43.4.1

36 北海道社会事業協会帯広看護専門学校 － (財)北海道社会事業協会 帯広市東5条南13丁目1-3 昼間 ３年 30 S47.9.1

37 北見医師会看護専門学校 看護学科 (社)北見医師会 北見市幸町3丁目1-24
昼間
定時制

３年 40 S28.4.1

38 北海道立網走高等看護学院 看護学科 北海道 網走市北12条西2丁目2-10 昼間 ２年 40 S46.4.1

39 北海道立紋別高等看護学院 看護学科 北海道 紋別市緑町5丁目6-7 昼間 ３年 30 S49.2.27

40 帯広高等看護学院 看護学科 十勝圏複合事務組合 帯広市西11条南39丁目1-3 昼間 ３年 45 S48.4.1

41 北都保健福祉専門学校 看護学科 (学)稲積学園 旭川市緑が丘東1条2-1-28 昼間 ３年 40 H20.4.1

42 釧路市医師会看護専門学校 看護学科 (社)釧路市医師会 釧路市弥生1丁目4-12 昼間 ３年 40 H19.12.25

43 北海道医薬専門学校 看護学科 (学)美専学園 札幌市北区北24条西6丁目2-10 昼間 ３年 40 H20.12.25

23

33 旭川市医師会看護専門学校 (社)旭川市医師会

苫小牧看護専門学校 (社)苫小牧市医師会 苫小牧市住吉町2丁目10-6

旭川市金星町1丁目1-50

39



２９　栄養士養成施設（１０校１０課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 函館短期大学 食物栄養学科 (学)野又学園 函館市高丘町52-1 昼間 ２年 120 S38.3.30

2 帯広大谷短期大学
生活科学科
栄養士課程

(学)帯広大谷学園 河東郡音更町希望が丘3-3 昼間 ２年 50 S40.3.11

3 旭川大学女子短期大学部
生活学科

食物栄養専攻
(学)旭川大学 旭川市永山3条23-1-9 昼間 ２年 50 S41.2.7

4 光塩学園女子短期大学 食物栄養学科 (学)光塩学園 札幌市南区真駒内上町3-1-1 昼間 ２年 150 S42.3.15

5 名寄市立大学保健福祉学部 栄養学科 名寄市 名寄市西4条北8-1 昼間 ４年 40 S36.4.7

6 釧路短期大学
生活科学科
食物栄養専攻

(学)緑ヶ岡学園 釧路市緑ヶ岡1-10-42 昼間 ２年 30 S58.3.31

7 藤女子大学人間生活学部 食物栄養学科 (学)藤学園 石狩市花川南4条5 昼間 ４年 80 H4.4.1

8 天使大学看護栄養学部 栄養学科 (学)天使学園 札幌市東区北13条東3丁目1-30 昼間 ４年 85 H12.4.1

9 酪農学園大学酪農学部
食品科学科

健康栄養学専攻
(学)酪農学園 江別市文京台緑町582 昼間 ４年 40 H13.4.1

10 北海道文教大学人間科学部 健康栄養学科 (学)鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 昼間 ４年 150 S38.3.30

（平成21年３月31日現在）
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３０　理容師養成施設（８校１５課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

昼間
中卒

２年 20

昼間
高卒

２年 20

通信
中従

３年 20

昼間
高卒

２年 120

通信
中従

３年 80

昼間
中卒

２年 20

昼間
高卒

２年 20

通信
中従

３年 20

昼間
高卒

２年 40

通信
中従

３年 20

昼間
中卒

２年 10

昼間
高卒

２年 30

通信
中従

３年 20

昼間
中卒

２年 20

昼間
高卒

２年 30

通信
中卒

３年 20

昼間
高卒

２年 15

通信
高従

３年 15

8 宇賀浦高等理容学校 理容師 函館少年刑務所 函館市金堀町6-11
昼間
中卒

２年 25 H10.4.1

(学)北光学園 札幌市中央区南2条西20丁目1-1 H10.4.1

旭川理容美容専門学校 理容師 (学)旭星学園 旭川市4条通12 H10.4.1

北海道理容美容専門学校 理容師

H10.4.1

函館理容美容専門学校 理容師 (財)道南理容美容連盟 函館市中島町31-25 H10.4.1

空知理容美容専門学校 理容師 美唄市西4条北1-1-1(財)空知理容師美容師会

(学)朋友学園 釧路市城山1-6-10 H10.4.1

小樽理容美容専門学校 理容師 (財)後志理容美容連盟 小樽市住ノ江1-1-24 H10.4.1

道東ヘアメイク専門学校 理容師

理容師
職業訓練法人

札幌理美容能力開発協会
札幌市中央区北５条西11丁目16 H15.3.28

1

2

札幌ビューティックアカデミー

3

（平成21年３月31日現在）

4

5

6

7
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３１　美容師養成施設（１４校２７課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

昼間
中卒

２年 20

昼間
高卒

２年 60

通信
中従

３年 40

昼間
高卒

２年 160

通信
中従

３年 80

昼間
中卒

２年 20

昼間
高卒

２年 20

通信
中従

３年 20

昼間
高卒

２年 40

通信
中卒

３年 30

昼間
中卒

２年 10

昼間
高卒

２年 30

通信
中従

３年 40

昼間
中卒

２年 20

昼間
高卒

２年 20

通信
中卒

３年 20

昼間
高卒

２年 30

通信
高従

３年 30

昼間
高卒

２年 200

通信
中従

３年 80

昼間
高卒

２年 40

通信
中従

３年 40

昼間
高卒

２年 40

通信
中卒

３年 30

昼間
高卒

２年 160

通信
中従

３年 40

昼間
高卒

２年 160

通信
中卒

３年 80

13 札幌ビューティーアート専門学校 美容師 (学)三幸学園 札幌市中央区南1条西9丁目11-3
昼間
高卒

２年 170 H14.3.15

昼間
高卒

２年 120

通信
高卒

３年 80

旭川市4条通12 H10.4.1

北海道理容美容専門学校 美容師 (学)北光学園 札幌市中央区南2条西20丁目1-1

(学)旭星学園

H10.4.1

旭川理容美容専門学校 美容師

(学)朋友学園美容師

空知理容美容専門学校 (財)空知理容師美容師会美容師

函館理容美容専門学校 美容師 (財)道南理容美容連盟

美唄市西4条北1-1-1 H10.4.1

H10.4.1

小樽市住ノ江1-1-24 H10.4.1

函館市中島町31-25

釧路市城山1-6-10 H10.4.1

美容師 (財)後志理容美容連盟

道東ヘアメイク専門学校

美容師

札幌ビューティックアカデミー 美容師

H10.4.1

職業訓練法人
札幌理美容能力開発協会

札幌市中央区北５条西11丁目16

北海道美容専門学校 美容師 (学)布川学園

(財)苫小牧理容美容連盟 苫小牧市川沿町4-11-19

H15.3.28

札幌市中央区南3条西10丁目1004-3

H10.4.1

H14.3.15

札幌市中央区北5条東2丁目1-7

札幌市中央区南3条西1丁目15

H16.3.29

札幌市中央区北1条東1丁目7-1 H14.3.15

札幌ビューティメイク専門学校 美容師

北見市花月町17-15 H10.4.1(学)上村学園

(学)中村学園

北見美容専門学校

苫小牧美容専門学校

小樽理容美容専門学校

吉田学園ビューティステージ専門学校 (学)吉田学園美容師

札幌ベルエポック美容専門学校 美容師 (学)滋慶学園

美容師

（平成21年３月31日現在）

12

14

10

11

3

4

9

5

6

7

8

1

2
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３２　製菓衛生師養成施設（７校１３課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

昼間
専門

１年 60

通信 ２年 60

製菓パティシエ科
昼間
専門

１年 40

製菓ブーランジェ科
昼間
専門

１年 40

製菓専攻科
昼間
専門

２年 40

通信課程
通信
一般

２年
従1年

160

製菓衛生師科
昼間
専門

１年 40

製菓技術専攻科
昼間
専門

２年 80

製菓衛生師科
夜間
専門

1.5年 40

4 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 パティシエ科 (学)滋慶学園 札幌市東区北26条東14丁目1-45
昼間
専門

２年 80 H14.2.19

5 経専調理製菓専門学校 製菓・製パン科 (学)経専学園 札幌市豊平区平岸3条2丁目4-20
昼間
専門

２年 40 H15.12.25

6 清尚学院高等学校 製菓衛生師科 (学)清尚学院 函館市亀田本町5-17 昼間 3年 27 H20.11.13

7 専門学校札幌スクールオブビジネス 製菓学科 (学)北海道安達学園 札幌市中央区大通西9-3-12 昼間 2年 40 H21.2.18

３３　食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設（７校１０課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

酪農学科
｢食品衛生コース｣

昼間 ４年 165 S43.11.28

食品科学科
食品科学専攻

昼間 ４年 50 S63.3.16

食品科学科
健康栄養学専攻

昼間 ４年 40 S63.3.16

2 東京農業大学生物産業学部 食品科学科 (学)東京農業大学 網走市八坂196 昼間 ４年 80 H8.2.27

3 天使大学看護栄養学部

　　 栄養学科
食品衛生管理者及び
食品衛生監視員任用
資格取得コース

(学)天使学園 札幌市東区北13条東3丁目1-30 昼間 ４年 85 H12.1.11

生物機能化学科
｢食品衛生コース｣

昼間 ４年 35

畜産科学科
｢食品衛生コース｣

昼間 ４年 23

5 帯広畜産大学畜産学部
畜産科学課程

｢食品衛生コース｣
国立大学法人 帯広市稲田町西2線11 昼間 ４年 210 H14.3.29

6 藤女子大学人間生活学部 食物栄養学科 (学)藤学園 石狩市花川南4条5-7 昼間 ４年 80 H16.11.29

7 北海道文教大学人間科学部 健康栄養学科 (学)鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 昼間 ４年 150 H20.12.4

（平成21年３月31日現在）

函館短期大学付設調理師専門学校 製菓衛生師科 (学)野又学園

光塩学園調理製菓専門学校 (学)光塩学園

北海道製菓専門学校 (学)宮島学園

函館市柏木町7-25 H元.3.17

（平成21年３月31日現在）

(学)酪農学園

北海道大学農学部

酪農学園大学酪農学部

H9.11.25

H10.12.24

札幌市南区川沿1条1-3-82

江別市文京台緑町582

札幌市中央区大通西14丁目1

国立大学法人 H13.3.23札幌市北区北9条西9丁目4

1

3

1

2
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３４　指定保育士養成施設（２６校２６課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年月日

1 函館医療保育専門学校 保育科第１部 (学)野又学園 函館市柏木町1-60 昼間 ２年 100 S50.2.22

2 帯広大谷短期大学
社会福祉科
社会福祉専攻

(学)帯広大谷学園 河東郡音更町希望が丘3-3 昼間 ２年 50 S41.2.10

3 文化女子大学室蘭短期大学 保育科 (学)文化学園 室蘭市高砂町3-11-50 昼間 ２年 60 S45.12.26

4 旭川福祉専門学校 保育科 (学)北工学園 上川郡東川町進化台 昼間 ２年 80 S50.3.31

5 駒沢看護保育福祉専門学校 保育科 (学)駒沢岩見沢学園 岩見沢市9条西3丁目-1-15 昼間 ２年 50 S53.3.18

6 釧路短期大学 幼児教育学科 (学)緑ヶ岡学園 釧路市緑ヶ岡1-10-42 昼間 ２年 50 S55.2.24

7 釧路専門学校 保育福祉科 (学)北海道学院 釧路市昭和中央2-7-3 昼間 ２年 50 S45.12.26

8 拓殖大学北海道短期大学 保育科 (学)拓殖大学 深川市メム4558-1 昼間 ２年 60 S55.3.3

9 國學院短期大学 幼児・児童教育学科 (学)國學院大學 滝川市文京町3-1-1 昼間 ２年 100 S57.3.4

10 函館大谷短期大学 こども学科 (学)函館大谷学園 函館市鍛冶1-2-3 昼間 ２年 70 S56.2.18

11 道都大学社会福祉学部
社会福祉学科
保育士養成課程

(学)北海道櫻井産業学園 北広島市中の沢149 昼間 ４年 25 S59.11.17

12 名寄市立大学短期大学部 児童学科 名寄市 名寄市西4条北8-1 昼間 ２年 50 H6.2.25

13 北翔大学短期大学部 こども学科 (学)浅井学園 江別市文京台23 昼間 ２年 140 H14.3.29

14 藤女子大学人間生活学部 保育学科 (学)藤学園 石狩市花川南4条5 昼間 ４年 80 H12.2.29

15 光塩学園女子短期大学 保育科 (学)光塩学園 札幌市南区真駒内上町3-1-1 昼間 ２年 150 S43.1.30

16 北海道文教大学短期大学部 幼児保育学科 (学)鶴岡学園 札幌市南区藤野400 昼間 ２年 140 S43.4.1

17 札幌国際大学短期大学部 幼児教育科 (学)札幌国際大学 札幌市清田区清田4条1-4-1 昼間 ２年 140 S45.2.7

18 札幌大谷大学短期大学部 保育科 (学)札幌大谷学園 札幌市東区北16条東9丁目1-1 昼間 ２年 100 H9.2.25

19 専門学校北海道福祉大学校 福祉保育学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁目 昼間 ２年 80 H14.3.12

20 札幌社会福祉専門学校 保育福祉科 (学)成徳学園 札幌市中央区南11条西8丁目2-47 昼間 ２年 80 H5.2.2

21 旭川大学女子短期大学部 幼児教育学科 (学)旭川大学 旭川市永山3条23-1-9 昼間 ２年 100 S45.12.26

22 オホーツク社会福祉専門学校 保育科 (学)栗原学園 北見市常盤町3-14-10 昼間 ２年 40 H16.3.19

23 札幌こども専門学校 保育科 (学)三幸学園 札幌市中央区北１条西19丁目1-10 昼間 ２年 80 H19.2.28

24 札幌国際大学人文学部
心理学科

子ども心理専攻
(学)札幌国際大学 札幌市清田区清田4条1-4-1 昼間 ４年 50 H21.1.15

25 北海道福祉教育専門学校 こども未来学科 (学)北斗文化学園 室蘭市母恋北町1-5-11 昼間 ２年 50 H20.12.18

26 函館短期大学 保育学科 (学)野又学園 函館市高丘町53-1 昼間 ２年 50 H21.2.18

（平成21年３月31日現在）
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３５　介護福祉士養成施設（３３校４２課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年度

1 札幌社会福祉専門学校 介護福祉科 (学)成徳学園 札幌市中央区南11条西8丁目2-47 昼間 ２年 80 S63年度

2 札幌医療秘書福祉専門学校 介護福祉科 (学)三幸学園 札幌市中央区大通西18丁目1-8 昼間 ２年 60 H8年度

介護福祉学科 昼間 ２年 50 H元年度

社会福祉学科 昼間 ３年 50 H4年度

福祉環境科 昼間 ２年 50 H16年度

4 大原医療福祉専門学校 介護福祉学科 (学)大原学園 札幌市北区北6条西8-3-2 昼間 ２年 40 H11年度

介護福祉士科 昼間 ２年 40 H4年度

社会福祉科 昼間 ３年 40 H10年度

介護福祉学科 昼間 ２年 80 H7年度

社会福祉学科 昼間 ４年 30 H8年度

介護福祉学科 夜間 ３年 26 H11年度

介護福祉学科 昼間 １年 40 H14年度

7 札幌福祉専門学校 介護福祉科 (学)北工学園 札幌市東区北5条東8丁目 昼間 ３年 80 H13年度

8 函館大谷短期大学 専攻科福祉専攻 (学)函館大谷学園 函館市鍛冶1-2-3 昼間 １年 25 H元年度

介護福祉士科 昼間 ２年 50

社会福祉科 昼間 ３年 50

10 北海道福祉教育専門学校 介護福祉学科 (学)北斗文化学園 室蘭市母恋北町1-5-11 昼間 ２年 80 H4年度

11 北海道介護福祉学校 介護福祉学科 栗山町 夕張郡栗山町湯地60 昼間 ２年 80 S63年度

12 帯広大谷短期大学
社会福祉科
介護福祉専攻

(学)帯広大谷学園 河東郡音更町希望が丘3-3 昼間 ２年 80 H元年度

13 帯広コア専門学校 介護福祉科 (学)帯広コア学園 帯広市西11条南41-3-5 昼間 ２年 40 H11年度

14 釧路福祉・情報専門学校 介護福祉科 (学)緑ヶ岡学園 釧路市緑ヶ岡1-10-42 昼間 ２年 40 H2年度

15 旭川福祉専門学校 介護福祉科 (学)北工学園 上川郡東川町進化台 昼間 ２年 80 H4年度

16 北都保健福祉専門学校 介護福祉学科 (学)稲積学園 旭川市緑が丘東1条2-1-28 昼間 ２年 40 H5年度

専攻科福祉専攻 昼間 １年 35 H10年度

生活学科
生活福祉専攻

昼間 ２年 50 H14年度

(学)旭川大学

(学)西野学園

(学)吉田学園

専門学校日本福祉学院 (学)つしま記念学園

函館臨床福祉専門学校

旭川大学女子短期大学部

札幌市中央区南3条西1丁目

旭川市永山3条23-1-9

札幌医学技術福祉専門学校

専門学校北海道福祉大学校

札幌市豊平区月寒西2条5-1-2

(学)西野学園 札幌市西区西野4条6丁目11-22

函館市美原1-15-1 H9年度

（平成21年３月31日現在）

3

5

6

9

17
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名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年度

18 北翔大学人間福祉学部
介護福祉学科
介護福祉コース

(学)浅井学園 江別市文京台23 昼間 ４年 80 H9年度

介護福祉専攻科 昼間 １年 30 H10年度

介護福祉科 昼間 ２年 40 H15年度

20 オホーツク社会福祉専門学校 介護福祉科 (学)栗原学園 北見市常盤町3-14-10 昼間 ２年 80 H10年度

21 駒沢看護保育福祉専門学校 介護福祉科 (学)駒沢岩見沢学園 岩見沢市緑が丘5-102-3 昼間 ２年 40 H12年度

22 國學院短期大学 専攻科福祉専攻 (学)國學院大學 滝川市文京町3-1-1 昼間 １年 30 H12年度

23 道都大学社会福祉学部
社会福祉学科
介護福祉コース

(学)北海道櫻井産業学園 北広島市中の沢149 昼間 ４年 20 H13年度

24 北海道医療大学看護福祉学部 臨床福祉学科
介護福祉士養成コース

(学)東日本学園 石狩郡当別町金沢1757 昼間 ４年 20 H14年度

25 函館大妻高等学校 福祉科 (学)函館大妻学園 函館市柳町14番23号 昼間 ３年 40 H21年度

26 北海道留寿都高等学校
農業福祉科農業
福祉コース

留寿都村 虻田郡留寿都村字留寿都179番地1
昼間
定時制

４年 20 H21年度

27 北海道置戸高等学校 福祉科 北海道教育委員会 常呂郡置戸町字置戸256番地8 昼間 ３年 40 H21年度

28 北海道剣淵高等学校 生活福祉系列 剣淵町 上川郡剣淵町仲町22番1号 昼間 ３年 24 H21年度

29 江陵高等学校 福祉科 (学)多田学園 中川郡幕別町字依田101-1 昼間 ３年 37 H21年度

30 北海道釧路明輝高等学校
総合学科

健康福祉系列
北海道教育委員会 釧路市愛国西1丁目38番7号 昼間 ３年 15 H21年度

31 北海道森高等学校
総合学科

生活福祉系列
北海道教育委員会 茅部郡森町字上台町326番地48 昼間 ３年

1年次40
２・３

年次 18
H21年度

32 北海道平取高等学校
普通科

福祉コース
北海道教育委員会 沙流郡平取町本町109番地２ 昼間 ３年

1年次40
２・３

年次 10
H21年度

33 星槎国際高等学校
通信制専攻科

介護福祉士コース
(学)国際学園 芦別市緑泉町5-12 通信

2年
以上

120 H21年度

(学)北海道学院 釧路市昭和中央2-7-319 釧路専門学校
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３６　社会福祉士養成施設（２校３課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年度

社会福祉士
通信課程

札幌市清田区真栄434-1 通信
１年
11月

600 H6年度

社会福祉士科 札幌市豊平区月寒西2条5丁目1-2 夜間 １年 40 H15年度

2 札幌心療福祉専門学校
社会福祉士
通信課程

(学)西野学園 札幌市中央区北2条西20丁目2-28 通信
１年
11月

300 H21年度

３７　社会福祉主事養成施設（１４校１６課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年度

保育福祉科 昼間 ２年 80 S62年度

介護福祉科 昼間 ２年 80 H5年度

2 専門学校日本福祉学院 社会福祉学科 (学)つしま記念学園 札幌市清田区真栄434-1 昼間 ３年 50 H4年度

3 北海道介護福祉学校 介護福祉学科 栗山町 夕張郡栗山町湯地60 昼間 ２年 80 H5年度

4 旭川福祉専門学校 介護福祉科 (学)北工学園 上川郡東川町進化台 昼間 ２年 80 H5年度

5 北都保健福祉専門学校 精神社会福祉学科 (学)北工学園 旭川市緑が丘東1条2-1-28 昼間 ３年 40 H13年度

6 札幌医学技術福祉専門学校 社会福祉科 (学)西野学園 札幌市西区西野4条6丁目11-22 昼間 ３年 40 H10年度

7 専門学校北海道福祉大学校 社会福祉学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁目 昼間 ４年 30 H8年度

8 北海道福祉教育専門学校 介護福祉科 (学)北斗文化学園 室蘭市母恋北町1-5-11 昼間 ２年 80 H7年度

介護福祉士科 昼間 ２年 50

社会福祉科 昼間 ３年 50

10 札幌福祉専門学校 介護福祉科 (学)北工学園 札幌市東区北5条東8丁目 昼間 ３年 80 H13年度

11 北海道環境福祉専門学校 社会福祉学科 (学)北工学園 上川郡東川町進化台 昼間 ２年 40 H10年度

12 札幌心療福祉専門学校 精神保健福祉科 (学)西野学園 札幌市中央区北2条西20丁目2-28 昼間 ３年 40 H11年度

13 釧路福祉・情報専門学校 介護福祉学科 (学)緑ヶ岡学園 釧路市緑ヶ岡1-10-42 昼間 ２年 40 H12年度

14 釧路専門学校 保育福祉学科 (学)北海道学院 釧路市昭和中央2-7-3 昼間 ２年 50 H13年度

３８　精神保健福祉士養成施設（２校４課程）

名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地
昼夜等
の別

修業
年限

入学
定員

指定年度

昼間 １年 40

夜間 １年 40

精神保健福祉士
短期通信科

通信 ９月 200 H15年度

精神保健福祉士
一般通信科

通信
１年
10月

100 H21年度

札幌市清田区真栄434-12 専門学校日本福祉学院 (学)つしま記念学園

専門学校日本福祉学院 (学)つしま記念学園

(学)成徳学園

（平成21年３月31日現在）

（平成21年３月31日現在）

H13年度専門学校北海道福祉大学校 精神保健福祉学科 (学)吉田学園 札幌市中央区南3条西1丁目1

9

1

1

（平成21年３月31日現在）

H9年度

札幌社会福祉専門学校 札幌市中央区南11条西8丁目2-47

(学)西野学園函館臨床福祉専門学校 函館市美原1-15-1
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３９　所管中小企業等協同組合一覧

（平成21年3月31日現在）

組　合　名 所　在　地

1 北海道中小企業経友会事業協同組合 札幌市中央区南８条西４丁目422　札幌第３大京ビル５階

2 情報通信システム協同組合 旭川市工業団地３条２丁目

3 フェリー・ロード協同組合 札幌市白石区東札幌３条６丁目１－10

4 身心術整体協同組合 札幌市北区北３５条西３－２－22　フジタカビル２Ｆ

5 エス・バイ・エス事業協同組合 札幌市中央区南４条東３丁目19番地　イハラビル５Ｆ

6 日本美容技能協同組合 札幌市白石区川下２条４－２－13

7 協同組合中小企業振興センター 札幌市中央区北１条西２丁目２番地１

8 経営合理化促進事業協同組合 札幌市中央区北６条西24丁目１番30号

9 北都ネットワーク協同組合 札幌市中央区南５条西１丁目２

48



４０　原爆指定医療機関

（平成21年3月31日現在）

名  称 所在地 開設者 指定年月日

1
独立行政法人国立病院機構
北海道がんセンター

札幌市白石区菊水４条２-３-54 独立行政法人国立病院機構 昭和36年4月1日

2 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 帯広市西６条南８-１ 北海道厚生農業協同組合連合会 昭和37年2月1日

3 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田１条12-１-40 医療法人渓仁会 平成10年8月1日

4 市立旭川病院 旭川市金星町１-１-65 旭川市 昭和35年12月1日

5 市立小樽病院 小樽市若松１-２-１ 小樽市 昭和40年6月21日

6 市立釧路総合病院 釧路市春湖台１-12 釧路市 昭和41年10月1日

7 市立函館病院 函館市港町１-10-１ 函館市 昭和36年1月1日

8 市立室蘭総合病院 室蘭市山手町３-８-１ 室蘭市 昭和36年4月1日

9 総合病院旭川赤十字病院 旭川市曙１条１-１-１ 日本赤十字社 昭和35年12月1日

10 総合病院北見赤十字病院 北見市北６条東２ 日本赤十字社 昭和41年10月1日

11 勤医協札幌病院 札幌市白石区菊水４条１-９-22 社団法人北海道勤労者医療協会 平成9年12月10日

12 函館おおてまち医院 函館市大手町１-21 田中修市

13 総合病院伊達赤十字病院 伊達市末永町81番地 日本赤十字社 平成17年8月25日

49



４１　総合衛生管理製造過程承認施設一覧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）乳

承　　認　　施　　設　　名 承認の範囲 所　　在　　地 承認年月日 満了日

牛　乳 H10.1.19 H23.6.25

脱脂乳 H10.12.25 H23.6.25

牛　乳 H10.12.25 H22.9.25

加工乳 H11.3.25 H22.9.25

3 森永乳業株式会社小樽工場 牛　乳 小樽市桂岡町3番8号 H15.11.26 H21.11.26

牛　乳 H17.6.28 H23.6.28

脱脂乳 H17.6.28 H23.6.28

加工乳 H17.6.28 H23.6.28

5 よつ葉乳業株式会社根釧工場 牛　乳 釧路市大楽毛127番地 H10.1.19 H23.7.19

牛　乳 H10.1.19 H22.12.17

脱脂乳 H10.6.17 H22.12.17

加工乳 H10.6.17 H22.12.17

7 北海道乳業株式会社 牛　乳 函館市昭和3丁目6番6号 H10.1.19 H23.7.19

牛　乳 H10.6.17 H22.12.17

加工乳 H10.6.17 H22.12.17

牛　乳 H10.6.17 H22.12.10

加工乳 H10.6.17 H22.12.10

10 明治乳業株式会社本別工場 牛　乳 中川郡本別町新町1番地 H10.12.25 H23.6.25

牛　乳 H11.3.25 H22.9.25

加工乳 H11.3.25 H22.9.25

12 倉島乳業株式会社仁木工場 牛　乳 余市郡仁木町西町3丁目51番地 H11.3.25 H22.9.25

13 北海道日高乳業株式会社 牛　乳 沙流郡日高町富川町東2丁目920 H11.3.25 H22.9.25

14 株式会社北海道酪農公社 牛　乳 江別市工栄町16番地 H11.10.1 H23.4.1

15 株式会社豊富牛乳公社 牛　乳 天塩郡豊富町字上サロベツ1184番地 H15.9.9 H21.9.9

16
日本ミルクコミュニティ株式会社
札幌工場

牛　乳 札幌市東区苗穂町6-1-1 H17.1.17 H23.1.17

17 株式会社函館酪農公社 牛　乳 函館市中野町118番地の17 H17.11.24 H23.11.24

18 有限会社牧家乳製品加工場 牛　乳 伊達市弄月町46-30 H18.8.1 H21.8.1

19 新札幌乳業株式会社 牛　乳 札幌市厚別区厚別東4条1丁目1 H19.5.16 H22.5.16

11

4

6

8

9

1

2

森永乳業株式会社札幌工場

森永乳業株式会社十勝工場

小樽市桂岡町3番8号

河東郡音更町新通20丁目3番地

十勝郡浦幌町材木町1番地

恵庭市戸磯604

札幌市東区丘珠町573-27

（平成21年3月31日現在）

株式会社ミルクの郷本社工場

よつ葉乳業株式会社十勝主管工場

北海道保証牛乳株式会社小樽工場

明治乳業株式会社札幌工場

明治乳業株式会社旭川工場 旭川市永山町7丁目29番地

札幌市白石区東札幌1条3丁目5-50
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（２）乳製品

承　　認　　施　　設　　名 承認の範囲 所　　在　　地 承認年月日 満了日

クリーム H10.1.19 H23.7.19

脱脂粉乳 H17.12.28 H23.7.19

2 雪印乳業株式会社興部工場 無糖練乳 紋別郡興部町字興部853番地 H10.1.19 H23.7.19

3 雪印乳業株式会社別海工場 脱脂粉乳 野付郡別海町別海鶴舞町8番地 H17.12.22 H23.12.22

4 雪印乳業株式会社幌延工場 脱脂粉乳 天塩郡幌延町栄町12番地 H17.12.28 H23.12.28

5 森永乳業株式会社札幌工場 乳 飲 料 恵庭市戸磯604 H10.12.25 H23.6.25

6 森永乳業株式会社佐呂間工場 脱脂粉乳 常呂郡佐呂間町字西富123 H17.12.28 H23.12.28

7 森永乳業株式会社別海工場 脱脂粉乳 野付郡別海町西春別清川町18番地 H17.12.28 H23.12.28

クリーム H11.3.25 H22.9.25

乳 飲 料 H17.6.28 H22.9.25

脱脂粉乳 H17.12.28 H22.9.25

クリーム H11.3.25 H22.9.25

脱脂粉乳 H17.12.28 H22.9.25

クリーム H11.3.25 H22.9.25

脱脂粉乳 H18.1.4 H22.9.25

クリーム H11.3.25 H22.9.25

脱脂粉乳 H18.1.6 H22.9.25

12 北海道保証牛乳株式会社小樽工場 乳 飲 料 小樽市桂岡町3番8号 H10.6.17 H22.12.17

クリーム H10.1.19 H22.12.17

乳 飲 料 H10.1.19 H22.12.17

発 酵 乳 H10.6.17 H22.12.17

脱脂粉乳 H20.2.12 H22.12.17

乳 飲 料 H10.6.17 H22.12.17

発 酵 乳 H10.6.17 H22.12.17

クリーム H10.12.25 H23.6.25

脱脂粉乳 H17.12.28 H23.6.25

16 明治乳業株式会社根室工場 無糖練乳 根室市厚床1-167 H11.3.25 H22.9.25

17 明治乳業株式会社西春別工場 脱脂粉乳 野付郡別海町西春別43の7 H17.12.28 H23.12.28

18 明治乳業株式会社稚内工場 脱脂粉乳 稚内市声問5丁目41番1号 H18.1.30 H24.1.30

クリーム H10.9.30 H23.3.31

脱脂粉乳 H17.11.24 H23.3.31

20 株式会社ミルクの郷本社工場 乳 飲 料 札幌市東区丘珠町573-27 H11.3.25 H22.9.25

21 倉島乳業株式会社仁木工場 乳 飲 料 余市郡仁木町西町3丁目51番地 H11.3.25 H22.9.25

22 北海道日高乳業株式会社 乳 飲 料 沙流郡日高町富川町東2丁目920 H11.3.25 H22.9.25

23 日本アスパラガス株式会社 乳 飲 料 北海道岩内郡岩内町字野束22番地3 H18.3.10 H24.3.10

14

15

19

10

11

13

1

8

9 釧路市大楽毛127番地

河東郡音更町新通20丁目3番地

川上郡標茶町字熊牛原野15線東1-3

（平成21年3月31日現在）

函館市昭和3丁目6番6号

紋別市渚滑町元西141

枝幸郡浜頓別町智福2丁目4番地

厚岸郡浜中町茶内栄44番地

中川郡本別町新町1番地

札幌市白石区東札幌1条3丁目5-50明治乳業株式会社札幌工場

明治乳業株式会社本別工場

高梨乳業株式会社北海道工場

よつ葉乳業株式会社根釧工場

よつ葉乳業株式会社宗谷工場

よつ葉乳業株式会社オホーツク北見工場

北海道乳業株式会社

雪印乳業株式会社磯分内工場

よつ葉乳業株式会社十勝主管工場
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（３）食肉製品

承　　認　　施　　設　　名 承認の範囲 所　　在　　地 承認年月日 満了日

乾燥食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

非加熱食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

特定加熱食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

包装後加熱食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

加熱後包装食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

包装後加熱食肉製品 H20.9.29 H23.9.29

加熱後包装食肉製品 H20.9.29 H23.9.29

乾燥食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

包装後加熱食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

加熱後包装食肉製品 H10.11.20 H23.5.20

非加熱食肉製品 H19.12.10 H22.12.10

加熱後包装食肉製品 H10.11.20 H23.4.1

包装後加熱食肉製品 H11.10.1 H23.4.1

包装後加熱食肉製品 H12.3.31 H22.9.30

加熱後包装食肉製品 H12.4.7 H22.9.30

6 春雪さぶーる株式会社早来工場 加熱後包装食肉製品勇払郡安平町遠浅40番地1 H19.4.9 H22.4.9

（４）魚肉練り製品

承　　認　　施　　設　　名 承認の範囲 所　　在　　地 承認年月日 満了日

特殊包装蒲鉾 H14.3.5 H23.3.5

その他の魚練り製品 H14.3.5 H23.3.5

2 佐藤水産株式会社サーモンファクトリー 魚肉ソーセージ 石狩市新港東1丁目54番地 H14.5.28 H23.5.28

（５）容器包装詰加圧加熱殺菌食品

承　　認　　施　　設　　名 承認の範囲 所　　在　　地 承認年月日 満了日

1 北海道あけぼの食品株式会社虻田工場 缶  詰 虻田郡虻田町高砂町10 H11.9.17 H23.3.17

2 日本罐詰株式会社十勝工場第3工場 缶  詰 河西郡芽室町西9条9丁目1番地 H15.5.15 H21.5.15

3 デイジー食品工業株式会社士別工場 缶  詰 士別市武徳町46線東3号 H13.12.10 H23.6.10

缶  詰 H18.12.1 H21.12.1

熱溶融 H18.12.1 H21.12.1

（６）清涼飲料水

承　　認　　施　　設　　名 承認の範囲 所　　在　　地 承認年月日 満了日

1 大塚食品株式会社釧路工場 無殺菌・無除菌 白糠郡音別町あけぼの2丁目4番地 H14.8.22 H23.8.22

2
株式会社ニチロサンパック恵庭工場
第１ライン

殺菌後密栓・密封恵庭市戸磯573番地39号 H18.10.2 H21.10.2

3
株式会社ニチロサンパック恵庭工場
第２ライン

殺菌後密栓・密封恵庭市戸磯573番地39号 H18.12.28 H21.12.28

2

1

4

4

5

3

1

稚内市恵比須2丁目4番12号

小樽市銭函5丁目61番3号

岩見沢市栗沢町字由良2-3

千歳市上長都3番地5

株式会社オホーツクニチロ宗谷工場

一正蒲鉾株式会社北海道工場

日本ハム北海道ファクトリー株式会社

プリマハム株式会社北海道工場

北海道サガミハム株式会社

丸大食品株式会社北海道工場

伊藤ハムデイリー株式会社小樽工場

（平成21年3月31日現在）

（平成21年3月31日現在）

（平成21年3月31日現在）

（平成21年3月31日現在）

小樽市銭函3-314

上川郡清水町本通西2-11-1

旭川市旭神2条2丁目1-9

52



４２　対ＥＵ輸出水産食品認定施設一覧

（平成2１年3月31日現在）

認  定  施  設  名 輸  出  品  目 所  在  地

1 株式会社寺本商店 冷凍卵付き帆立貝柱、冷凍帆立貝柱 紋別郡湧別町曙町39-1

2 株式会社マルキチ
冷凍卵付き帆立貝柱（加熱用）、
冷凍帆立貝柱（生食用）

網走市北3条東2丁目5-2

3 株式会社マルレイ （冷凍・冷蔵業） 網走市北6条東2丁目6

4 株式会社マタツ水産 冷凍帆立貝柱、冷凍帆立卵付貝柱 山越郡長万部町字国縫165番地の51

5 株式会社マルキチ第二工場 冷凍帆立卵付貝柱（加熱加工用） 網走市北9条東1丁目7-7

6 日本化学飼料株式会社 精製魚油、高度精製魚油 函館市浅野町3番6号

４３　対米国輸出水産食品認定施設一覧

（平成2１年3月31日現在）

認　定　施　設　名 輸　出　品　目 所　在　地

1 株式会社竹田食品 いか塩辛 函館市浅野町3番10号

2 稚内東部株式会社冷凍食品工場 冷凍白鮭ドレス（IQF、ブロック） 稚内市新港町1番20号

3 メイホク食品株式会社
ソフトさきいか、さきいか漁火、
あたりめ、いかくん

亀田郡大野町字清水川220-1

4 株式会社マルキチ 冷凍ホタテ貝柱 網走市北3条東2丁目5番地2

5 常呂漁業協同組合製氷冷凍工場 冷凍ホタテ貝柱、冷凍さけドレス 常呂郡常呂町字東浜23番地の4

6 株式会社ナラザキフーズ釧路工場 きざみ焼たらこフレーク 釧路市新野24番地1070

7 北見食品工業株式会社水産加工センター 冷凍さけドレス（加熱処理） 網走市北5条東2丁目2

8 オルソン株式会社恵庭工場 紅鮭フレーク 恵庭市戸磯201-11

9 株式会社北勝水産
冷凍ホタテ貝柱、冷凍秋鮭ドレス、
冷凍塩イクラ、冷凍イクラ醤油漬
け､冷凍生イクラ

常呂郡佐呂間町字浪速51

10 デイジー食品工業株式会社富良野工場 かにエキスA 富良野市字中五区4245番地

11 株式会社函館なとり第一工場 いか加工品、チーズ入りかまぼこ 亀田郡大野町字清水川142-12

12 寺本商店食品工場 冷凍ホタテ貝柱 紋別郡湧別町曙町39番地1

13 マルヒ水産株式会社 冷凍鮭ドレス 斜里郡斜里町前浜町2番地1

14 井原水産株式会社 塩数の子 留萌市船場町1丁目24番地

15 株式会社丸高高田商店 冷凍ホタテ貝柱(生食用） 枝幸郡枝幸町梅ヶ枝町6204-17

16 株式会社日洋フレッシュ釧路工場 鮭フレーク１０１ 釧路市新野24番地1070
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認  定  施  設  名 輸  出  品  目 所  在  地

17 同和食品株式会社 冷凍ホタテ貝柱 網走市北6条東1丁目13

18 紋別漁業協同組合製氷冷凍工場 冷凍ホタテ貝柱 紋別市新港町1丁目1-4

19 沙留漁業協同組合 冷凍ホタテ貝柱 紋別郡興部町沙留143番地の1

20 株式会社カネコメ田中水産 冷凍ホタテ貝柱 網走市北1条東2丁目11番地1

21 マルカイチ水産株式会社 冷凍ホタテ貝柱 紋別市新港町2丁目11-7

22 株式会社釧路丸水第５食品工場 塩いくら、いくら醤油漬け 白糠郡白糠町庶路甲区6-577

23 猿払村漁業協同組合冷凍食品工場 冷凍ホタテ貝柱 宗谷郡猿払村浜鬼志別

24 北海道あけぼの食品株式会社湧別工場 冷凍ホタテ貝柱 紋別郡湧別町曙町144番地

25 佐呂間漁業協同組合生冷処理工場 冷凍ホタテ貝柱 常呂郡佐呂間町字富武士番外地

26 北見食品工業株式会社食品工場 冷凍ホタテ貝柱 網走市海岸町1番8号

27 株式会社ヤマニ吉岡水産 冷凍ホタテ貝柱 紋別市渚滑町1丁目32番地

28 株式会社小川商店 冷凍ホタテ貝柱 虻田郡虻田町入江89-5

29 株式会社カネヒロ鮭フレーク工場 鮭フレーク 根室市琴平3丁目26番地

30 株式会社丸本本間水産本社工場 冷凍ホタテ貝柱 常呂郡佐呂間町字若里39番地

31 ぐるめ株式会社 塩たらこ 増毛郡増毛町弁天町１丁目12番地１

32 株式会社加藤水産阿分工場 塩数の子、味付数の子 増毛郡増毛町アフン82-１

33 雄武漁業協同組合流通加工部 冷凍ホタテ貝柱 紋別郡雄武町字雄武983番地

34 株式会社マルキチ第二工場

冷凍鮭ドレス、冷凍生サケイクラ、
冷凍ボイルズワイガニセクション、
冷凍ボイルタラバ姿、冷凍ボイルタ
ラバセクション、冷凍生タラバセク
ション、冷凍ボイルズワイ姿、冷凍
生ズワイセクション、冷凍塩鮭イク
ラ

網走市北9条東1丁目7-7

35 株式会社マタツ水産 冷凍ホタテ貝柱 山越郡長万部町国縫165－51

36 株式会社マルサ笹谷商店 いくら醤油漬け 白糠郡白糠町庶路甲区6-578

37 トナミ食品工業株式会社追分工場 活いかお造り 北斗市追分4丁目6番8号

38 株式会社オダ水産 冷凍帆立貝柱 紋別郡雄武町字雄武42番地
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４４　食品衛生法に基づく登録検査機関一覧

（平成2１年3月31日現在）

登録検査機関の名称及び所在地
製品検査を行う検査施設

の名称及び所在地
指 定 区 分

財団法人北海道薬剤師会
公衆衛生検査センター

札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号

財団法人北海道薬剤師会
公衆衛生検査センター

札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号

第26条第1項
第26条第2項
第26条第3項

財団法人日本冷凍食品検査協会

東京都港区大門2丁目12番7号

財団法人日本冷凍食品検査協会
札幌検査所

札幌市中央区北1条西21丁目3番17号

第25条第1項
第26条第1項
第26条第2項
第26条第3項

財団法人日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52-1

財団法人日本食品分析センター
千歳研究所

千歳市文京2-3

第25条第1項
第26条第1項
第26条第2項
第26条第3項
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健康保険組合名 郵便番号 設立月日

1 今井 060－0041 昭和17年2月1日

2 北海道新聞社 060－8711 昭和19年7月1日

3 北海道林業 060－0042 昭和20年5月1日

4 北海道農業団体 060－0004 昭和22年8月1日

5 北海道電力 060－8677 昭和26年5月1日

6 北洋銀行 064－0809 昭和26年8月1日

7 北海道銀行 060－0062 昭和31年4月1日

8 北海道信用金庫 060－0809 札幌市北区北9条西3丁目15 昭和33年6月1日

9 栗林商会 051－0023 室蘭市入江町1番地19 昭和33年7月1日

10 北海道通運業 060－0005 札幌市中央区北5条西6丁目　札通ビル 昭和37年4月1日

11 楢崎 051－0031 室蘭市築地町147番地8 昭和38年12月1日

12 エア・ウォーター 060－0003 札幌市中央区北3条西1丁目2　エア・ウォータービル 昭和45年4月1日

13 北海道コカ・コーラ 004－8588 札幌市清田区清田1条1丁目2－1 昭和45年12月1日

14 北海道コンピュータ 060－0042 昭和63年4月1日

厚生年金基金名 郵便番号 設立月日

1 丸彦渡辺建設 062－8617 昭和42年6月1日

2 北海道乗用自動車 064－0808 昭和44年12月1日

3 北海道石油業 062－0931 昭和46年5月1日

4 北海道トラック 064－0809 昭和46年6月1日

5 北海道電気工事業 060－0041 昭和54年4月1日

6 北海道印刷工業 064－0808 昭和58年10月1日

7 北海道病院 060－0001 昭和59年10月1日

8 北海道自動車 065－0024 平成3年7月1日

9 北海道商店街 060－0001 平成5年11月22日

４７　国民年金基金一覧

国民年金基金名 郵便番号 設立月日

1 北海道国民年金基金 060－0001 平成3年5月1日

４８　確定給付企業年金一覧（基金型）

企業年金基金名 郵便番号 認可月日

1 大丸藤井 003－8504 平成16年4月1日

2 北海道コカ・コーラ 004－8588 平成16年6月1日

3 アークスグループ 062－8611 平成16年8月1日

4 札幌通運 060－0005 平成16年9月1日

5 北海道銀行 060－0062 平成18年8月31日

（平成21年3月31日現在）

住　　　　　　　　　　　　　　　所

住　　　　　　　　　　　　　　　所

（平成21年3月31日現在）

（平成21年3月31日現在）

４５　健康保険組合一覧

４６　厚生年金基金一覧

札幌市中央区大通東1丁目2

住　　　　　　　　　　　　　　　所

札幌市中央区南8条西15丁目4－1

札幌市豊平区平岸1条6丁目3－47　北海道石油会館内

札幌市中央区南9条西6丁目1－1　交洋南9条ビル3Ｆ

札幌市中央区南2条西2丁目14－2

札幌市中央区南9条西1丁目

札幌市中央区大通東3丁目2　北海道電気会館

札幌市中央区南8条西6丁目1036　北海道印刷会館内

札幌市中央区北1条西7丁目3－1　第一生命ビル内

札幌市東区北24条東1丁目1－12

札幌市中央区北1条西2丁目2－1

札幌市豊平区豊平6条6丁目5－8

札幌市中央区大通東2丁目4－15　

札幌市中央区大通西3丁目6

札幌市中央区大通西10丁目4

札幌市中央区北4条西7丁目1－4

札幌市中央区大通西16丁目1－24

札幌市中央区北1条西5丁目3　北1条ビル4Ｆ

住　　　　　　　　　　　　　　　所

（平成21年3月31日現在）

札幌市白石区菊水3条1丁目8番20号

札幌市清田区清田1条1丁目2番1号

札幌市豊平区平岸1条1丁目9番6号

札幌市中央区北5条西6丁目

札幌市中央区南2条西2丁目14番地2
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４９　確定給付企業年金一覧　（規約型）

企業年金名 郵便番号 承認月日

1 エア・ウォーター物流株式会社 060－0008 平成15年3月31日

2 住商第一石油ガス株式会社 060－0042 平成15年3月31日

3 株式会社ムトウ 001－0011 平成16年3月31日

4 札幌トヨタ自動車株式会社 060－8693 平成16年4月1日

5 住友商事北海道株式会社 060－0042 平成16年4月1日

6 株式会社日専連パシフィック 053－0022 平成16年6月1日

7 (学法)野又学園函館自動車学校 041－0844 平成16年6月1日

8 札幌集団給食事業協同組合 003－0029 平成16年6月1日

9 株式会社富士メガネ 060－0062 平成16年8月1日

10 株式会社北海道新聞社 060－8711 札幌市中央区大通西3丁目6番地 平成16年10月1日

11 株式会社橋本川島コーポレーション 070－0832 旭川市旭町2条7丁目12番地90 平成16年11月1日

12 函館信用金庫 040－0064 函館市大手町2番7号 平成17年1月1日

13 株式会社ロバパン 003－0026 札幌市白石区本通7丁目南5番1号 平成17年1月1日

14 大同電設株式会社 050－0083 室蘭市東町2丁目24番1号 平成17年2月1日

15 株式会社ホクリョウ 003－0012 札幌市白石区中央2条3丁目6番15号 平成17年3月1日

16 昭和マテリアル株式会社 069－0365 岩見沢市上幌向町542－7 平成17年4月1日

17 札幌テレビ放送株式会社 060－8705 札幌市中央区北1条西8丁目1番1号 平成17年4月1日

18 北海道電力株式会社 060－8677 札幌市中央区大通東1丁目2番 平成17年4月1日

19 株式会社丸しめ志賀商店 046－0003 余市郡余市町黒川町3丁目17番地 平成17年4月1日

20 稚内信用金庫 097－0022 稚内市中央3丁目9番6号 平成17年4月1日

21 北海道日本電気ソフトウェア株式会社 060－0808 札幌市北区北8条西3丁目 平成17年8月1日

22 遠軽共立病院田中実 099－0404 紋別郡遠軽町大通北1丁目 平成17年10月1日

23 北海電気工事株式会社 003－8531 札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号 平成17年10月1日

24 北海道丸井今井株式会社 060－8667 札幌市中央区南1条西1丁目8番 平成17年10月1日

25 株式会社丸井今井 060－8667 平成17年10月1日

26 共和コンクリート工業株式会社 060－0808 平成17年12月1日

27 医療法人北海道循環器病院 064－8622 札幌市中央区南27条西13丁目1番30号 平成18年1月1日

28 宮坂建設工業株式会社 080－0014 帯広市西4条南8丁目12番地 平成18年1月1日

29 武田運輸株式会社（簡易） 007－0882 札幌市東区北丘珠2条4丁目2番7号 平成18年4月1日

30 北日本港湾コンサルタント株式会社（簡易） 003－0029 札幌市白石区平和通2丁目北11番18号 平成18年4月1日

31 株式会社食創（簡易） 080－0011 帯広市西1条南11丁目1番地 平成18年4月1日

32 株式会社ホクレン商事 060－8550 札幌市北区北7条西1丁目2－6NSS札幌ビル 平成18年4月1日

33 北電グループ・北電興業(株)、北電総合設計（株） 060－0031 札幌市中央区北1条東3丁目1番地 平成18年4月1日

34 北海自動車工業株式会社（簡易） 060－0031 札幌市中央区大通東4丁目1番地 平成18年10月1日

35 株式会社JALグランドサービス 066－0012 千歳市美々新千歳空港内 平成18年10月1日

36 医療法人　彰和会 065－0041 札幌市東区本町1条1丁目2番10号 平成18年12月1日

37 ウェルネット株式会社（簡易） 004－0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1－1－15 平成19年1月1日

38 株式会社一高たかはし（簡易） 060－0042 札幌市中央区大通西10丁目4－16 平成19年1月1日

39 株式会社ポスフール 003－8630 札幌市白石区本通21丁目南1番10号 平成19年3月1日

40 五十嵐建設株式会社（簡易） 090－0045 北見市北5条西7丁目24番地 平成19年4月1日

41 北の誉酒造株式会社（簡易） 047－0013 小樽市奥沢1丁目21番15号 平成19年4月1日

42 協同組合日専連旭川（簡易） 070－0032 旭川市二条通8丁目144番7号 平成19年4月1日

43 富国興産株式会社（簡易） 064－0809 札幌市中央区南9条西14丁目2－20 平成19年4月1日

44 株式会社恵新自動車学園ほか3社（簡易） 047－0152 小樽市新光2丁目20番33号 平成19年4月1日

45 医療法人恵佑会札幌病院 003－0027 札幌市白石区本通14丁目北1－1 平成19年4月1日

住　　　　　　　　　　　　　　　所

札幌市中央区北8条西13丁目28番148

札幌市中央区大通西18丁目2－10

（平成21年3月31日現在）

札幌市白石区平和通17丁目北13番15号

札幌市中央区南2条西4丁目7番地

札幌市北区北11条西4丁目1

札幌市中央区北1条西7丁目3－8

札幌市中央区大通西8丁目2番地

苫小牧市表町1丁目3番1号

函館市川原町19番20号

札幌市中央区南1条西1丁目8番

札幌市北区北8条西3丁目
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企業年金名 郵便番号 承認月日

46 コマツ北海道株式会社 061－3241 石狩市新港西3丁目737－13 平成19年4月1日

47 財団法人北海道電気保安協会 060－0031 札幌市中央区北1条東3丁目1－1 平成19年4月1日

48 株式会社ほくせん 060－8565 札幌市中央区南2条西1丁目3番地 平成19年4月1日

49 ほくでん情報テクノロジー株式会社 060－0041 札幌市中央区大通東3丁目4丁目 平成19年4月1日

50 よつ葉乳業株式会社 060－0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番 平成19年4月1日

51 株式会社ヰセキ北海道 006－0805 平成19年4月1日

52 株式会社カナモト 060－0041 平成19年4月1日

53 株式会社芽室自動車学校（簡易） 082－0013 河西郡芽室町東3条10丁目1番地 平成19年5月1日

54 医療法人高橋脳神経外科病院(簡易） 063－0062 札幌市西区西町南20丁目1－35 平成19年5月1日

55 株式会社布目(簡易） 040－0051 函館市弁天町17番10号 平成19年5月1日

56 株式会社渡辺組 099－6324 紋別郡上湧別町中湧別929－1 平成19年8月1日

57 北海道ニプロ株式会社(簡易） 069－1208 夕張郡由仁町山形563番地 平成19年10月1日

58 北清企業株式会社 007－0885 札幌市東区北丘珠5条4丁目5番7号 平成19年10月1日

59 ベル食品株式会社 063－0803 札幌市西区24軒3条7丁目3－35 平成19年10月1日

60 丸果札幌青果株式会社 060－8692 札幌市中央区北12条西20丁目2－2 平成19年10月1日

61 極東運輸株式会社(簡易） 003－0030 札幌市白石区流通センター5丁目3－6 平成19年11月1日

62 野口観光株式会社 059－0596 登別市登別温泉町203-1 平成19年11月1日

63 花本建設株式会社ほか４社（簡易） 070－0037 旭川市七条通15丁目右6号 平成20年1月1日

64 六花亭製菓株式会社ほか３社 080－2496 帯広市西24条北1丁目3－19 平成20年1月1日

65 サツラク農業協同組合 065－8639 札幌市東区苗穂町3丁目3番7号 平成20年2月1日

66 株式会社北見宇部 090－0008 北見市大正273番地1 平成20年2月1日

67 株式会社シーエスアイ 060－0063 札幌市中央区南3条西10丁目1001番地5福山南3条ビル 平成20年3月1日

68 株式会社北海道加ト吉（簡易） 079－1143 赤平市字赤平606番地 平成20年4月1日

69 佐々木畜産株式会社ほか４社（簡易） 080－2474 帯広市西二十四条南1丁目1番地 平成20年4月1日

70 株式会社釧路製作所（簡易） 085－0003 釧路市川北町9番19号 平成20年4月1日

71 北海道シャーリング株式会社（簡易） 062－0052 札幌市豊平区月寒東2条3丁目9番ー12 平成20年4月1日

72 株式会社大宮ホーロー北海道製作所（簡易） 061－1112 北広島市共栄543 平成20年4月1日

73 株式会社マルモ（簡易） 090－8560 北見市卸町2丁目2番3 平成20年4月1日

74 株式会社柳月ホールディングス（簡易） 080－0196 河東郡音更町字下音更北9条西18丁目2 平成20年4月1日

75 株式会社柳月（簡易） 080－0196 河東郡音更町字下音更北9条西18丁目2 平成20年4月1日

76 コマツ道東株式会社（簡易） 080－2464 帯広市西24条北1丁目3番4号 平成20年4月1日

77 株式会社ドーコンほか７社 004－8585 平成20年4月1日

78 第一熱源株式会社ほか６社 080－0015 平成20年4月1日

79 ジェスネット株式会社 003－8561 平成20年4月1日

80 クローバー電子工業株式会社 061－1405 平成20年4月1日

81 栗林石油株式会社 051－0023 平成20年4月1日

82 ホクレン包材株式会社 060－0004 平成20年4月1日

83 和弘食品株式会社 047－0261 平成20年4月1日

84 株式会社ネクスコ・サポート北海道 004－0042 平成20年4月1日

85 石垣電材株式会社 060－0006 平成20年4月1日

86 釧路ガス株式会社（簡易） 085－0026 平成20年5月1日

87 株式会社鈴木商会 060－0031 平成20年5月1日

88 サンワード貿易株式会社 060－0042 平成20年5月1日

89 株式会社丹波屋 060－8569 平成20年5月1日

90 サザエ食品株式会社 064－8644 平成20年5月1日

91 医療法人三和会札幌南整形外科病院（簡易） 005－0033 平成20年6月1日

92 北燃商事株式会社（簡易） 068－0008 平成20年6月1日

住　　　　　　　　　　　　　　　所

札幌市手稲区新発寒5条1丁目5－1

札幌市中央区大通東3丁目19番

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号

帯広市西5条南13丁目7番地

札幌市白石区南郷通19丁目北1－35

恵庭市戸磯573－19

室蘭市入江町1丁目19

札幌市中央区北4条西1丁目1番北農ビル17階

小樽市銭函3丁目504番地1

札幌市厚別区大谷地西5－12－15

札幌市中央区北6条西13丁目1番地

釧路市寿町4丁目1番2号

札幌市中央区北3条西4丁目1番1号

札幌市中央区大通西8丁目2番6号

札幌市東区北6条東2丁目3番3号

札幌市中央区宮の森4条1丁目1番35号

札幌市南区南33条西11丁目4番1号

岩見沢市8条東1丁目
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企業年金名 郵便番号 承認月日

93 北海三共株式会社 061－1111 平成20年7月1日

94 十勝電材株式会社（簡易） 080－2469 平成20年9月1日

95 福田部品株式会社（簡易） 060－0051 平成20年9月1日

96 ニッポンレンタカー北海道株式会社 003－0001 平成20年9月1日

97 北海道セキスイハイム株式会社ほか１社 001－0014 平成20年10月1日

98 北日本精機株式会社 079－1397 平成20年10月1日

99 株式会社北洋銀行 060－8661 平成20年10月14日

100 道南バス株式会社 050－0083 平成20年11月1日

101 株式会社菱弘電設（簡易） 060－0011 平成20年12月1日

102 北都電機株式会社 063－0832 平成20年12月1日

103 空知商工信用組合 072－0025 平成20年12月1日

104 ネッツトヨタたいせつ株式会社（簡易） 079－8550 平成21年1月1日

105 寿産業株式会社（簡易） 060－0033 平成21年1月1日

106 株式会社伊藤組 060－0004 平成21年1月1日

107 日本高圧コンクリート株式会社ほか１社 060－0062 平成21年1月1日

108 伊藤組土建株式会社 060－8554 平成21年1月1日

109 札幌信用金庫 060－0062 平成21年1月1日

110 トヨタ自動車北海道株式会社 059－1393 平成21年1月1日

111 士幌町農業協同組合 080－1200 平成21年1月1日

112 桑原電工株式会社ほか2社（簡易） 099－1578 平成21年2月1日

113 株式会社厚友会（簡易） 070－0035 平成21年2月1日

114 音更町農業協同組合 080－0101 平成21年2月1日

115 株式会社宮の森スポーツほか1社（簡易） 064－0823 平成21年3月1日

116 西山製麺株式会社（簡易） 003－8701 平成21年3月1日

117 株式会社ホクアイ（簡易） 063－0834 平成21年3月1日

118 苫小牧信用金庫 053－8654 平成21年3月1日

119 医療法人柏葉脳神経外科病院 062－8513 平成21年3月1日

住　　　　　　　　　　　　　　　所

北広島市北の里27番地4

帯広市西19条南1丁目7番地7

札幌市中央区南1条東7丁目17番1号

札幌市白石区東札幌1条1丁目1番8号

札幌市北区北14条西4丁目14－1ハーモネートビル

芦別市上芦別町26番地23

美唄市西2条南2丁目1番1号

旭川市永山3条12丁目1番7号

札幌市中央区大通西3丁目11番地

室蘭市東町3丁目25番3号

札幌市中央区北11条西23丁目2番10号

札幌市西区発寒12条12丁目2番50号

札幌市中央区南2条西3丁目8番地

札幌市中央区北4条西4丁目1番地

札幌市中央区南2条西3丁目15番地1号

札幌市中央区北3条東2丁目2番地30

札幌市中央区北4条西4丁目1番地

苫小牧市字勇払145番1

河東郡士幌町字士幌西2線159番地

北見市豊地1番地21

旭川市5条通2丁目1677番地7

苫小牧市表町3丁目1番6号

札幌市豊平区月寒東1条15丁目7番20号

河東郡音更町大通5丁目1番地

札幌市中央区北3条西27丁目1番1号

札幌市白石区平和通16丁目南1番1号

札幌市西区発寒14条12丁目1番5号
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５０　確定拠出企業年金一覧　

企業年金名 郵便番号 承認月日

1 株式会社高組 078－8213 平成14年4月12日

2 建基コンサルタント株式会社 001－0023 平成14年6月26日

3 日本ニューホランド株式会社 060－0007 平成14年8月9日

4 株式会社ハタナカ昭和 077－0045 平成14年9月11日

5 大野土建株式会社 095－0029 平成14年11月26日

6 社団法人北海道栽培漁業振興公社 060－0003 平成15年1月9日

7 道銀ＤＣらいらっくプラン 060－0061 平成15年3月12日

8 片桐企業グループ 060－0051 平成15年3月26日

9 札幌商工会議所ＤＣ総合型 060－0001 平成15年3月26日

10 札商総合型確定拠出年金 060－0001 平成15年5月22日

11 橋場グループ 098－0507 平成15年8月18日

12 北雄ラッキーグループ 060－0011 平成16年1月22日

13 札幌テレビ放送株式会社 060－8705 平成16年2月18日

14 ホーマック株式会社 004－8611 平成16年2月26日

15 日本高圧コンクリート株式会社 060－0062 平成16年3月11日

16 株式会社ホンダカーズ札幌中央 003－0022 平成16年5月1日

17 葵建設株式会社 085－0815 平成16年6月1日

18 株式会社丸井今井 060－8667 平成16年7月29日

19 株式会社つうけん 003－0026 平成16年9月29日

20 丸水札幌中央水産株式会社 060－8505 平成16年9月29日

21 株式会社宮川建設 003－8610 平成16年10月18日

22 北海道マツダ販売株式会社 060－0032 平成16年10月25日

23 株式会社モロオ 060－8525 平成16年12月13日

24 医療法人社団恵愛会佐々木病院 043－0041 平成17年1月18日

25 札幌ヤクルト販売株式会社 060－0042 平成17年1月18日

26 北海道電力株式会社 060－8677 平成17年3月18日

27 株式会社ほくやく 060－0011 平成17年3月18日

28 勇建設株式会社 060－0006 平成17年3月25日

29 株式会社廣野組 070－0034 平成17年3月25日

30 エア・ウォーター株式会社 060－0003 平成17年3月25日

31 株式会社新妻組 080－0803 平成17年4月20日

32 株式会社砂子組 079－0394 平成17年5月18日

33 萌州建設株式会社 077－0042 平成17年5月18日

34 株式会社ツルハ 065－0024 平成17年5月18日

35 丸吉運輸機工株式会社 061－1264 平成17年5月25日

36 株式会社函館酪農公社 042－0912 平成17年6月8日

37 株式会社北海道毎日サービス 060－0004 平成17年6月7日

38 北海道中小企業共済共同組合 060－0001 平成17年7月12日

39 財団法人札幌市交通事業振興公社 064－8606 平成17年7月15日

40 株式会社開発工営社 060－0004 平成17年8月8日

41 北見トヨペット株式会社 090－8652 平成17年10月25日

42 株式会社三八 060－0061 平成17年1月15日

43 共和コンクリート工業株式会社 060－0808 平成17年11月30日

44 不二建設株式会社 073－0041 平成17年12月12日

45 日本衛生株式会社 004－0871 平成17年12月12日

住　　　　　　　　　　　　　　　所

（平成21年3月31日現在）

旭川市3条通19丁目右10号

札幌市北区北23条9丁目2番16号

札幌市中央区北7条西25丁目1番7号

留萌市本町3丁目60番

士別市大通西1丁目5番地

札幌市中央区北3条西7丁目1番地

札幌市中央区南1条西4丁目16番地2

札幌市中央区南1条東3丁目11番地

札幌市中央区北1条西2丁目2番地1

札幌市中央区北1条西2丁目2番地1

上川郡風連町西町198番地

札幌市中央区北11条19丁目36番35号

札幌市中央区北1条西8丁目1番1

札幌市厚別区厚中央3条2丁目1番41号

札幌市中央区南2条西3丁目8番

札幌市白石区南郷通3丁目南7番13号

釧路市材木町15番17号

札幌市中央区南1条西2丁目11番地

札幌市白石区本通19丁目南6番8号

札幌市中央区北12条西20丁目2番1号

札幌市白石区平和通15丁目北1番21号

札幌市中央区大通東1丁目2番地

札幌市中央区北11条西14丁目1番1号

札幌市中央区北6条西14丁目4番地

札幌市中央区北2条東1丁目

札幌市中央区北3条西15丁目1番地50

檜山郡江差町姥神町31

札幌市中央区大通西6丁目大通公園ビル

旭川市4条通10丁目左10号

札幌市中央区北3条西1丁目2番地

帯広市東3条南8丁目1番地

空知郡奈井江町チャシュナイ987番地10

留萌市開運町2丁目1番1号

札幌市東区北24条東20丁目1－21

北広島市輪厚681番地14

函館市中野町118番地

札幌市中央区北4条西6丁目1番地

札幌市中央区北1条西7丁目1番地

札幌市中央区南6条西2丁目

札幌市中央区北4条西5丁目1番地

北見市とん田東町616番地

札幌市中央区南1条西12丁目322

札幌市北区北8条西3丁目28

滝川市西滝川232－1

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
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企業年金名 郵便番号 承認月日

46 松浦建設株式会社 068－0023 平成17年12月21日

47 北海道コンクリート工業株式会社 060－0002 平成18年2月3日

48 共進工業株式会社 068－0004 岩見沢市4条東12丁目 平成18年2月13日

49 會澤高圧コンクリート株式会社 053－0021 静内郡静内町中野町1丁目13番8号 平成18年2月7日

50 株式会社サークル鉄工 073－0043 滝川市幸町3丁目3番12号 平成18年2月23日

51 原田建設工業株式会社 060－0001 平成18年2月23日

52 株式会社エスコートカード 060－8645 平成18年3月1日

53 グリーンエキスプレス株式会社 063－0833 平成18年5月9日

54 株式会社サングリン太陽園 003－0030 平成18年5月25日

55 タカハタ建設株式会社 070－0810 平成18年5月22日

56 株式会社マルキンｻﾄｰ 060－0053 平成18年5月22日

57 サンエス電気通信株式会社 084－0912 平成18年6月23日

58 和弘食品株式会社 047－0261 平成18年8月22日

59 株式会社中山組 065－8610 平成18年8月22日

60 株式会社新生 060－0031 平成18年9月5日

61 日藤ホールデイングス株式会社 060－8721 平成18年9月22日

62 公南山明建設株式会社 068－0028 平成18年11月17日

63 エヌ・ティ・ティ北海道電話帳株式会社 060－0004 平成18年11月17日

64 株式会社宇治園 060－0032 平成19年1月22日

65 株式会社札幌東急ストア 003－8519 平成19年1月22日

66 イオン北海道株式会社 003－0026 平成19年2月7日

67 株式会社構研エンジニアリング 065－0018 平成19年2月22日

68 中道リース株式会社 060－0031 平成19年6月14日

69 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 004－8588 平成19年9月10日

70 北海道日本電気ソフトウェア株式会社 060－0808 平成20年2月15日

71 日産ディーゼル北海道販売株式会社 004－8523 札幌市厚別区厚別中央2条2丁目1－1 平成20年3月6日

72 サンワード貿易株式会社 060－0042 平成20年4月17日

73 北燃商事　株式会社 068－0008 岩見沢市八条東1丁目3番地 平成20年5月11日

74 株式会社　れんせい 080－2471 帯広市西二十一条南3丁目1番地10 平成20年6月18日

75 株式会社　北洋銀行 060－8661 札幌市中央区大通西3丁目11番地 平成20年11月10日

76 トヨタ自動車北海道　株式会社　 059－1393 苫小牧市字勇払145番1 平成20年12月1日

77 株式会社　北海道ブブ 007－0805 札幌市東区東苗穂5条2丁目5－19 平成21年2月27日

78 北海道放送　株式会社 061－8501 札幌市中央区北1条西5丁目2 平成21年2月27日

札幌市中央区大通西8丁目2番地の6

札幌市中央区北4条西16丁目1テルウェル札幌第2ビル

札幌市中央区北2条東10丁目93－12

札幌市白石区東札幌1条1丁目1－7

住　　　　　　　　　　　　　　　所

札幌市東区北19条東1丁目1－1

札幌市中央区北1条東5丁目9

札幌市清田区清田1条1丁目2番1号

札幌市北区北8条西3丁目28番地

札幌市白石区本通21丁目南1－10

札幌市東区北18条東17丁目1－1

旭川市本町2丁目

札幌市中央区南3条東3丁目18

釧路市星が浦大通1丁目7番1号

小樽市銭函3丁目504－1

札幌市中央区北3条西14丁目2

岩見沢市8条西23丁目1番地

札幌市中央区北1条東3丁目3　中道ビル6階

札幌市中央区北1条西10丁目1番地11

札幌市中央区北2条西2丁目40番地

札幌市白石区流通センター6丁目1－18

札幌市西区発寒13条14丁目1080－30

札幌市中央区南2条西2丁目12番地

岩見沢市3条西5丁目1番地
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