
1
国立障害者リハビリテーション
センター自立支援局函館視力障
害センター

厚生労働省 6000012070001 函館市湯川町1丁目35 昼間・高卒 ３年 20 昭和39年度

1 名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 名寄市 4000020012211 名寄市西4条北8丁目1 昼間 ４年 40 平成18年度

2 藤女子大学 人間生活学部 食物栄養学科 学校法人 藤学園 4430005000782 石狩市花川南4条5丁目7 昼間 ４年 80 平成8年度

3 天使大学 看護栄養学部 栄養学科 学校法人 天使学園 1430005000760 札幌市東区北13条東3丁目1 昼間 ４年 90 平成12年度

4 酪農学園大学
農食環境学群 食と健康学類
管理栄養士コース

学校法人 酪農学園 8430005005588 江別市文京台緑町582 昼間 ４年 40 平成13年度

5 北海道文教大学 人間科学部 健康栄養学科 学校法人 鶴岡学園 9430005006081 恵庭市黄金中央5丁目196 昼間 ４年 150 平成15年度

6 札幌保健医療大学 保健医療学部 栄養学科 学校法人 吉田学園 1430005000819 札幌市東区中沼4条2丁目1 昼間 ４年 80 平成29年度

1 函館短期大学 食物栄養学科 学校法人 野又学園 4440005000328 函館市高丘町52 昼間 ２年 60 昭和38年度

2 帯広大谷短期大学 生活科学科栄養士課程
学校法人 帯広大谷学
園

1460105000435 河東郡音更町希望が丘3 昼間 ２年 40 昭和40年度

3 旭川市立大学短期大学部 食物栄養学科
公立大学法人 旭川市
立大学

240005004370 旭川市永山3条23丁目1 昼間 ２年 50 令和5年度

4 光塩学園女子短期大学 食物栄養科 学校法人 光塩学園 1430005000703 札幌市南区真駒内上町3丁目1 昼間 ２年 100 昭和42年度

5 釧路短期大学 生活科学科 食物栄養専攻 学校法人 緑ケ岡学園 7460005000331 釧路市緑ヶ岡1丁目10 昼間 ２年 30 昭和58年度

6 名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 名寄市 4000020012211 名寄市西4条北8丁目1 昼間 ４年 40 昭和36年度

7 藤女子大学 人間生活学部 食物栄養学科 学校法人 藤学園 4430005000782 石狩市花川南4条5丁目7 昼間 ４年 80 平成4年度

8 天使大学 看護栄養学部　栄養学科 学校法人 天使学園 1430005000760 札幌市東区北13条東3丁目1 昼間 ４年 90 平成12年度

9 酪農学園大学
農食環境学群 食と健康学類
管理栄養士コース

学校法人 酪農学園 8430005005588 江別市文京台緑町582 昼間 ４年 40 平成13年度

10 北海道文教大学 人間科学部 健康栄養学科 学校法人 鶴岡学園 9430005006081 恵庭市黄金中央5丁目196 昼間 ４年 150 昭和38年度

11 札幌保健医療大学 保健医療学部 栄養学科 学校法人 吉田学園 1430005000819 札幌市東区中沼4条2丁目1 昼間 ４年 80 平成29年度

1 帯広大谷短期大学 社会福祉科 介護福祉専攻
学校法人 帯広大谷学
園

1460105000435 河東郡音更町希望が丘3 昼間 ２年 30 平成元年度

2 北翔大学
生涯スポーツ学部 健康福祉学
科　介護福祉コース

学校法人 北翔大学 5430005000682 江別市文京台23 昼間 ４年 20 平成9年度

3
國學院大學北海道短期大
学部

専攻科 福祉専攻 学校法人 國學院大學 9011005000356 滝川市文京町3丁目1 昼間 １年 30 平成12年度 募集停止中

4 北海道医療大学
看護福祉学部 福祉マネジメン
ト学科 ケア・マネジメント
コース

学校法人 東日本学園 8430005005729 石狩郡当別町金沢1757 昼間 ４年 20 平成14年度

5 日本医療大学
総合福祉学部　介護福祉マネ
ジメント学科

学校法人　日本医療大
学

4430005000758 札幌市清田区真栄434 昼間 ４年 40 令和4年度

6 旭川市立大学
保健福祉学部 コミュニティ福
祉学科

公立大学法人 旭川市
立大学

240005004370 旭川市永山3条23丁目1 昼間 ４年 40 令和5年度

1 函館大妻高等学校 福祉科
学校法人 函館大妻学
園

5440005000327 函館市柳町14 昼間 ３年 40 平成21年度

2 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 3000020013978 虻田郡留寿都村字留寿都179 昼間 ４年 20 平成21年度

3 北海道置戸高等学校 福祉科 北海道 7000020010006 常呂郡置戸町字置戸256 昼間 ３年 40 平成21年度

4 北海道剣淵高等学校 総合学科 生活福祉系列 剣淵町 1000020014656 上川郡剣淵町仲町22 昼間 ３年 24 平成21年度

所　管　養　成　施　設　等　一　覧

指定開始年度 備考番号 名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地 昼夜等の別
修業
年限

入学
定員

法人番号

令和５年４月１日現在

○あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師養成施設【１校１課程】

○管理栄養士養成施設【６校６課程】

○介護福祉士学校【６校６課程】

○福祉系高等学校等【４校４課程】

○栄養士養成施設【１１校１１課程】



指定開始年度 備考番号 名　　　　称 学　科　等 設　置　者 所　在　地 昼夜等の別
修業
年限

入学
定員

法人番号

1 藤女子大学 人間生活学部 人間生活学科 学校法人 藤学園 4430005000782 石狩市花川南4条5丁目7 昼間 ４年 80 平成21年度

2 北海道教育大学函館校
教育学部 国際地域学科 地域
協働専攻 地域政策グループ

国立大学法人 北海道
教育大学

5430005004015 函館市八幡町1 昼間 ４年 40 平成21年度

3 名寄市立大学 保健福祉学部 社会福祉学科 名寄市 4000020012211 名寄市西4条北8丁目1 昼間 ４年 57 平成21年度

社会福祉学部 福祉計画学科 昼間 ４年 95 平成21年度 募集停止中

社会福祉学部 福祉臨床学科 昼間 ４年 95 平成21年度 募集停止中

社会福祉学部　社会福祉学科 昼間 ４年 125 令和5年度

5 札幌学院大学 人文学部 人間科学科
学校法人 札幌学院大
学

7430005005589 江別市文京台11 昼間 ４年 50 平成21年度

6 星槎道都大学 社会福祉学部 社会福祉学科
学校法人 北海道星槎
学園

3430005004792 北広島市中の沢149 昼間 ４年 60 平成21年度

7 北翔大学
生涯スポーツ学部 健康福祉学
科 社会福祉コース

学校法人 北翔大学 5430005000682 江別市文京台23 昼間 ４年 40 平成26年度

8 北海道医療大学
看護福祉学部 福祉マネジメン
ト学科

学校法人 東日本学園 8430005005729 石狩郡当別町金沢1757 昼間 ４年 80 平成21年度

9 旭川市立大学
保健福祉学部 コミュニティ福
祉学科

公立大学法人 旭川市
立大学

240005004370 旭川市永山3条23丁目1 昼間 ４年 40 平成21年度

10
専門学校北海道福祉・保
育大学校

社会福祉学科 学校法人 吉田学園 1430005000819 札幌市中央区南3条西1丁目15 昼間 ４年 30 平成21年度

11 札幌心療福祉専門学校 精神保健福祉科 学校法人 西野学園 1430005000769 札幌市中央区北2条西20丁目2 昼間 ３年 40 平成21年度

総合福祉学部　ソーシャル
ワーク学科

昼間 ４年 80 令和4年度

通信教育部　総合福祉学部
ソーシャルワーク学科

通信 ４年 100 令和5年度

1 帯広大谷短期大学 介護福祉士実務者研修通信科
学校法人 帯広大谷学
園

1460105000435 河東郡音更町希望が丘3 通信 ７月 50 平成26年6月 募集停止中

1 星槎道都大学
通信教育科社会福祉士養成課
程（一般）

学校法人 北海道星槎
学園

3430005004792 北広島市中の沢149 通信
１年
９月

40 平成27年度

合　　　　　計 42校 45課程 2,666名

○福祉系大学等【１２校１５課程】

○介護福祉士実務者学校【１校１課程】

○社会福祉士学校【１校１課程】

4 北星学園大学 学校法人 北星学園 1430005000785 札幌市厚別区大谷地西2丁目3

日本医療大学12
学校法人 日本医療大
学

4430005000758 札幌市清田区真栄434


