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関係機関窓口一覧 
 

 

機 関 名 関 係 項 目 ページ 

○警察署  １－（２）   １   

○市の福祉事務所 
 ２－（１）、３－（３）、

６－（５）・（７） 
  ２   

○道の福祉事務所 

２－（１）・（３）、３－

（２）・（３）、６－（５）

・（７） 

  ３   

○児童相談所  ３－（６）～（９）   ３ 

○地方裁判所  １－（１）、７－（４）   ４ 

○公証役場  ７－（５）   ４ 

○日本司法支援センター（法テラス）  ７－（１）・（３）   ５ 

○その他の法律相談窓口  ７－（１）   ５ 

○公共職業安定所（ハローワーク） ６－（１）～（３）   ６ 

○母子家庭等就業・自立生活支援センター  ６－（８）   ６ 
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 ●警察署＜ＤＶの相談・通報先＞ 

札幌方面警察署   せたな警察署  生活安全係 0137-84-6110 

警察署 担当部署 電話番号   寿都警察署 〃 0136-62-2110 

 中央警察署      生活安全第一課 011-242-0110   

 東警察署  生活安全課 011-704-0110            旭川方面警察署 

 西警察署      〃       011-666-0110  警察署 担当部署 電話番号 

 南警察署      〃       011-552-0110   旭川中央警察署  生活安全課 0166-25-0110 

 北警察署      〃       011-727-0110   旭川東警察署 〃 0166-34-0110 

 白石警察署      〃       011-814-0110   士別警察署  生活安全係 0165-23-0110 

 豊平警察署      〃       011-813-0110   名寄警察署      〃      01654-2-0110 

 厚別警察署      〃       011-896-0110   美深警察署      〃      01656-2-1110 

 手稲警察署      〃       011-686-0110   枝幸警察署      〃      0163-62-0110 

 江別警察署      〃       011-382-0110   稚内警察署  生活安全課 0162-24-0110 

 千歳警察署      〃       0123-42-0110   富良野警察署  生活安全係 0167-22-0110 

 岩見沢警察署      〃       0126-22-0110   深川警察署      〃      0164-23-0110 

 栗山警察署  生活安全係 0123-72-0110   沼田警察署      〃      0164-35-3110 

 夕張警察署      〃       0123-52-0110   留萌警察署  生活安全課 0164-42-0110 

 三笠警察署      〃       01267-2-8110   羽幌警察署  生活安全係 0164-62-1110 

 美唄警察署      〃       0126-63-0110   天塩警察署 〃 01632-2-2110 

 砂川警察署      〃       0125-54-0110   

 滝川警察署  生活安全課 0125-24-0110             釧路方面警察署 

 赤歌警察署  生活安全係 0125-32-0110  警察署 担当部署 電話番号 

 芦別警察署 〃 0124-22-0110   釧路警察署  生活安全課 0154-23-0110 

 小樽警察署  生活安全課 0134-27-0110   厚岸警察署  生活安全係 0153-52-0110 

 余市警察署  生活安全係 0135-22-0110   弟子屈警察署 〃 0154-82-2110 

 倶知安警察署      〃       0136-22-0110   根室警察署  生活安全課 0153-24-1110 

 岩内警察署      〃       0135-62-0110   中標津警察署 〃 0153-72-0110 

 伊達警察署  生活安全課 0142-22-0110   池田警察署  生活安全係 0155-72-0110 

 室蘭警察署      〃       0143-46-0110   本別警察署 〃 0156-22-0110 

 苫小牧警察署      〃       0144-35-0110   帯広警察署  生活安全課 0155-25-0110 

 門別警察署  生活安全係 01456-2-0110   新得警察署  生活安全係 0156-64-0110 

 静内警察署      〃       0146-43-0110   広尾警察署 〃 01558-2-0110 

 浦河警察署      〃       0146-22-0110   

            北見方面警察署 

          函館方面警察署  警察署 担当部署 電話番号 

警察署 担当部署 電話番号   北見警察署  生活安全課 0157-24-0110 

 函館中央警察署 生活安全課 0138-54-0110   遠軽警察署  生活安全係 0158-42-0110 

 函館西警察署 〃 0138-42-0110   網走警察署  生活安全課 0152-43-0110 

 森警察署 生活安全係 01374-2-0110   美幌警察署  生活安全係 0152-72-0110 

 八雲警察署      〃       0137-64-2110   斜里警察署      〃      0152-23-0110 

 木古内警察署      〃       01392-2-4110   紋別警察署      〃      01582-3-0110 

 松前警察署      〃       0139-42-3110   興部警察署      〃      01588-2-2110 

 江差警察署      〃       0139-52-0110   
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●ＤＶに関するその他の相談先 
 
 ◆市の福祉事務所（生活保護相談等） 

名      称 住    所 電話番号 
函館市福祉事務所        函館市東雲町4番13号  0138-21-3256 
小樽市福祉部生活支援第１課・第２課 小樽市花園2丁目12番1号  0134-32-4111 
旭川市福祉保険部保護第１課・第２課・第３課                  旭川市7条通10丁目  0166-26-1111 
室蘭市保健福祉部保護課 室蘭市幸町1番2号  0143-22-1111 
釧路市福祉部生活福祉事務所 釧路市黒金町7丁目5番地  0154-23-5151 
帯広市保健福祉部保護課 帯広市西５条南７丁目１番地  0155-24-4111 
北見市保健福祉部保護課 北見市北5条東2丁目  0157-23-7111 
夕張市福祉課 夕張市本町4丁目2  0123-52-3131 
岩見沢市健康福祉部保護課 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号  0126-23-4111 
網走市福祉部社会福祉課 網走市南6条東4丁目１  0152-44-6111 
留萌市健康福祉部社会福祉課 留萌市幸町1丁目11番地  0164-42-1801 
苫小牧市保健福祉部保護課 苫小牧市旭町4丁目5番6号  0144-32-6111 
稚内市生活福祉部社会福祉課 稚内市中央3丁目13番15号  0162-23-6161 
美唄市保健福祉部地域福祉課 美唄市西3条南1丁目1番1号  0126-62-3149 
芦別市市民福祉部福祉課 芦別市北1条東1丁目３  0124-22-2111 
江別市健康福祉部福祉課 江別市高砂町６番地  011-381-1031 
赤平市社会福祉課 赤平市泉町4丁目1番地  0125-32-2211 
紋別市保健福祉部社会福祉課 紋別市幸町2丁目1番１８号  0158-24-2111 
士別市保健福祉部福祉課 士別市東6条4丁目１  0165-23-3121 
名寄市健康福祉部社会課 名寄市大通南１丁目１番地  01654-3-2111 
三笠市環境福祉部福祉事務所 三笠市幸町2番地  01267-2-3181 
根室市市民福祉部社会福祉課 根室市常盤町2丁目２７番地  0153-23-6111 
千歳市保健福祉部福祉課 千歳市東雲町2丁目34番地  0123-24-3131 
滝川市保健福祉部福祉課 滝川市大町1丁目2番15号  0125-23-1234 
砂川市市民部社会福祉課 砂川市西6条北3丁目1番1号  0125-54-2121 
歌志内市保健福祉課 歌志内市字本町5番地  0125-42-3217 
深川市市民福祉部社会福祉課 深川市2条17番17号  0164-26-2228 
富良野市保健福祉部福祉課 富良野市弥生町1番1号  0167-39-2211 
登別市保健福祉部社会福祉グループ 登別市中央町6丁目11番地  0143-85-2111 
恵庭市保健福祉部福祉課 恵庭市京町1番地  0123-33-3131 
伊達市福祉部社会福祉課 伊達市鹿島町２０－１  0142-23-3331 
北広島保健福祉部福祉課 北広島市中央4丁目2番地１  011-372-3311 
石狩市保健福祉部福祉総務課 石狩市花川北6条1丁目30番地２  0133-72-3127 
北斗市民生部社会福祉課 北斗市中央１丁目３番１０号  0138-73-3111 
  
 
札 
 
幌 
 
市 
 
 
 

中央区保健福祉部保護一課 札幌市中央区南3条西11丁目  011-231-2400 
北区保健福祉部保護一課 札幌市北区北24条西6丁目  011-757-2400 
東区保健福祉部保護一課 札幌市東区北11条東7丁目  011-741-2400 
白石区保健福祉部保護一課 札幌市白石区本郷通3丁目北  011-861-2400 
厚別区保健福祉部保護一課 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目  011-895-2400 
豊平区保健福祉部保護一課 札幌市豊平区平岸6条10丁目  011-822-2400 
清田区保健福祉部保護課 札幌市清田区平岡1条1丁目  011-889-2400 
南区保健福祉部保護課 札幌市南区真駒内幸町2丁目２番  011-582-2400 
西区保健福祉部保護一課 札幌市西区琴似2条7丁目  011-641-2400 
手稲区保健福祉部保護課 札幌市手稲区前田1条11丁目  011-681-2400 
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 ◆道の福祉事務所（生活保護相談等） 

名      称 住      所 電話番号 

空知総合振興局保健環境部社会福祉課 岩見沢市８条西５丁目 0126-20-0200 

同           深川社会福祉事務出張所 深川市２条１９番１３号 0164-23-3402 

石狩振興局保健環境部社会福祉課 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館５階 011-231-4111 

後志総合振興局保健環境部社会福祉課 虻田郡倶知安町北１条東２丁目後志合同庁舎 0136-23-1300 

同           寿都社会福祉事務出張所 寿都郡寿都町字渡島町５０寿都総合庁舎 0136-62-2214 

同           余市社会福祉事務出張所 余市郡余市町朝日町１１－１余市合同庁舎 0135-22-6118 

胆振総合振興局保健環境部社会福祉課 室 蘭 市 海 岸 町 １ 丁 目 ４ 番 １ 号 む ろ ら ん 広 域 セ ン タ ー ビ ル              0143-24-9900 

日高振興局保健環境部社会福祉課 浦河郡浦河町栄丘東通５６号 0146-22-9030 

渡島総合振興局保健環境部社会福祉課 函館市美原４丁目６番１６号 0138-47-9400 

同           松前社会福祉事務出張所 松前郡松前町字福山１１８ 0139-42-2257 

檜山振興局保健環境部社会福祉課 檜山郡江差町字陣屋町３３６－３ 0139-52-6500 

同         北檜山社会福祉事務出張所 久遠郡せたな町北檜山区北檜山２３５－１０ 0137-84-5729 

上川総合振興局保健環境部社会福祉課 旭川市永山６条１９丁目１－１上川合同庁舎 0166-46-5900 

同           名寄社会福祉事務出張所 名寄市西４条南２丁目 01654-2-2258 

留萌振興局保健環境部社会福祉課 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8317 

同         天塩社会福祉事務出張所 天塩郡天塩町新栄通９丁目天塩合同庁舎 01632-2-1080 

宗谷総合振興局保健環境部社会福祉課 稚内市末広４丁目２－２７ 0162-33-2516 

同           鴛泊社会福祉事務出張所 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町鴛泊合同庁舎 0163-82-1549 

オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課 網走市北７条西３丁目オホーツク合同庁舎 0152-41-0603 

同             遠軽社会福祉事務出張所 紋別郡遠軽町大通北5丁目遠軽総合庁舎 0158-42-5161 

同             紋別社会福祉事務出張所 紋別市幸町６丁目紋別総合庁舎 0158-24-3101 

十勝総合振興局保健環境部社会福祉課 帯広市東３条南３丁目 0155-26-9005 

釧路総合振興局保健環境部社会福祉課 釧路市浦見２丁目２番５４号 0154-43-9100 

根室振興局保健環境部中標津社会福祉事務出張所 標津郡中標津町東５条北３丁目 0153-72-2161 

 

 ◆児童相談所＜児童虐待の通告先＞ 

名   称 電話番号 所管区域 

北海道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央児童相談所 

 

011-631-0301 

 

 札幌市を除く 

 石狩振興局・後志総合振興局管内 

 旭川児童相談所 0166-23-8195  上川総合振興局・留萌振興局管内 

 同         稚内分

室 

0162-32-6171  宗谷総合振興局管内 

 帯広児童相談所 0155-22-5100  十勝総合振興局管内 

 釧路児童相談所 0154-92-3717  釧路総合振興局・根室振興局管内 

 函館児童相談所 0138-54-4152  渡島総合振興局・檜山振興局管内 

 北見児童相談所 0157-24-3498  オホーツク総合振興局管内 

 岩見沢児童相談所 0126-22-1119  空知総合振興局管内 

 室蘭児童相談所 0143-44-4152  胆振総合振興局・日高振興局管内 

札幌市  児童福祉総合センター 011-622-8630  札幌市 
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◆地方裁判所＜保護命令申立て関係＞  

名   称 電話番号 名   称 電話番号 

 札幌地方裁判所 011-290-2173  旭川地方裁判所 0166-51-6251 

 同   岩見沢支部 0126-22-6650  同   名寄支部 01654-3-3331 

 同   滝川支部 0125-23-2311  同   紋別支部 0158-23-2856 

 同   室蘭支部 0143-44-6733  同   留萌支部 0164-42-0465 

 同   苫小牧支部 0144-32-3295  同   稚内支部 0162-33-5289 

 同   浦河支部 0146-22-4165  釧路地方裁判所 0154-41-4171 

 同   小樽支部 0134-22-9157  同   帯広支部 0155-23-5141 

 同   岩内支部 0135-62-0138  同   網走支部 0152-43-4115 

 函館地方裁判所 0138-38-2370  同   北見支部 0157-24-8431 

 同   江差支部 0139-52-0174  同   根室支部 0153-24-1617 

 

◆公証役場 

名  称 住              所 電話番号 

 札幌大通公証役場  札幌市中央区大通西４-１道銀ビル１０階  011-241-4267 

 札幌中公証役場  札幌市中央区大通西11-4登記センタービル5階  011-271-4977 

 小樽公証役場  小樽市色内1-9-1松田ビル１階  0134-22-4530 

 岩見沢公証役場  岩見沢市４条西1-2-5ＭＹ岩見沢ビル2階  0126-22-1752 

 室蘭公証役場  室蘭市中島町1-33-9山松ビル４階  0143-44-8630 

 苫小牧公証役場  苫小牧市表町2-3-23エイシンビル2階  0144-36-7769 

 滝川公証役場  滝川市大町1-8-27振興公社管理ビル1階  0125-24-1218 

 函館公証人合同役場  函館市若松町15-7-51函館北洋ビル5階  0138-22-5661 

 旭川公証人合同役場  旭川市６条通8-37-22ＴＲ６.８ビル5階  0166-23-0098 

 名寄公証役場  名寄市西１南9-35  01654-3-3131 

 釧路公証人合同役場  釧路市末広町7-2金森ビル１階  0154-25-1365 

 帯広公証人合同役場  帯広市西6南6-3ソネビル３階  0155-22-6789 

 北見公証役場  北見市北4東1-11双進ビル３階  0157-31-2511 
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 ◆日本司法支援センター（法テラス） 

        名   称        電話番号             受付時間 

 札幌地方事務所    0503383-5555  

 月～金  9:00～17:00  函館地方事務所    0503383-5560 

 旭川地方事務所    0503383-5566 

 釧路地方事務所    0503383-5567 

  

 ◆弁護士会の法律相談窓口 

名     称 電話番号 受付時間 

 札幌弁護士会法律相談センター 011-251-7730 
 月～金  9:00～12:00 

        13:00～16:00 

女性のための女性弁護士による 
無料電話法律相談  
ほっとらいん ぶーけ（札幌弁護士会） 

 

050-3369-0550 

 

 月・水・金 16:00～19:00 

 火・木      12:00～15:00 

函館弁護士会法律相談センター 0138-41-0232 
 月～金  10:00～16:00 

（祝祭日を除く） 

旭川弁護士会法律相談センター 0166-51-9527 月～金  9:00～17:00 

釧路弁護士会法律相談センター 0154-41-3444 月～金  9:00～17:00 
 

◆その他の法律相談窓口 

名     称 電話番号 受付時間 

 道立女性プラザ（弁護士相談） 

 

011-251-6349 

 

 第２･４水、奇数月の第３水 

 13:15～15:45 

 道立女性相談援助センター 011-666-9955  第１･３木 13:30～16:00 

 市町村が開設する法律相談 居住市町村にお問い合わせください。 
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 ◆公共職業安定所（ハローワーク） 

名   称 電話番号 名   称 電話番号 

ハローワーク札幌 011-562-0101 ハローワーク深川 ０164-23-2148 

ハローワークプラザ札幌 011-242-8689 ハローワーク砂川  0125-54-3147 

マザーズハローワーク札幌 011-233-0301 ハローワーク釧路（コ）  0154-41-1201 

ハローワーク札幌東 011-853-0101 ハローワークプラザ釧路  0154-23-8609 

ハローワーク江別（コ） 011-382-2377 ハローワーク室蘭  0143-22-8689 

ハローワーク札幌北 011-743-8609 ハローワークプラザ中島（コ）  0143-47-8103 

ハローワークプラザ北２４ 011-738-3163 ハローワーク伊達  0142-23-2034 

ハローワーク函館（コ） 0138-26-0735 ハローワーク岩見沢（コ）  0126-22-3450 

ハローワークプラザはこだて 0138-45-8609 ハローワーク稚内  0162-34-1120 

ハローワーク八雲 0137-62-2509 ハローワーク岩内  0135-62-1262 

ハローワーク江差 0139-52-0178 ハローワーク倶知安  0136-22-0248 

ハローワーク旭川（コ） 0166-51-0176 ハローワーク留萌  0164-42-0388 

ハローワークプラザ帯広 0155-26-1810 ハローワーク名寄  01654-2-4326 

ハローワーク富良野 0167-23-4121 ハローワーク士別  0165-23-3138 

ハローワーク帯広（コ） 0155-23-8296 ハローワーク浦河  0146-22-3036 

ハローワーク池田 0155-72-2561 ハローワーク静内  0146-42-1734 

ハローワーク北見（コ） 0157-23-6251 ハローワーク網走  0152-44-6287 

ハローワーク美幌 0152-73-3555 ハローワーク苫小牧  0144-32-5221 

ハローワーク遠軽 0158-42-2779 ハローワークプラザ苫小牧（コ）  0144-35-8689 

ハローワーク紋別 0158-23-5291 ハローワーク根室  0153-23-2161 

ハローワーク小樽（コ） 0134-32-8689 ハローワーク中標津  0153-72-2544 

ハローワーク余市 0135-22-3288 ハローワーク千歳（コ）  0123-24-2177 

ハローワーク滝川 0125-22-3416 ハローワーク夕張  0123-52-4411 

  ※（コ）は、「マザーズコーナー」設置安定所。 

 

 ◆母子家庭等就業・自立生活支援センター 

         名      称         住   所    電話番号 

社会福祉法人函館市民生事業協会 

母子家庭等就業・自立支援センター 
函館市若松町36番25号 0138-24-8040 

社会福祉法人北見睦会 

むつみ会ひとり親等自立支援センター 
北見市北8条西1丁目 0157-23-4195 

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 

母子家庭等就業・自立支援センター 
旭川市５条通４丁目 0166-21-7181 

社会福祉法人釧路まりも学園 

母子家庭等就業・自立支援センター 
釧路市旭町１６番５号 0154-22-2401 

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会 

母子家庭等就業・自立支援センター 

帯広市公園東町3丁目 

9番地１ 
0155-20-7751 

社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会 

母子家庭等就業・自立支援センター 

室蘭市東町２丁目３番３号 

ハートセンタービル１Ｆ 
0143-83-7047 

社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会 

札幌市母子家庭等就業支援センター 

札幌市中央区大通西19丁

目 
011-631-4257 

 
 


