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【関係機関・団体一覧】 

◇市町村                        （ ）内は内線 

  名  称          担   当   部   署     連  絡  先 

札幌市       市民文化局地域振興部区政課      011-211-2252 

函館市 市民部くらし安心課 0138-21-3189 

小樽市 生活安全課市民相談係 0134-32-4111(226) 

旭川市 防災安全部交通防犯課 0166-25-6215 

室蘭市 生活環境部地域生活課 0143-25-2380 

釧路市 市民環境部市民生活課生活安全担当 0154-31-4590 

帯広市 市民福祉部地域福祉課市民相談室 0155-65-4200 

北見市 市民環境部市民活動課 0157-25-1105 

夕張市 市民課市民係 0123-52-3104 

岩見沢市 市民連携室市民相談・交通防犯係 0126-23-4111(218) 

網走市 市民環境部市民活動推進課市民活動推進係 0152-44-6111(346) 

留萌市 総務部危機対策室 0164-56-5005 

苫小牧市 市民生活部市民生活課 0144-32-6303 

稚内市 生活福祉部生活衛生課市民生活グループ 0162-23-6413 

美唄市 市民部生活環境課生活交通係 0126-62-3131(2231) 

芦別市 市民福祉部市民課生活交通係 0124-22-2111(163) 

江別市 生活環境部市民生活課市民活動係(交通防犯担当） 011-381-1093 

赤平市 総務課庶務係 0125-32-2211 

紋別市 市民生活部市民協働課生活防犯・消費係 0158-24-2111(407) 

士別市 市民自治部自治環境課 0165-26-7736 

名寄市 市民部環境生活課 01654-3-2111 

三笠市 消防本部生活安全センター 交通防災係 01267-2-7777 

根室市 市民環境課交通市民生活担当 0153-23-6111(2123・

2124) 

千歳市 市民環境部市民生活課防犯・交通安全係 0123-24-0263 

滝川市 市民生活部くらし支援課 交通・生活安全係   0125-28-8012 

砂川市 市民部市民生活課生活交通係 0125-54-2121(1132) 

歌志内市 総務課庶務グループ 0125-42-3212 

深川市 企画総務部総務課自治防災室自治防災係 0164-26-2215 

富良野市 市民生活部市民協働課 0167-39-2311 

登別市 市民生活部市民協働グループ 0143-84-1079 

恵庭市 生活環境部市民生活課 0123-33-3131(1181) 

伊達市 総務部市民課市民係 0142-82-3164 

北広島市 保健福祉部高齢者・障がい者相談担当 011-372-3311(2151) 

石狩市 環境市民部広聴・市民生活課 0133-72-3191 

北斗市 市民部市民課市民係 0138-73-3111(112) 

当別町 住民環境部環境生活課町民生活係 0133-23-3209 

新篠津村 住民課住民生活係 0126-57-2111(330) 

松前町 町民生活課  0139-42-2633 

福島町 総務課総務防災係 0139-47-3001 

知内町 生活福祉課戸籍住民係 01392-5-6161(34) 

木古内町 町民課住民グループ 01392-2-3131(128) 

七飯町 民生部住民課交通防犯係 0138-65-2512 
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鹿部町 民生課 01372-7-5290 

森町 住民生活課住民生活係 01374-7-1084 

八雲町 住民生活課社会係 0137-62-2112 

長万部町 保健福祉課 01377-2-2454 

江差町 総務課防災生活係 0139-52-6711 

上ノ国町 住民課住民環境グループ 0139-55-2311（266） 

厚沢部町 住民税務課生活安全係 0139-64-3313 

乙部町 総務課 0139-62-2311 

奥尻町 地域政策課住民生活係 01397-2-3404 

今金町 くらし安心課防災・住民生活グループ 0137-82-0111（173） 

せたな町 総務課地域生活係 0137-84-5111（1217） 

島牧村 総務課総務係 0136-75-6211(15) 

寿都町 企画課地域調整係 0136-62-2608 

黒松内町 総務課 0136-72-3311 

蘭越町 住民福祉課住民運動係 0136-55-6437 

ニセコ町 福祉課福祉係 0136-44-2121 

真狩村 総務課総務係 0136-45-3610 

留寿都村 住民福祉課環境生活係 0136-46-3131 

喜茂別町 総務課企画情報係 0136-33-2211 

京極町 企画振興課企画調整係 0136-42-2111(25) 

倶知安町 住民環境課生活安全係 0136-56-8005 

共和町 住民生活課生活安全係 0135-73-2011(134) 

岩内町 総務部総務財政課 0135-62-1011 

泊村 総務部総務課総務係 0135-75-2021 

神恵内村 総務課広報統計係 0135-76-5011(213) 

積丹町 住民福祉課 0135-44-2111(292) 

古平町 民生課福祉係 0135-42-2181(56) 

仁木町 総務課総務係 0135-32-2511 

余市町 民生部福祉課 0135-21-2120 

赤井川村 総務課総務係 0135-34-6211 

南幌町 住民課環境交通グループ 011-398-7047 

奈井江町 総務課防災交通係 0125-65-2111 

上砂川町 住民課生活環境係 0125-62-2220(331) 

由仁町 住民課環境・交通担当 0123-83-3902 

長沼町 税務住民課町民生活係 0123-88-2111(241) 

栗山町 環境政策課生活安全グループ 0123-73-7510 

月形町 総務課危機管理係 0126-53-2321 

浦臼町 総務課庶務係 0125-68-2111 

新十津川町 保健福祉課子育て・福祉グループ 0125-72-2035 

妹背牛町 健康福祉課福祉グループ 0164-32-2413 

秩父別町 住民課住民福祉グループ 0164-33-2111(46) 

雨竜町 総務課総務担当 0125-77-2211 

北竜町 総務課庶務係 0164-34-2111(226) 

沼田町 住民生活課環境グループ 0164-35-2115 

鷹栖町 町民課 0166-87-2111 

東神楽町 くらしの窓口課 0166-83-5402 
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当麻町 総務課 0166-84-2111 

比布町 総務企画課生活安全係 0166-85-4801 

愛別町 総務企画課防災安全係 01658-6-5111 

上川町 企画総務課総務財政グループ 01658-2-1211(212) 

東川町 企画総務課総務室 0166-82-2111 

美瑛町 住民生活課住民生活係 0166-92-4294 

上富良野町 町民生活課生活環境班 0167-45-6985 

中富良野町 総務課防災安全係 0167-44-2122 

南富良野町 総務課防災安全推進室 0167-52-2112 

占冠村 福祉子育て支援課社会福祉担当 0167-56-2125 

和寒町 総務課生活安全係 0165-32-2421(222) 

剣淵町 住民課環境生活グループ 0165-26-9026 

下川町 税務住民課住民生活グループ 01655-4-2511(118) 

美深町 住民生活課生活環境グループ 01656-2-1615 

音威子府村 住民課住民生活室生活環境係 01656-5-3312 

中川町 住民課住民サービス室 01656-7-2814 

幌加内町 保健福祉課しあわせ福祉係 0165-35-3090 

増毛町 町民課町民環境係 0164-53-1112 

小平町 総務課住民係 0164-56-2111(211) 

苫前町 住民生活課環境生活係 0164-64-2213 

羽幌町 町民課町民生活係 0164-62-1211(111) 

初山別村 総務課庶務係 0164-67-2211(21) 

遠別町 福祉課福祉係 01632-7-2114 

天塩町 住民課住民安全係 01632-2-1001(124) 

猿払村 保健福祉課福祉係 01635-2-2040 

浜頓別町 住民課環境生活係 01634-2-2345(113） 

中頓別町 総務課総務グループ 01634-6-1111(25) 

枝幸町 町民課環境生活グループ 0163-62-1237 

豊富町 町民課生活環境係 0162-82-1001 

礼文町 総務課 0163-86-1001 

利尻町 くらし支援課 0163-84-2345 

利尻富士町 企画政策課企画調整係 0163-82-2850 

幌延町 住民生活課生活グループ 01632-5-1112 

美幌町 町民生活部町民活動課広報相談グループ 0152-77-6538 

津別町 住民企画課住民環境係 0152-77-8377 

斜里町 民生部住民生活課住民活動係 0152-26-8312 

清里町 企画政策課まちづくりグループ住民活動担当 0152-25-2135 

小清水町 町民生活課住民活動係 0152-62-4472 

訓子府町 町民課町民生活係 0157-47-2203 

置戸町 総務課防災係 0157-52-3311 

佐呂間町 町民課住民活動係 01587-2-1213 

遠軽町 民生部住民生活課環境生活担当 0158-42-4812 

湧別町 住民税務課住民生活グループ 01586-2-5863 

滝上町 住民生活課防災活動係 0158-29-2111(231) 

興部町 住民課住民活動・環境係 0158-82-2164 

西興部村 企画総務課・企画係 0158-87-2111(28) 
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雄武町 住民生活課住民活動係 0158-84-2121 

大空町 福祉課福祉グループ 0152-74-2111(118) 

豊浦町 総務課庶務係 0142-83-1402 

壮瞥町 住民福祉課総合窓口係 0142-66-2121 

白老町 総務課防災交通室 0144-85-3080 

厚真町 住民課町民生活グループ 0145-26-7871 

洞爺湖町 住民課住民・戸籍年金グループ 0142-74-3002 

安平町 総務課情報グループ 0145-22-2511 

むかわ町 町民生活課 窓口グル－プ 0145-42-2414 

日高町 住民生活課環境生活・アイヌ政策グループ 01456-2-6182 

平取町 町民課生活環境係 01457-4-6113 

新冠町 町民生活課町民生活グループ社会係 0146-47-2112 

浦河町 町民課町民運動係 0146-26-9001 

様似町 税務町民課社会係 0146-36-2112(240) 

えりも町 町民生活課環境生活係 01466-2-4621 

新ひだか町 保健福祉部生活環境課生活環境・生活安全グループ 0146-49-0289 

音更町 町民生活部環境生活課地域安全係 0155-42-2111(565) 

士幌町 保健福祉課福祉保険グループ 01564-5-2006 

上士幌町 町民課総合窓口戸籍年金担当 01564-2-2111(134) 

鹿追町 町民課住民生活係 0156-66-4031 

新得町 町民課住民活動係 0156-64-0528 

清水町 保健福祉課福祉係 0156-69-2222(701) 

芽室町 健康福祉課社会福祉係 0155-62-9723 

中札内村 総務課総務グループ 0155-67-2311(105) 

更別村 住民生活課 住民生活係 0155-52-2112(115) 

大樹町 住民課住民活動係 01558-6-2116 

広尾町 保健福祉課（福祉係） 01558-2-0172 

幕別町 住民福祉部防災環境課交通防犯係 0155-54-6601 

池田町 総務課情報防災係 015-572-3111（208） 

豊頃町 住民課生活環境係 015-574-2213 

本別町 保健福祉課社会福祉担当 0156-22-8520 

足寄町 住民課住民室住民生活担当 0156-28-3858 

陸別町 総務課総務担当 0156-27-2141(213) 

浦幌町 町民課町民生活係 015-576-2114 

釧路町 総務部総務課総務係 0154-62-2271(219) 

厚岸町 町民課自治振興係 0153-52-3131(124) 

浜中町 福祉保健課福祉係 0153-62-2305 

標茶町 保健福祉課社会福祉係 015-485-2111(131) 

弟子屈町 環境生活課生活係 015-482-2934（144） 

鶴居村 総務課総務係 0154-64-2111 

白糠町 企画総務部総務課総務係 01547-2-2171(216) 

別海町 総務部防災交通担当課 0153-75-2111（2116・

2117） 

中標津町 町民生活部生活課交通町民相談係 0153-73-3111(221) 

標津町 住民生活課（交通住民担当） 0153-85-7243 

羅臼町 環境生活課環境生活係 0153-87-2115 
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◇警察 

 ・札幌方面 

  名   称       所   在   地  電話番号 

北海道警察本部 〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 011-251-0110 

中央警察署 〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目4番地 011-242-0110 

東警察署 〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号 011-704-0110 

西警察署 〒063-0032 札幌市西区西野2条5丁目3番60号 011-666-0110 

南警察署 〒064-0929 札幌市中央区南29条西11丁目1番 011-552-0110 

北警察署 〒001-0024 札幌市北区北24条西8丁目2番20号 011-727-0110 

白石警察署 〒003-0803 札幌市白石区菊水3条5丁目4番2号 011-814-0110 

豊平警察署 〒062-0907 札幌市豊平区豊平7条13丁目1番15号 011-813-0110 

厚別警察署 〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番20号 011-896-0110 

手稲警察署 〒006-0011 札幌市手稲区富丘1条4丁目3番1号 011-686-0110 

江別警察署 〒067-0073 江別市弥生町23番地 011-382-0110 

千歳警察署    〒066-0042 千歳市東雲町5丁目61番地 0123-42-0110 

岩見沢警察署   〒068-0010 岩見沢市10条東2丁目1番地 0126-22-0110 

栗山警察署   〒069-1513 夕張郡栗山町朝日3丁目115番地11  0123-72-0110 

美唄警察署   〒072-0002 美唄市東1条北7丁目1番1号 0126-63-0110 

滝川警察署  〒073-0023 滝川市緑町1丁目1番12号  0125-24-0110 

赤歌警察署   〒079-1142 赤平市東大町3丁目2番地 0125-32-0110 

芦別警察署   〒075-0031 芦別市南1条東2丁目12番地12 0124-22-0110 

小樽警察署  〒047-0033 小樽市富岡1丁目7番1号  0134-27-0110 

余市警察署  〒046-0015 余市郡余市町朝日町27番地  0135-22-0110 

倶知安警察署 〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東2丁目  0136-22-0110 

岩内警察署 〒045-0013 岩内郡岩内町字高台5番地  0135-62-0110 

伊達警察署 〒052-0031 伊達市館山町10番地22  0142-22-0110 

室蘭警察署 〒050-0083 室蘭市東町4丁目27番10号  0143-46-0110 

苫小牧警察署 〒053-0018 苫小牧市旭町3丁目5番12号  0144-35-0110 

門別警察署 〒055-0004 沙流郡日高町富川東1丁目4番1号  01456-2-0110 

静内警察署 〒056-0014 日高郡新ひだか町静内古川町1丁目3番22号 0146-43-0110 

浦河警察署 〒057-0024 浦河郡浦河町築地2丁目2番4号  0146-22-0110 
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・函館方面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  名   称       所   在   地  電話番号 

函館方面本部 〒040-8511 函館市五稜郭町15番5号 0138-31-0110 

函館中央警察署 〒040-0001 函館市五稜郭町15番5号  0138-54-0110 

函館西警察署 〒040-0061 函館市海岸町11番27号  0138-42-0110 

森警察署 〒049-2311 茅部郡森町字上台町299番地6  01374-2-0110 

八雲警察署 〒049-3106 二海郡八雲町富士見町113番地  0137-64-2110 

木古内警察署 〒049-0422 上磯郡木古内町字本町550番地3  01392-2-4110 

松前警察署 〒049-1512 松前郡松前町字福山164番地  0139-42-3110 

江差警察署 〒043-0042 檜山郡江差町字上野町30番地  0139-52-0110 

せたな警察署 〒049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島4番17号  0137-84-6110 

寿都警察署 〒048-0406 寿都郡寿都町字渡島町82番地 0136-62-2110 

 

・旭川方面 

  名  称       所   在   地  電話番号 

旭川方面本部 〒078-8511 旭川市1条通25丁目487番地6 0166-35-0110 

旭川中央警察署 〒070-0036 旭川市6条通10丁目2231番地１  0166-25-0110 

旭川東警察署 〒078-8211 旭川市1条通25丁目487番地6  0166-34-0110 

士別警察署 〒095-0015 士別市東5条5丁目1  0165-23-0110 

名寄警察署 〒096-0032 名寄市西2条北1丁目1番地1 01654-2-0110 

枝幸警察署 〒098-5807 枝幸郡枝幸町本町705番地2  0163-62-0110 

稚内警察署 〒097-0005 稚内市大黒1丁目6番48号  0162-24-0110 

富良野警察署 〒076-0022 富良野市若葉町11番1号  0167-22-0110 

深川警察署 〒074-0005 深川市5条1番12号  0164-23-0110 

留萌警察署 〒077-0021 留萌市高砂町3丁目5番1号  0164-42-0110 

羽幌警察署 〒078-4104 苫前郡羽幌町南4条4丁目13  0164-62-1110 

天塩警察署 〒098-3303 天塩郡天塩町新栄通9丁目  01632-2-2110 

 

 ・釧路方面  

    名  称       所   在   地  電話番号 

釧路方面本部 〒085-8511 釧路市黒金町10丁目5 0154-25-0110 

釧路警察署 〒085-0018 釧路市黒金町10丁目5番地1  0154-23-0110 

厚岸警察署 〒088-1151 厚岸郡厚岸町真栄１丁目7番地  0153-52-0110 

弟子屈警察署 〒088-3211 川上郡弟子屈町中央2丁目9番28号  0154-82-2110 

根室警察署 〒087-0009 根室市弥栄町1丁目17番地  0153-24-0110 

中標津警察署 〒086-1105 標津郡中標津町西5条南1丁目2番地4  0153-72-0110 
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池田警察署 〒083-0023 中川郡池田町西3条6丁目10番地1  015-572-0110 

本別警察署 〒089-3334 中川郡本別町北1丁目4番20号  0156-22-0110 

帯広警察署 〒080-0031 帯広市西1条北1丁目1番地  0155-25-0110 

新得警察署 〒081-0014 上川郡新得町4条南6丁目1番2号  0156-64-0110 

広尾警察署 〒089-2624 広尾郡広尾町並木通東1丁目2番3号 01558-2-0110 

 

・北見方面 

   名  称       所   在   地  電話番号 

北見方面本部 〒090-8511 北見市青葉町6番1号 0157-24-0110 

北見警察署 〒090-0018 北見市青葉町6番1号  0157-24-0110 

遠軽警察署 〒099-0404 紋別郡遠軽町大通北5丁目1番地40  0158-42-0110 

網走警察署 〒093-0006 網走市南6条東5丁目1  0152-43-0110 

美幌警察署 〒092-0031 網走郡美幌町字大通南1丁目19番地  0152-72-0110 

斜里警察署 〒099-4113 斜里郡斜里町本町43番地6  0152-23-0110 

紋別警察署 〒094-0013 紋別市南が丘町1丁目5番16号  0158-23-0110 

興部警察署 〒098-1605 紋別郡興部町字興部755番地3  0158-82-2110 

 

◇第一管区海上保安本部 

    名   称      所   在   地  電話番号 

第一管区海上保安本部 〒047-8560 小樽市港町5番2号 0134-27-0118 

小樽海上保安部 〒047-0007 小樽市港町5番2号 0134-27-6118 

函館海上保安部 〒040-0061 函館市海岸町24-4 0138-42-1118 

江差海上保安署 〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167番地 0139-52-5118 

瀬棚海上保安署 〒049-4828 久遠郡せたな町瀬棚区南川176番地3 0137-87-2634 

室蘭海上保安部 〒051-0023 室蘭市入江町1番13号 0143-23-0118 

苫小牧海上保安署 〒053-0004 苫小牧市港町1丁目6-15 0144-33-0118 

浦河海上保安署 〒057-0021 浦河郡浦河町潮見町42-1 0146-22-9118 

釧路海上保安部 〒085-0022 釧路市南浜町5番9号 0154-22-0118 

広尾海上保安署 〒089-2624 広尾郡広尾町並木通1-12-1 01558-2-0118 

留萌海上保安部 〒077-0048 留萌市大町3丁目37番地の1 0164-42-0656 

稚内海上保安部 〒097-0023 稚内市開運2丁目2番1号 0162-22-0118 

紋別海上保安部 〒094-0011 紋別市港町5丁目3番10号 0158-23-0118 

網走海上保安部 〒093-0005 網走市南5条東7丁目 0152-44-9118 

根室海上保安部 〒087-0055 根室市琴平町1-38 0153-24-4183 

羅臼海上保安署 〒086-1832 目梨郡羅臼町船見町132番地 0153-87-2274 
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◇高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所 

    名   称      所   在   地  電話番号 

札幌高等裁判所 

札幌地方裁判所 

〒060-0042 

 札幌市中央区大通西11丁目 

011-231-4200 

札幌家庭裁判所 

札幌簡易裁判所 

〒060-0042 

 札幌市中央区大通西12丁目 

011-221-7281 

函館地方裁判所 〒040-8601  

函館市上新川町１番８号 

 

0138-38-2370 函館家庭裁判所 〒040-8602 

函館簡易裁判所 〒040-8603 

旭川地方裁判所 〒070-8640  

旭川市花咲町４丁目 

 

0166-51-6251 旭川家庭裁判所 〒070-8641 

旭川簡易裁判所 〒070-8642 

釧路地方裁判所 

釧路家庭裁判所 

釧路簡易裁判所 

〒085-0824 

釧路市柏木町４番７号 

 

0154-41-4171 

 

◇高等検察庁・地方検察庁 

   名  称        所   在   地  電話番号 

札幌高等検察庁 

(犯罪被害者等支援対策室) 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 

011-261-9612 

札幌地方検察庁 〒060-0042 

札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 

011-261-9370 

函館地方検察庁 〒040-0031 

函館市上新川町1番13号 

0138-41-1655 

旭川地方検察庁 〒070-8636 

旭川市花咲町4丁目 

0166-51-6259 

釧路地方検察庁 〒085-8557 

釧路市柏木町5番7号 

0154-41-6133 

※各地方検察庁の電話番号は、「被害者ホットライン」 

 

◇刑務所・刑務支所 

   名  称      所   在   地  電話番号 

札幌刑務所 〒007-8601  札幌市東区東苗穂2条1-5-1 011-781-2011 

札幌刑務支所 〒007-8603  札幌市東区東苗穂2条1-5-2 011-784-5241 

旭川刑務所 〒071-8153  旭川市東鷹栖3線20-620 0166-57-2511 

帯広刑務所 〒089-1192  帯広市別府町南13-33 0155-48-7111 
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釧路刑務支所 〒085-0833 釧路市宮本2-2-5 0154-41-0221 

網走刑務所 〒093-0088  網走市三眺  0152-43-3167 

月形刑務所 〒061-0595  樺戸郡月形町1011 0126-53-3060 

函館少年刑務所 〒042-8639  函館市金堀町6-11 0138-51-0185 

    受付時間：8:30～17:00（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

 

◇少年鑑別所 

   名  称       所   在   地  電話番号 

札幌少年鑑別所 〒007-0802  札幌市東区東苗穂2条1-1-25 011-784-7441 

函館少年鑑別支所 〒042-0944  函館市金堀町6-15 0138-51-5652 

釧路少年鑑別支所 〒085-0834  釧路市弥生1-5-22 0154-41-5808 

旭川少年鑑別所 〒078-8231  旭川市豊岡1条1-3-24 0166-31-5468 

    受付時間：8:30～17:00（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

 

◇少年院 

   名  称        所   在   地  電話番号 

北海少年院 〒066-0066  千歳市大和4-746-10 0123-23-3147 

紫明女子学院 〒066-0066  千歳市大和4-662-2 0123-22-5141 

    受付時間：8:30～17:00（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

 

◇保護観察所 

   名  称        所   在   地  電話番号 

札幌保護観察所 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 

札幌第3合同庁舎6階 

011-261-9228 

函館保護観察所 〒040-8550  函館市新川町25-18 

 函館地方合同庁舎7階 

0138-24-2112 

旭川保護観察所 〒070-0901 旭川市花咲町4丁目 

 旭川法務総合庁舎1階 

0166-59-2068 

釧路保護観察所 〒085-8535  釧路市幸町10丁目3番地 

 釧路地方合同庁舎4階 

0154-23-3207 

    受付時間：8:30～17:15（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

 

◇法務局・地方法務局（支局） 

  名 称       所   在   地 電話番号 

札幌法務局 〒060-0808 

札幌市北区北8条西2丁目1番1（札幌第１合同庁舎２階） 

011-709-2311 

（代表） 
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札幌法務局 

  岩見沢支局 

〒068-0034 

岩見沢市有明町南1番地12 

0126-22-0619 

（代表） 

札幌法務局 

   滝川支局 

〒073-8585 

滝川市緑町1丁目6番1号 

0125-23-2330 

札幌法務局 

   室蘭支局 

〒051-0023 

室蘭市入江町1番地13（室蘭地方合同庁舎3階） 

0143-22-5111 

（代表） 

札幌法務局 

   苫小牧支局 

〒053-0018 

苫小牧市旭町3丁目3番7号（苫小牧法務総合庁舎２階） 

0144-34-7151 

札幌法務局 

   日高支局 

〒056-0005 

日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目4番1号 

0146-42-0415 

札幌法務局 

   小樽支局 

〒047-0007 

小樽市港町5番2号 

0134-23-3012 

（代表） 

札幌法務局 

   倶知安支局 

〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地 

（倶知安地方合同庁舎３階） 

0136-22-0232 

函館地方法務局 〒040-8533 

函館市新川町25番18号（函館地方合同庁舎） 

0138-23-7511 

（代表） 

函館地方法務局 

  江差支局 

〒043-0041 

檜山郡江差町字姥神町167番地1（江差地方合同庁舎） 

0139-52-1048 

（代表） 

函館地方法務局 

   八雲支局 

〒049-3113 

 二海郡八雲町相生町108番地8（八雲地方合同庁舎） 

0137-62-2208 

（代表） 

旭川地方法務局 〒078-8502 

旭川市宮前1条3丁目3番15号（旭川地方合同庁舎） 

0166-38-1114 

旭川地方法務局 

   名寄支局 

〒096-0011 

名寄市西1条南11丁目1番地5 

01654-2-2349 

（代表） 

旭川地方法務局 

   紋別支局  

〒094-0015 

紋別市花園町2丁目2番4号 

0158-23-2521 

（代表） 

旭川地方法務局 

   留萌支局 

〒077-0048  

留萌市大町2丁目12番地 （留萌地方合同庁舎2階） 

0164-42-0492 

（代表） 

旭川地方法務局 

   稚内支局 

〒097-0001 

稚内市末広5丁目6番1号 （稚内地方合同庁舎1階） 

0162-33-1122 

（代表） 

釧路地方法務局 〒085-8522  

釧路市幸町10丁目3 （釧路合同庁舎） 

0154-31-5014 

釧路地方法務局 

   帯広支局 

〒080-8510 

帯広市東5条南9丁目1-1 （帯広法務総合庁舎2階） 

0155-24-5823 

（代表） 

釧路地方法務局 

   北見支局 

〒090-0017 

北見市高砂町14-14 

0157-23-6166 

（代表） 

釧路地方法務局 

   根室支局 

〒087-0009 

根室市弥栄町1丁目18（根室地方合同庁舎1階） 

0153-23-4874 

（代表） 
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◇福祉事務所（市） 

    名   称     所   在   地  電話番号 

札幌市 

中央区役所保健福祉部 

〒060-8612 

 札幌市中央区南3条西11丁目 

011-231-2400 

札幌市北区役所保健福祉部 〒001-8612 

 札幌市北区北24条西6丁目 

011-757-2400 

札幌市東区役所保健福祉部 〒065-8612 

 札幌市東区北11条東7丁目 

011-741-2400 

札幌市 

白石区役所保健福祉部 

〒003-8612 

 札幌市白石区南郷通1丁目南8 

011-861-2400 

札幌市厚別区役所 

保健福祉部 

〒004-8612 

 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 

011-895-2400 

札幌市 

豊平区役所保健福祉部 

〒062-8612 

 札幌市豊平区平岸6条10丁目 

011-822-2400 

札幌市 

清田区役所保健福祉部 

〒044-8613 

 札幌市清田区平岡1条10丁目 

011-889-2400 

札幌市南区役所保健福祉部 〒005-8612 

 札幌市南区真駒内幸町2丁目 

011-582-2400 

札幌市西区役所保健福祉部 〒063-8612 

 札幌市西区琴似2条7丁目 

011-641-2400 

札幌市 

手稲区役所保健福祉部 

〒006-8612 

 札幌市手稲区前田1条11丁目 

011-681-2400 

函館市福祉事務所 〒044-8666 

 函館市東雲町4番13号 

0138-21-3111 

小樽市福祉事務所 〒047-8660 

 小樽市花園2丁目12番1号 

0134-32-4111 

旭川市福祉事務所 〒070-8525 

 旭川市7条通10丁目 

0166-26-1111 

室蘭市福祉事務所 〒051-8511 

 室蘭市幸町1番2号 

0143-22-1111 

釧路市福祉事務所 〒085-8505 

 釧路市黒金町7丁目5番地 

0154-23-5151 

帯広市福祉事務所 〒080-8670 

 帯広市西5条南7丁目1番地 

0155-24-4111 

北見市福祉事務所 〒090-8501 

 北見市大通西3丁目1番地1 

0157-23-7111 
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夕張市福祉事務所 〒068-0492 

 夕張市本町4丁目 

0123-52-3131 

岩見沢市福祉事務所 〒068-8686 

 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 

0126-23-4111 

網走市福祉事務所 〒093-8555 

 網走市南6条東4丁目1番地 

0152-44-6111 

留萌市福祉事務所 〒077-8601 

 留萌市幸町1丁目11番地 

0164-42-1801 

苫小牧市福祉事務所 〒053-8722 

 苫小牧市旭町4丁目5番6号 

0144-32-6111 

稚内市福祉事務所 〒097-8686 

 稚内市中央3丁目13番15号 

0162-23-6161 

美唄市福祉事務所 〒072-8660 

 美唄市西3条南1丁目1番1号 

0126-62-3131 

芦別市福祉事務所 〒075-8711 

 芦別市北1条東1丁目3番地 

0124-22-2111 

江別市福祉事務所 〒067-8674 

 江別市高砂町6番地 

011-382-4141 

赤平市福祉事務所 〒079-1192 

 赤平市泉町4丁目1番地 

0125-32-2211 

紋別市福祉事務所 〒094-8707 

 紋別市幸町2丁目1番18号 

0158-24-2111 

士別市福祉事務所 〒095-8686 

 士別市東6条4丁目1番地 

0165-23-3121 

名寄市福祉事務所 〒096-8686 

 名寄市大通南1丁目1番地 

01654-3-2111 

三笠市福祉事務所 〒068-2192 

 三笠市幸町2番地 

01267-2-3181 

根室市福祉事務所 〒087-8711 

 根室市常盤町2番地27番地 

0153-23-6111 

千歳市福祉事務所 〒066-8686 

 千歳市東雲町2丁目34番地 

0123-24-3131 

滝川市福祉事務所 〒073-8686 

 滝川市大町1丁目2番15号 

0125-23-1234 

砂川市福祉事務所 〒073-0195 

 砂川市西7条北2丁目1番1号 

0125-54-2121 

歌志内市福祉事務所 〒073-0492 

 歌志内市字本町5番地 

0125-42-3211 
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深川市福祉事務所 〒074-8650 

 深川市2条17番17号 

0164-26-2228 

富良野市福祉事務所 〒076-8555 

 富良野市弥生町1番3号総合保健センター2階 

0167-39-2211 

登別市福祉事務所 〒059-8701 

 登別市中央町6丁目11番地 

0143-85-2111 

恵庭市福祉事務所 〒061-1498 

 恵庭市京町1番地 

0123-33-3131 

伊達市福祉事務所 〒052-0024 

 伊達市鹿島町20-1 

0142-23-3331 

北広島市福祉事務所 〒061-1192 

 北広島市中央4丁目2番地１ 

011-372-3311 

石狩市福祉事務所 〒061-3292 

 石狩市花川北6条1丁目30番地2 

0133-72-3111 

北斗市福祉事務所 〒049-0192 

 北斗市中央1丁目3番10号 

0138-73-3111 

 

◇福祉事務所（町村） 

    名   称     所   在   地  電話番号 

石狩振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒060-8558 

 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館5階 

011-231-4111 

渡島総合振興局 

保健環境部会福祉課 

〒041-8558 

 函館市美原4丁目6番16号 

0138-47-9400 

渡島総合振興局 

松前社会福祉事務出張所 

〒049-1512 

 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 

〒043-8558 

 檜山郡江差町字陣屋町336-3 

0139-52-6500 

檜山振興局 

北檜山社会福祉事務出張所 

〒049-4501 

 瀬棚郡せたな町北檜山区北檜山235-10 

0137-84-5729 

後志総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒044-8588 

 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 

0136-23-1300 

後志総合振興局 

寿都社会福祉事務出張所 

〒048-0406 

 寿都郡寿都町字新栄町104番地4みなくる104 

0136-62-2214 

後志総合振興局 

余市社会福祉事務出張所 

〒046-0015 

 余市郡余市町朝日町11-1 

0135-22-6118 

空知総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒068-8558 

 岩見沢市8条西5丁目 

0126-20-0200 
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空知総合振興局 

深川社会福祉事務出張所 

〒074-0002 

 深川市2条19番13号 

0164-23-3402 

上川総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒079-8610 

 旭川市永山6条19丁目1番1号 

0166-46-5900 

上川総合振興局 

名寄社会福祉事務出張所 

〒096-0014 

 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 

〒077-8585 

 留萌市住之江町2丁目1-2 

0164-42-8404 

留萌振興局 

天塩社会福祉事務出張所 

〒098-3396 

 天塩郡天塩町新栄通9丁目 

01632-2-1080 

宗谷総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒097-8558 

 稚内市末広4丁目2-27 

0162-33-2516 

宗谷総合振興局 

鴛泊社会福祉事務出張所 

〒097-0101 

 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 

0163-82-1549 

オホーツク総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒093-8585 

 網走市北7条西3丁目 

0152-41-0603 

オホーツク総合振興局 

遠軽社会福祉事務出張所 

〒099-0404 

 紋別郡遠軽町大通北5丁目1-27 

0158-42-5161 

オホーツク総合振興局 

紋別社会福祉事務出張所 

〒095-8554 

 紋別市幸町6丁目 

0158-24-3101 

胆振総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒051-8558 

 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 

〒057-8558 

 浦河郡浦河町栄丘東通56号 

0146-22-9030 

十勝総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒080-8588 

 帯広市東3条南3丁目1番地 

0155-26-9005 

釧路総合振興局 

保健環境部社会福祉課 

〒085-8588 

 釧路市浦見2丁目2番54号 

0154-43-9100 

根室振興局 

中標津社会福祉事務出張所 

〒086-1045 

 標津郡中標津町東5条北3丁目 

0153-72-2161 

 

◇保健所 

   名  称       所   在   地   電話番号 

渡島保健所 〒041-8551 

 函館市美原町4丁目6-16 

0138-47-9547 



 

152 
 

江差保健所 〒043-0043 

 檜山郡江差町字本町63番地 

0139-52-1053 

八雲保健所 〒049-3112 

 二海郡八雲町末広町120番地 

0137-63-2168 

江別保健所 〒069-0811 

 江別市錦町4番地1 

011-383-2111 

千歳保健所 〒066-8666 

 千歳市東雲町4丁目2番地 

0123-23-3175 

倶知安保健所 〒044-0001 

 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 

0136-23-1957 

岩内保健所 〒045-0024 

 岩内郡岩内町清住252番地1号 

0135-62-1537 

岩見沢保健所 〒068-8558 

 岩見沢市8条西5丁目1番 

0126-20-0121 

滝川保健所 〒073-0023 

 滝川市緑町2丁目3番31号 

0125-24-6201 

深川保健所 〒074-0002 

 深川市2条18番6号 

0164-22-1421 

室蘭保健所 〒051-8555 

 室蘭市海岸町1-4-1むろらん広域センタービル内 

0143-24-9847 

苫小牧保健所 〒053-0021 

 苫小牧市若草町2丁目2番21号 

0144-34-4168 

浦河保健所 〒057-0007 

 浦河郡浦河町東町ちのみ3丁目1-8 

0146-22-3071 

静内保健所 〒056-0005 

 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目8-1 

0146-42-0251 

上川保健所 〒079-8610 

 旭川市永山6条19丁目 

0166-46-5992 

名寄保健所 〒096-0005 

 名寄市東5条南3丁目63-38 

01654-3-3121 

富良野保健所 〒076-0011 

 富良野市末広町2番10号 

0167-23-3161 

留萌保健所 〒077-8585 

 留萌市住之江町2丁目1 

0164-42-8327 

稚内保健所 〒097-8525 

 稚内市末広4丁目2番27号 

0162-33-3704 

北見保健所 〒090-8518 

 北見市青葉町6番6号 

0157-24-4137 
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網走保健所 〒093-8585 

 網走市北7条西3丁目 

0152-41-0698 

紋別保健所 〒094-8642 

 紋別市南ヶ丘町1丁目6番地 

0158-23-3108 

帯広保健所 〒080-8588 

 帯広市東3条南3丁目1 

0155-21-9110 

釧路保健所 〒085-0826 

 釧路市城山2丁目4番22号 

0154-65-5352 

根室保健所 〒087-0009 

 根室市弥栄2丁目1番地 

0153-23-5161 

中標津保健所 〒086-1001 

 標津郡中標津町東1条南6丁目 

0153-72-2168 

札幌市保健所 〒060-0042 

 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル３Ｆ 

011-622-5151 

旭川市保健所 〒070-8525 

 旭川市7条通10丁目 

0166-25-6364 

小樽市保健所 〒047-0033 

 小樽市富岡1丁目5番12号 

0134-22-3110 

市立函館保健所 〒040-0001 

 函館市五稜郭町23-1 （総合保健センター内） 

0138-32-1534 

 

◇労働基準監督署・総合労働相談コーナー 

   名  称       所   在   地  電話番号 
札幌中央 

労働基準監督署 

〒060-8587 札幌市北区北8条西2-1-1 

      札幌第1合同庁舎7F 

011-737-1191 

北海道労働局 

総合労働相談ｺｰﾅｰ 

〒060-8586 札幌市北区北8条西2-1-1 

            札幌第1合同庁舎9F 

011-707-2700 

札幌東 

労働基準監督署 

〒004-8518 札幌市厚別区厚別中央2-1-2-5 011-894-2821 

函館 

労働基準監督署 

〒040-0032 函館市新川町25-18 

      函館地方合同庁舎 

0138-87-7600 

江差駐在事務所 〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167 

      江差地方合同庁舎 

0139-52-1028 

小樽 

労働基準監督署 

〒047-0007 小樽市港町5-2 

      小樽地方合同庁舎 

0134-33-7651 

岩見沢 

労働基準監督署 

〒068-0005 岩見沢市5条東15-7-7 

      岩見沢地方合同庁舎 

0126-22-4490 

旭川 

労働基準監督署 

〒078-8505 旭川市宮前1条3丁目3-15 

      旭川合同庁舎西館 

0166-99-4703 

帯広 

労働基準監督署 

〒080-0016 帯広市西6南7-3 

      帯広地方合同庁舎 

0155-97-1242 
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滝川 

労働基準監督署 

〒073-8502 滝川市緑町2-5-30 0125-24-7361 

北見 

労働基準監督署 

〒090-8540 北見市青葉町6-8 

      北見地方合同庁舎 

0157-88-3982 

室蘭 

労働基準監督署 

〒051-0023 室蘭市入江町1-13 

      室蘭地方合同庁舎 

0143-23-6131 

苫小牧 

労働基準監督署 

〒053-8540 苫小牧市港町1-6-15 

      苫小牧港湾合同庁舎 

0144-88-8898 

釧路 

労働基準監督署 

〒085-8510 釧路市柏木町2-12 0154-45-7834 

名寄 

労働基準監督署 

〒096-0014 名寄市西4条南9丁目16番地 01654-2-3186 

留萌 

労働基準監督署 

〒077-0048 留萌市大町2丁目12 

      留萌地方合同庁舎 

0164-42-0463 

稚内 

労働基準監督署 

〒097-0001 稚内市末広3-3-1 0162-23-3833 

浦河 

労働基準監督署 

〒057-0034 浦河郡浦河町堺町西1-3-31 0146-22-2113 

小樽 

労働基準監督署 

倶知安支署 

〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1 

       倶知安地方合同庁舎 

0136-22-0206 

   受付時間 

労働基準監督署：8:30～17:15（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

        総合労働相談コーナー：9:00～16:30（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

 

◇ハローワーク 

 名  称      所   在   地   電話番号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク札幌 〒064-8609 札幌市中央区南10条西14丁目 011-562-0101 

ハローワーク札幌東 〒062-8609 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10 011-853-0101 

（ハローワーク江別） 〒067-0014 江別市4条1丁目 011-382-2377 

ハローワーク札幌北 〒065-8609 札幌市東区北16条東4丁目3番1号 011-743-8609 

ハローワーク函館 〒040-8609 函館市新川町26-6 

        函館地方合同庁舎分庁舎 

0138-26-0735 

（ハローワーク江差） 〒043-8609 檜山郡江差町字姥神町167 

      江差地方合同庁舎 

0139-52-0178 

（ハローワーク八雲） 〒049-3113 二海郡八雲町相生町108-8 

      八雲地方合同庁舎   

0137-62-2509 
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ハローワーク旭川 〒070-0902 旭川市春光町10-58 0166-51-0176  

(ハローワーク富良野） 〒076-8609 富良野市緑町9-1 0167-23-4121 

ハローワーク帯広 〒080-8609 帯広市西5条南5丁目2番地 0155-23-8296 

（ハローワーク池田） 〒083-0022 中川郡池田町西2条2丁目10番地 0155-72-2561 

ハローワーク北見 〒090-0018 北見市青葉町6-8 

      北見地方合同庁舎 

0157-23-6251 

（ハローワーク遠軽） 〒099-0403 紋別郡遠軽町1条通北4 0158-42-2779 

（ハローワーク美幌） 〒092-0004 網走郡美幌町仲町1-44 0152-73-3555 

ハローワーク紋別 〒094-8609 紋別市南が丘町7-45-33 0158-23-5291 

ハローワーク小樽 〒047-8609 小樽市色内1-10-15 0134-32-8689 

（ハローワーク余市） 〒046-0004 余市郡余市町大川町2-26 0135-22-3288 

ハローワーク滝川 〒073-0023 滝川市緑町2-5-1 0125-22-3416 

（ハローワーク砂川） 〒073-0166 砂川市西6条北5-1 0125-54-3147 

（ハローワーク深川） 〒074-0001 深川市1条18番10号 0164-23-2148 

ハローワーク釧路 〒085-0832 釧路市富士見3-2-3 0154-41-1201 

ハローワーク室蘭 〒051-0022 室蘭市海岸町1-20-28 0143-22-8689 

（ハローワーク伊達） 〒052-0025 伊達市網代町5-4 0142-23-2034 

ハローワーク岩見沢 〒068-8609 岩見沢市5条東15-7-7 

      岩見沢地方合同庁舎 

0126-22-3450 

ハローワーク稚内 〒097-8609 稚内市末広4-1-25 0162-34-1120 

ハローワーク岩内 〒045-8609 岩内郡岩内町字相生199-1 0135-62-1262 
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(ハローワーク倶知安) 〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1    

       倶知安地方合同庁舎 

0136-22-0248 

ハローワーク留萌 〒077-0048 留萌市大町2-12 

      留萌地方合同庁舎 

0164-42-0388 

ハローワーク名寄 〒096-8609 名寄市西5条南10丁目2-2 01654-2-4326 

（ハローワーク士別） 〒095-8609 士別市東4条3丁目 0165-23-3138 

ハローワーク浦河 〒057-0033 浦河郡浦河町堺町東1-5-21 0146-22-3036 

（ハローワーク静内） 〒056-0017 日高郡新ひだか町御幸町2丁目1-40 

           ショッピングセンターピュア3階 

0146-42-1734 

ハローワーク網走 〒093-8609 網走市大曲1丁目1-3 0152-44-6287 

ハローワーク苫小牧 〒053-8609 苫小牧市港町1-6-15 

      苫小牧港湾合同庁舎 

0144-32-5221 

ハローワーク根室 〒087-8609 根室市弥栄町1丁目18 0153-23-2161 

(ハローワーク中標津) 〒086-1002 標津郡中標津町東2条南2-1-1 

      中標津経済センタービル 

0153-72-2544 

ハローワーク千歳 〒066-8609 千歳市東雲町4丁目2-6 0123-24-2177 

（ハローワーク夕張） 〒068-0403 夕張市本町5丁目5番地 0123-52-4411 

受付時間：8:30～17:15（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

 

◇中小企業労働相談所（北海道） 

    名  称     所   在   地  電話番号 

石狩振興局 

商工労働観光課 

〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 011-204-5827 

渡島総合振興局 

商工労働観光課 

〒041-8558 函館市美原4丁目6-16 0138-47-9457 

檜山振興局 

商工労働観光課 

〒043-8558 檜山郡江差町字陣屋町336-3 0139-52-6643 

後志総合振興局 

商工労働観光課 

〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 0136-23-1362 

小樽商工労働事務所 〒047-0033 小樽市富岡1丁目14-13 0134-22-5525 
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空知総合振興局 

商工労働観光課 

〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 0126-20-0060 

上川総合振興局 

商工労働観光課 

〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 0166-46-5938 

留萌振興局 

商工労働観光課 

〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 0164-42-8440 

宗谷総合振興局 

商工労働観光課 

〒097-8558 稚内市末広4丁目2-27 0162-33-2528 

オホーツク総合振興局 

商工労働観光課 

〒093-8585 網走市北7条西3丁目 0152-41-0635 

胆振総合振興局 

商工労働観光課 

〒051-8558 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 

0143-24-9588 

日高振興局 

商工労働観光課 

〒057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通56号 0146-22-9282 

十勝総合振興局 

商工労働観光課 

〒080-8588 帯広市東3条南3丁目 0155-26-9048 

釧路総合振興局 

商工労働観光課 

〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号 0154-43-9181 

根室振興局 

商工労働観光課 

〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地 0153-23-6829 

受付時間：9:00～17:30（祝祭日及び年末年始を除く月曜日～金曜日） 

 

◇職業能力開発校（道立高等技術専門学院） 

   名  称       所   在   地  電話番号 

札幌高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク札幌 

〒065-0027  

札幌市東区北27条東16丁目1番1号 

011-781-5541  

函館高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク函館 

〒041-0801 

函館市桔梗町435番地 

0138-47-1121 

旭川高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク旭川 

〒078-8803 

旭川市緑が丘東3条2丁目1番1号 

0166-65-6667 

旭川高等技術専門学院稚内

分校 

〒097-8558 

稚内市末広4丁目2-27 宗谷合同庁舎４階 

0162-33-2636 

北見高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク北見 

〒090-0826 

北見市末広町356-1 

0157-24-8024 

室蘭高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク室蘭 

〒050-0084 

室蘭市みゆき町2丁目9番5号 

0143-44-3522 

苫小牧高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク苫小牧 

〒053-0052 

苫小牧市新開町4丁目6番10号 

0144-55-7007 
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帯広高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク帯広 

〒080-2464 

帯広市西24条北2丁目18番1号 

0155-37-2319 

釧路高等技術専門学院 

ＭＯＮＯテク釧路 

〒084-0915 

釧路市大楽毛南1丁目2番51号 

0154-57-8011 

 

 

 

◇年金事務所 

   名   称      所   在   地 電話番号 

札幌東年金事務所 〒003-8530 札幌市白石区菊水1条3丁目1-1 011-832-0830 

札幌西年金事務所 〒060-8585 札幌市中央区北3条西11丁目2-1 011-271-1051 

札幌北年金事務所 〒001-8585 札幌市北区北24条西6丁目2-12 011-717-8917 

新さっぽろ年金事務所 〒004-8558 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4-30 011-892-1631 

函館年金事務所 〒040-8555 函館市千代台町26番3号 0138-82-8000 

旭川年金事務所 〒070-8505 旭川市宮下通2丁目1954-2 0166-72-5002 

釧路年金事務所 〒085-8502  釧路市栄町9丁目9-2 0154-61-6002 

室蘭年金事務所 〒051-8585  室蘭市海岸町1丁目20-9 0143-50-1002 

苫小牧年金事務所 〒053-8588  苫小牧市若草町2丁目1番14号 0144-56-9003 

岩見沢年金事務所 〒068-8585  岩見沢市9条西3丁目 0126-38-8002 

小樽年金事務所 〒047-8666 小樽市富岡1丁目9-6 0134-65-5004 

北見年金事務所 〒090-8585 北見市高砂町2番21 0157-33-6005 

帯広年金事務所 〒080-8558 帯広市西1条南1丁目 0155-65-5003 

稚内年金事務所 〒097-8510 稚内市末広4丁目1番28号 0162-74-1003 

砂川年金事務所 〒073-0192 砂川市西4条北5丁目1-1 0125-28-9000 

留萌年金事務所 〒077-8533 留萌市大町3丁目 0164-43-7211 

受付時間：月曜日(月曜日が休日の場合は、休日明けの初日)/8:30～19:00  

     火～金曜日/8:30～17:15 第２土曜日/9:30～16:00 

◎日曜・祝日、土日(第２を除く)、12 月 29 日から 1月 3日はご利用いただけません。 

 

 

 

 

 

   

 

 


