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本庁 060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 011-211-2111 011-218-5171

大通証明
サービス
コーナー

060-0042
札幌市中央区大通西4丁目地下1
階

011-211-3535 なし

中央区役所 060-8612 札幌市中央区大通西2丁目9番地 011-231-2400 011-261-2991

北区役所 001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 011-757-2400 011-747-5898

東区役所 065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 011-741-2400 011-723-2691

白石区役所 003-8612
札幌市白石区南郷通1丁目南8番1
号

011-861-2400 011-861-2586

豊平区役所 062-8612
札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1
号

011-822-2400 011-813-6585

南区役所 005-8612
札幌市南区真駒内幸町2丁目2番1
号

011-582-2400 011-582-5469

西区役所 063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 011-641-2400 011-612-5264

厚別区役所 004-8612
札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3
番2号

011-895-2400 011-895-5930

手稲区役所 006-8612
札幌市手稲区前田1条11丁目1番
10号

011-681-2400 011-681-2523

清田区役所 004-8613
札幌市清田区平岡1条1丁目2番1
号

011-889-2400 011-889-2701

篠路出張所 002-8024 札幌市北区篠路4条7丁目2番40号 011-771-2231 011-773-6986

定山渓出張
所

061-2302
札幌市南区定山渓温泉東4丁目
315番地4

011-598-2191 011-598-2192

札幌市東京
事務所

100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館3F

03-3216-5090 03-3216-5199

本庁 040-8666 函館市東雲町4番13号 0138-21-3111 0138-27-6489

湯川支所 042-0932 函館市湯川町2丁目40番13号 0138-57-6161 0138-59-4837

銭亀沢支所 042-0922 函館市銭亀町124番地 0138-58-2111 0138-58-4682

亀田支所 041-0806 函館市美原1丁目26番8号 0138-45-5581 0138-45-1090

戸井支所 041-0305 函館市館町3番地1 0138-82-2111 0138-82-2917

恵山支所 041-0525 函館市日ノ浜町127番地 0138-85-2331 0138-85-2658

椴法華支所 041-0611 函館市新浜町156番地1 0138-86-2111 0138-86-2837

南茅部支所 041-1692 函館市川汲町1520番地 0138-25-5111 0138-25-5110

本庁 047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 0134-32-4111 0134-25-1487

駅前サービ
スセンター

047-0032 小樽市稲穂2丁目22番10号 0134-22-7535 0134-33-9502

塩谷サービ
スセンター

048-2672 小樽市塩谷1丁目18番7号 0134-26-1500 0134-26-4197

銭函サービ
スセンター

047-0263 小樽市見晴町3番26号 0134-62-2017 0134-62-3976

小樽市東京
事務所

100-0014　
東京都千代田区永田町2-17-17永
田町
ほっかいどうスクエア614号

03-6205-7760 03-6205-7761

本庁 070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 0166-26-1111 0166-24-7833

神居支所 070-8012 旭川市神居2条9丁目1番19号 0166-61-2311 0166-61-8294

江丹別支所 071-1173 旭川市江丹別町中央 0166-73-2001 0166-73-2055

永山支所 079-8413 旭川市永山3条19丁目4番15号 0166-48-1111 0166-48-3695

東旭川支所 078-8251 旭川市東旭川北1条6丁目2番3号 0166-36-1111 0166-36-2934

神楽支所 070-8003 旭川市神楽3条6丁目1番12号 0166-61-6191 0166-61-8293

西神楽支所 071-0172 旭川市西神楽南2条3丁目 0166-75-3111 0166-75-3051

東鷹栖支所 071-8104 旭川市東鷹栖4条3丁目 0166-57-2111 0166-57-9094

東部まちづ
くりセン
ター

078-8233 旭川市豊岡3条3丁目5番10号 0166-33-1110 0166-33-6789

神居支所神
居古潭出張
所

078-0185 旭川市神居町神居古潭 0166-72-2240 0166-72-2240

江丹別支所
嵐山出張所

070-8051 旭川市江丹別町嵐山 0166-61-1917 0166-62-5637

東旭川支所
米飯出張所

078-1272 旭川市東旭川町豊田309番地 0166-76-2242 0166-76-2242

本庁 051-8511 室蘭市幸町1番2号 0143-22-1111 0143-24-7601

蘭東支所 050-0083 室蘭市東町2丁目29番4号 0143-46-1111 なし

本庁 085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 0154-23-5151 0154-23-5222

市役所防災
庁舎

085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 0154-23-5151 0154-23-5222

鳥取支所 085-0045 釧路市住之江町6番25号 0154-23-8408
0154-32-
2327

鳥取支所分
室

085-0062 釧路市愛国191番地5511 0154-39-5066
0154-39-
5067

春採支所 085-0806 釧路市武佐1丁目3番4号 0154-46-4604
0154-46-
8005

桜ケ岡支所 085-0805 釧路市桜ケ岡4丁目3番28号 0154-91-6234
0154-92-
2006

大楽毛支所 084-0917 釧路市大楽毛5丁目1番22号 0154-57-8149
0154-57-
2005

阿寒町行政
センター

085-0292 釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 0154-66-2121 0154-66-3959

阿寒湖温泉
支所

085-0467
釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6
番20号

0154-67-2505 0154-67-2839

音別町行政
センター

088-0192 釧路市音別町中園1丁目134番地 01547-6-2231 01547-6-2434

釧路市東京
事務所

102-0093
東京都千代田区平河町2丁目4番1
号　日本都市センター会館9F

03-3263-1992 03-3239-3669

本庁 080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 0155-24-4111 0155-23-0151

川西支所 089-1182 帯広市川西町西2線59番地
0155-59-
2011

0155-59-2607

大正支所 089-1241 帯広市大正本町西1条1丁目1番地 0155-64-5341 0155-64-4219

帯広市東京
事務所

105-0003
東京都港区西新橋1-16-4
ノアックスビル6F

03-3581-2415 03-3503-2836

本庁 090-8509 北見市大通西3丁目1番地1 0157-23-7111 0157-61-7400

端野総合支
所

099-2192 北見市端野町二区471番地1 0157-56-2111 0157-56-3800

常呂総合支
所

093-0292 北見市常呂町字常呂323番地 0152-54-2111 0152-54-3887

留辺蘂総合
支所

091-8666 北見市留辺蘂町上町61番地 0157-42-2421 0152-42-2500

相内支所 099-0871 北見市相内町109番地3 0157-37-2234 0157-66-6021

温根湯温泉
支所

091-0170 北見市留辺蘂町温根湯111-2 0157-45-2158 0157-45-2279

上常呂出張
所

099-1585 北見市上ところ682番地1 0157-38-2215 0157-66-7005

仁頃出張所 090-0003 北見市仁頃町242番地2 0157-33-2341 0157-67-7000

東相内出張
所

099-0878 北見市東相内町287番地6 0157-36-5437 0157-66-5096

日吉出張所 093-0334 北見市常呂町字日吉218番地 0152-63-8484 0152-63-8484

瑞穂出張所 091-0017 北見市留辺蘂町瑞穂163番地2 0157-44-2240 0157-44-2240

somu.somu＠
city.sapporo.j
p

明32．10．１　区制施行。
大11．８．１　市制施行。
昭16．４．１　円山町を編入。
昭25．７．１　白石村を編入。
昭30．３．１　琴似町、札幌村、篠路村を編入。
昭36．５．１　豊平町を編入。
昭42．３．１　手稲町を編入。
昭47．４．１　政令指定都市。
　　 〃 　　  区制施行。
平元．11．６　分区（厚別区、手稲区）。
平９．11．４　分区（清田区）。

明32．10．１　区制施行。
大11．８．１　市制施行。
昭14．４．１　湯川町を編入。
昭41．12．１　銭亀沢村を編入。
昭48．12．１　亀田市を編入。
平12．11．１　特例市。
平16．12．１　戸井町、恵山町、南茅部町、椴法華村を編入。
平17．10．１　中核市。

011002

012025

小樽市
おたるし

〔木〕シラカンバ
〔花〕ツツジ
〔鳥〕アオバト

https://www.cit
y.otaru.lg.jp

somu＠
city.otaru.lg.jp

012033

札幌市
さっぽろし

〔木〕ライラック
〔花〕スズラン
〔鳥〕カッコウ

函館市
はこだてし

〔木〕オンコ
　 　(イチイ)
〔花〕ツツジ
　 　(ヤマツツ
ジ)
〔鳥〕ヤマガラ
〔魚〕イカ

https://www.cit
y.sapporo.jp

https://www.cit
y.hakodate.hokk
aido.jp

旭川市
あさひかわし

〔木〕ナナカマド
〔花〕ツツジ
〔鳥〕キレンジャク

〔虫〕カンタン

https://www.cit
y.asahikawa.hok
kaido.jp

https://www.cit
y.kushiro.lg.jp

soumu＠
city.muroran.l
g.jp

to-kikaku＠
city.kushiro.lg.
jp

general＠
city.obihiro.ho
kkaido.jp

釧路市
くしろし

室蘭市
むろらんし

帯広市
おびひろし

〔木〕ナナカマド
〔花〕ツツジ
〔鳥〕ヒガラ
〔魚〕クロソイ

http://www.cit
y.muroran.lg.jp

〔木〕シラカバ
〔花〕クロユリ
〔鳥〕ヒバリ

https://www.cit
y.obihiro.hokkai
do.jp

012041

012050

北見市
きたみし

〔木〕カシワ
〔花〕ハマナス

https://www.cit
y.kitami.lg.jp

Ⅴ－１　本庁、支所等の所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページアドレス、沿革等

hakodate＠
city.hakodate.
hokkaido.jp

soumu_soumu
＠
city.asahikaw
a.lg.jp

※迷惑メール防止のため、＠を全角としています。

012068

012076

012084
sosomu＠
city.kitami.lg.j
p

明16．12．１　常呂他６村戸長役場設置。
明30．７．15　常呂他６村戸長役場から野付牛、生顔常両村を分離、野付牛他１箇村戸長役場設
置。
明42．４．１　二級町村制施行、野付牛村とする（旧北見市、端野町）。
大４．４．１　野付牛村より武華村分村、二級町村制施行（留辺蘂町）。
大４．４．１　二級町村制施行、常呂村（常呂町）。
大５．４．１　町制施行、野付牛町とする。
大10．４．１　野付牛町より相内村・端野村分村（端野町）、二級町村制施行。
大10．６．15　町制施行、武華村を留辺蘂町に改称。
昭17．６．10　市制施行、野付牛町を北見市と改称。
昭25．11．１　常呂村に町制施行。
昭31．９．30　北見市に相内村編入。
昭36．９．１　端野村に町制施行。
平18．３．５　北見市、端野町、常呂町、留辺蘂町を廃し、北見市を設置。

大３．４．１　区制施行。
大11．８．１　市制施行。
昭30．４．１　神居村、江丹別村を編入。
昭36．４．１　永山町を編入。
昭38．８．15　東旭川町を編入。
昭43．３．１　神楽町を編入。
昭46．３．２　東鷹栖町を編入。
平12．４．１　中核市。

大７．２．１　区制施行。
大11．８．１　市制施行。

明20　　　　　阿寒郡各戸長役場設置。
大４．４．１　尺別村戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、尺別村とする（音別町）。
大９．７．１　区制施行。
大11．４．１　尺別村を音別村と改称。
大11．８．１　市制施行（釧路市）。
大12．４．１　二級町村制施行、舌辛村とする（阿寒町）。
昭12．４．１　舌辛村から鶴居村を分村。
昭12．６．15　舌辛村を阿寒村と改称。
昭15．４．１　一級町村制施行（阿寒村）。
昭24．10．10　釧路市に鳥取町を編入。
昭32．１．１　町制施行（阿寒町）。
昭34．１．１　町制施行（音別町）。
平17．10．11　釧路市、阿寒町、音別町を廃し、釧路市を設置。

昭８．４．１　市制施行。
昭32．４．１　川西村、大正村を編入。

〔木〕ナナカマド
　　　エゾヤマザ
　　　クラ
　　　ハシドイ
〔花〕エゾリンドウ

　　　スズラン
　　　キンレンカ

明32．10．１ 区制施行。
大11．８．１ 市制施行。
昭15．４．１ 高島町を編入。
昭15．９．１ 朝里村を編入。
昭33．４．１ 塩谷村を編入。



市町村名
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本庁 068-0492 夕張市本町4丁目2番地 0123-52-3131 0123-52-1054

南支所 068-0536 夕張市南清水沢4丁目48番地12 0123-59-6111 0123-59-5853

本庁 068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 0126-23-4111 0126-23-9977

北村支所 068-1292 岩見沢市北村赤川593番地1 0126-56-2001 0126-55-3177

栗沢支所 068-0194 岩見沢市栗沢町東本町21番地 0126-45-2411 0126-45-2490

朝日町出張
所

068-3185 岩見沢市朝日町176番地22 0126-46-2192 0126-46-2008

幌向出張所 069-0371 岩見沢市幌向南1条1丁目70番地5 0126-26-3296 0126-32-4131

美流渡出張
所

068-3172
岩見沢市栗沢町美流渡栄町93番
地2

0126-46-2311 0126-46-2314

有明交流プ
ラザ サービ
スセンター

068-0034 岩見沢市有明町南1番地1 0126-31-0012 0126-25-8007

岩見沢市東
京事務所

102-0093
東京都千代田区平河町2-4-1
日本都市センター会館11F

03-5216-3588 03-5216-3587

網走市
あばしりし

012114
〔木〕カツラ
〔花〕エゾムラサ
　    キツツジ

本庁 093-8555 網走市南6条東4丁目1番地 0152-44-6111 0152-43-5404
https://www.cit
y.abashiri.hokka
ido.jp

ABA-SITYOU
＠
city.abashiri.h
okkaido.jp

明14．11．15　網走村を北見町とする。
大４．４．１　能取、藻琴両村を併せ、一級町村制施行、網走町とする。
大10．４．１　女満別村を分村。
昭22．２．11　東藻琴村を分村、市制施行。

留萌市
るもいし

012122
〔木〕アカシア
〔花〕ツツジ

本庁 077-8601 留萌市幸町1丁目11番地 0164-42-1801 0164-43-8778 https://www.e-
rumoi.jp

rumoi-city＠
e-rumoi.jp

明10 　　　　 留萌他２村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、留萌村とする。
明40．４．１　三泊村を併せ、一級町村制施行。
明41．６．12　町制施行。
大８．７．１　小平蘂村を分割。
昭22．10．１　市制施行。

本庁 053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 0144-32-6111 0144-32-2198

勇払出張所 059-1372 苫小牧市字勇払33番地 0144-56-0003 0144-56-0943

のぞみ出張
所

059-1272 苫小牧市のぞみ町1丁目2番5号 0144-67-0464 0144-67-0471

豊川証明取
扱所

053-0831 苫小牧市豊川町3丁目4番21号 0144-72-2444 0144-71-1459

住吉証明取
扱所

053-0046 苫小牧市住吉町1丁目3番20号 0144-34-6188 0144-31-2236

沼ノ端出張
所

059-1304 苫小牧市北栄町3丁目3番3号 0144-55-0979 0144-51-2062

駅前証明取
扱所

053-0022 苫小牧市表町5丁目11番5号 0144-38-0088 0144-38-0089

苫小牧市東
京事務所

102-0093
東京都千代田区平河町2-4-2
全国都市会館5F

03-3265-8078 03-3264-0646

本庁 097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 0162-23-6161 0162-23-3350

宗谷支所 098-6755 稚内市大字宗谷村字宗谷 0162-77-2001 0162-77-2439

沼川支所 098-6563 稚内市大字声問村字沼川 0162-74-2006 0162-74-2343

稚内市サハ
リン事務所

サハリン州ユジノサハリンスク
市アムルスカヤ通り62A103A号室

010-7-4242-
22-47-10

010-7-4242-
22-47-10

美唄市
びばいし

012157
〔木〕ポプラ
〔花〕ツツジ
〔鳥〕マガン

本庁 072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号 0126-62-3131 0126-62-1088
https://www.cit
y.bibai.hokkaido.
jp

soumu＠
city.bibai.lg.jp

明28．５．10　沼貝村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、沼貝村とする。
明42．４．１　一級町村制施行。
大14．６．11　町制施行。
大15．６．１　美唄町と改称。
昭25．４．１　市制施行。

芦別市
あしべつし

012165
〔木〕ミズナラ
〔花〕ユリ
〔鳥〕シジュウカラ

本庁 075-8711 芦別市北1条東1丁目3番地 0124-22-2111 0124-22-9696
https://www.cit
y.ashibetsu.hok
kaido.jp

ssyomu＠
city.ashibetsu
.hokkaido.jp

明33．６．１　歌志内村より分村、芦別村とする。
明33．７．15　芦別村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、芦別村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭16．４．１　町制施行。
昭28．４．１　市制施行。

本庁 067-8674 江別市高砂町6番地 011-382-4141 011-381-1070

大麻出張所 069-0854 江別市大麻中町26番地4 011-382-4855 011-388-2027

本庁 079-1192 赤平市泉町4丁目1番地 0125-32-2211 0125-32-5033

茂尻支所 079-1263 赤平市茂尻本町1丁目1番地 0125-32-2116 0125-32-2706

本庁 094-8707 紋別市幸町2丁目1番18号 0158-24-2111 0158-24-6925

上渚滑支所 099-5354 紋別市上渚滑町11丁目 0158-25-2211 0158-25-2413

渚滑出張所 099-5171 紋別市渚滑町6丁目 0158-23-2919 0158-24-5071

本庁 095-8686 士別市東6条4丁目1番地 0165-23-3121 0165-22-1934

朝日支所 095-0492 士別市朝日町中央4040番地 0165-28-2121 0165-28-3678

上士別出張
所

095-0371 士別市上士別町16線南2番地 0165-24-2207 0165-24-2477

多寄出張所 098-0475 士別市多寄町36線西4番地 0165-26-2004 0165-26-2477

温根別出張
所

095-0181 士別市温根別町南1線 0165-27-2324 0165-27-2177

名寄庁舎 096-8686 名寄市大通南1丁目1番地 01654-3-2111 01654-2-5644

風連庁舎 098-0507 名寄市風連町西町196番地1 01655-3-2511 01655-3-2510

智恵文支所 098-2181 名寄市字智恵文11線北2番地 01654-8-2101 01654-8-2102

三笠市
みかさし

012220
〔木〕ナナカマド
〔花〕キク
〔鳥〕ハクセキレイ

本庁 068-2192 三笠市幸町2番地 01267-2-3181 01267-2-7880
https://www.cit
y.mikasa.hokkai
do.jp

postmaster＠
city.mikasa.ho
kkaido.jp

明26．１　　　市来知他３村戸長役場設置。
明28．５　　　沼貝村を分村。
明39．４．１　二級町村制施行、三笠山村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭17．９．１　町制施行、三笠町とする。
昭32．４．１　市制施行。

本庁 087-8711 根室市常盤町2丁目27番地 0153-23-6111 0153-24-8692

歯舞支所 087-0163 根室市歯舞3丁目35番地 0153-28-2001 0153-28-2888

根室市東京
事務所

337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-
12-24

048-681-0028 048-681-0028

苫小牧市
とまこまいし

〔木〕ナナカマド
〔花〕ハスカップ
　　　ハナショウブ

〔鳥〕ハクチョウ
〔貝〕ホッキガイ

稚内市
わっかないし

〔木〕サクラ
　　　ナナカマド
〔花〕ハマナス

https://www.cit
y.wakkanai.hokk
aido.jp

https://www.cit
y.tomakomai.ho
kkaido.jp

soumubousai
＠
city.wakkanai.l
g.jp

https://www.cit
y.yubari.lg.jp

岩見沢市
いわみざわし

〔木〕コブシ
〔花〕バラ
〔鳥〕ハト

夕張市
ゆうばりし

〔木〕サクラ
〔花〕ツツジ

https://www.cit
y.iwamizawa.ho
kkaido.jp

info＠
city.tomakom
ai.hokkaido.jp

赤平市
あかびらし

〔木〕カエデ
〔花〕キク
〔鳥〕ヤマガラ

江別市
えべつし

〔木〕ナナカマド
〔花〕キク

https://www.cit
y.akabira.hokkai
do.jp

https://www.cit
y.ebetsu.hokkai
do.jp

koucho＠
city.ebetsu.lg.j
p

soumu＠
city.akabira.h
okkaido.jp

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp
koucho@city.ebetsu.lg.jp

明13．２．９　対雁、江別村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行。
明42．４．１　一級町村制施行。
大５．１．１　町制施行。
昭29．７．１　市制施行。

明30．７．１　滝川、奈井江村より分村、歌志内村とする。
大11．４．１　歌志内村より分村、二級町村制施行、赤平村とする。
昭４．４．１　一級町村制施行。
昭18．２．１　町制施行。
昭29．７．１　市制施行。

紋別市
もんべつし

〔木〕ナナカマド
〔花〕ハマナス

名寄市
なよろし

〔木〕シラカバ
〔花〕オオバナノ
　　　エンレンソウ

〔鳥〕アカゲラ

士別市
しべつし

〔木〕ナナカマド
　　　アカエゾマツ

〔花〕エゾノリュ
    　ウキンカ
　　（ヤマブキ）
　　　コスモス
　　　エゾムラサ
    　キツツジ

http://www.cit
y.nayoro.lg.jp

https://www.cit
y.shibetsu.lg.jp

https://mombe
tsu.jp

sohmubu＠
city.shibetsu.l
g.jp

nayoro＠
city.nayoro.lg.j
p

admin＠
city.nemuro.h
okkaido.jp

012203

012211

012238
https://www.cit
y.nemuro.hokka
ido.jp

根室市
ねむろし

〔木〕チシマザクラ

〔花〕ユキワリコ
    　ザクラ
〔鳥〕ハクチョウ
〔市技〕卓球

明35．８．24　剣淵他４村を割き士別村設置。
明39．４．２　二級町村制施行、士別村とする。
大２．４．１　上士別村を分割。
大４．４．１　一級町村制施行。
大４．11．１　町制施行。
大12．４．１　上士別村一級町村制施行。
昭２．10．１　剣淵村から温根別村を分村。
昭13．４．１　風連村から多寄村を分村。
昭24．８．20　士別村から朝日村を分村。
昭29．７．１　士別町、上士別村、多寄村、温根別村を廃し、士別市設置。
昭37．１．１　朝日村町制施行。
平17．９．１　士別市、朝日町を廃し、士別市を設置。

昭28．８．１　風連村町制施行。
昭29．８．１　名寄町、智恵文村を廃し、名寄町設置。
昭31．４．１　名寄町市制施行。
平18．３．27　名寄市、風連町を廃し、名寄市を設置。

明13．６　　　戸長役場設置。
明33．７．１　一級町村制施行（根室町）。
明39．４．１　二級町村制施行（和田村）。
大４．３．16　二級町村制施行（歯舞村）。
昭32．８．１　根室町、和田村を廃し、根室市設置。
昭34．４．１　歯舞村を編入。

012106

012131

012149

012173

012181

012190

012092

kikaku＠
city.mombets
u.lg.jp

明13　　　　　紋別他９村戸長役場設置。
明39．４　　　二級町村制施行、渚滑村とする。
明42．４．１　二級町村制施行、紋別村とする。
              沙留他１村を分離する。
大７．４．１　渚滑村より滝上村を分村。
大８．５．１　紋別村町制施行。
昭７．５．21　渚滑村を分割、下渚滑村を置く。
昭10．１．１　下渚滑村を渚滑村に改称。
昭12．11．１　渚滑村を上渚滑村に改称。
昭29．７．１　紋別町、渚滑村、上渚滑村を廃し、紋別市設置。

明22．１　　　苫小牧村他15村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、苫小牧村とする。
大７．１．１　町制施行。
昭23．４．１　市制施行。

明33．７．１　一級町村制施行、稚内村とする。
明34．５．11　町制施行。
明42．４．１　二級町村制施行、宗谷村とする。
大13．１．１　宗谷村から猿払村を分村。
昭24．４．１　市制施行。
昭30．２．１　宗谷村を編入。

yubari＠
city.yubari.lg.j
p

shomu＠i-
hamanasu.jp

明30．７．15　登川村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、登川村とする。
大７．２．11　夕張町と改称。
昭18．４．１　市制施行。

明17．10．６　岩見沢村設置告示。
明17．10．14　戸長役場設置。
明33．７．１　一級町村制施行、岩見沢村とする。
明39．２．１　町制施行。
昭18．４．１　市制施行。
平18．３．27　北村、栗沢町を編入。



市町村名
読み

市町村の章
地方公共団体
コード

木・花・鳥　等 庁舎名
郵便番
号

所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
ホームページ
アドレス
（代表）

メール
アドレス
（代表）

沿革

本庁 066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 0123-24-3131 0123-22-8851

東部支所 069-1181 千歳市東丘824番地の121 0123-21-3131 0123-20-3000

支笏湖支所 066-0281 千歳市支笏湖温泉3番地 0123-25-2004 0123-20-4000

向陽台支所 066-0057 千歳市若草4丁目13番地の1 0123-28-6131 0123-48-3020

本庁 073-8686 滝川市大町1丁目2番15号 0125-23-1234 0125-23-5775

江部乙支所 079-0463 滝川市江部乙町東11丁目13番1号 0125-75-2131 0125-26-4111

砂川市
すながわし

012262
〔木〕ナナカマド
〔花〕スズラン

本庁 073-0195 砂川市西7条北2丁目1番1号 0125-54-2121 0125-54-2568
https://www.cit
y.sunagawa.hok
kaido.jp

shomu＠
city.sunagawa
.lg.jp

明23．８．７　滝川村の一部と所属未定地域を加え、奈江村として発足。
明28．６. 20　奈江村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、奈江村とする。
明36．８．23　砂川村と改称。
明40．４．１　一級町村制施行。
大12．６．15　町制施行。
昭33．７．１　市制施行。

歌志内市
うたしないし

012271
〔木〕ナナカマド
〔花〕ツツジ
〔鳥〕ウグイス

本庁 073-0492 歌志内市字本町5番地 0125-42-3211 0125-42-4111
https://www.cit
y.utashinai.hokk
aido.jp

soumu.shomu
＠
city.utashinai.
lg.jp

明30．７．15　滝川村・奈江村より分村、歌志内他１村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、歌志内村とする。
大８．４．１　一級町村制施行。
昭15．４．１　町制施行。
昭33．７．１　市制施行。

本庁 074-8650 深川市2条17番17号 0164-26-2228 0164-22-8134

納内支所 078-0151 深川市納内町3丁目1番1号 0164-24-2111 0164-24-2125

多度志支所 074-0141 深川市多度志1170 0164-27-2211 0164-27-2217

本庁 076-8555 富良野市弥生町1番1号 0167-39-2300 0167-23-2120

山部支所 079-1563 富良野市山部東町7番31号 0167-42-2121 0167-42-3123

東山支所 076-0202 富良野市字東山5047番地 0167-27-2121 0167-27-2268

本庁 059-8701 登別市中央町6丁目11番地 0143-85-2111 0143-85-1108

登別支所 059-0464 登別市登別東町3丁目6番地7 0143-83-1131 0143-80-2021

鷲別支所 059-0034 登別市鷲別町3丁目3番地4 0143-86-6111 0143-82-2066

本庁 061-1498 恵庭市京町1番地 0123-33-3131 0123-33-3137

島松支所 061-1352 恵庭市島松仲町2丁目5番1号 0123-36-8324 0123-36-4746

中恵庭出張
所

061-1403 恵庭市中央381番地 0123-33-3681 0123-33-5962

恵み野出張
所

061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1番1 0123-36-8200 0123-36-2176

本庁 052-0024 伊達市鹿島町20番地1 0142-23-3331 0142-23-4414

大滝総合支
所

052-0301 伊達市大滝区本町85番地1 0142-82-6748 0142-68-6301

本庁 061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 011-372-3311 011-373-2903

西部出張所 061-1268 北広島市輪厚中央4丁目12番地17 011-376-2103 011-370-3280

大曲出張所 061-1273 北広島市大曲柏葉1丁目2番地3 011-376-2530 011-370-3180

西の里出張
所

061-1106 北広島市西の里南1丁目2番地4 011-375-3209 011-374-2080

北広島団地住
民センター連
絡所

061-1145 北広島市泉町1丁目1番地 011-372-0676 011-370-2360

エルフィン
パーク市民
サービスコー
ナー

061-1121 北広島市中央6丁目209 011-376-8880 011-376-8881

本庁 061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 0133-72-3111 0133-75-2275

厚田支所 061-3692 石狩市厚田区厚田45番地5 0133-78-2011 0133-78-2718

浜益支所 061-3197 石狩市浜益区浜益2番地3 0133-79-2111 0133-79-3702

石狩市東京
事務所

105-0003
東京都港区西新橋1丁目15番6号
内幸町企画ビル4階

03-6206-1431 03-6206-1432

本庁 049-0192 北斗市中央1丁目3番10号 0138-73-3111 0138-73-6970

総合分庁舎 041-1201 北斗市本町1丁目1番1号 0138-77-8811 0138-77-9825

七重浜支所 049-0111 北斗市七重浜2丁目32番25号 0138-49-2356 0138-49-8244

茂辺地支所 049-0281 北斗市茂辺地2丁目5番56号 0138-75-2001 0138-75-4002

南幌町
なんぽろちょう

014231
〔木〕オンコ
〔花〕ツツジ

本庁 069-0292 空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 011-378-2121 011-378-2131
https://www.to
wn.nanporo.hok
kaido.jp

nanporo＠
town.nanporo.
hokkaido.jp

明28．11　　　幌向村戸長役場設置。
明42．４．１　二級町村制施行、幌向村とする。
昭37．５．１　町制施行、南幌町と改称。

奈井江町
ないえちょう

014249
〔木〕ナナカマド
〔花〕ツツジ
　　　へメロカリス

本庁 079-0392 空知郡奈井江町字奈井江11番地 0125-65-2111 0125-65-2809
http://www.tow
n.naie.hokkaido.
jp

soumu＠
town.naie.lg.jp

昭19．４．１　砂川町より分村、一級町村制施行、奈井江村とする。
昭25．９．１　町制施行。

上砂川町
かみすながわちょう

014257
〔木〕ハルニレ
〔花〕シバザクラ

本庁 073-0292 空知郡上砂川町中央北1条5丁目
1-7

0125-62-2011 0125-62-3773
https://www.to
wn.kamisunaga
wa.hokkaido.jp

kamisuna01＠
town.kamisun
agawa.lg.jp

昭24．１．１　砂川町字上砂川町、上砂川、東奈井江、鶉の一部、歌志内町字西山の一部を併せ
分町。

由仁町
ゆにちょう

014273
〔木〕イチイ
〔花〕キク

本庁 069-1292 夕張郡由仁町新光200番地 0123-83-2111 0123-83-3020 http://www.tow
n.yuni.lg.jp

soumu＠
town.yuni.lg.jp

明25．３．１　由仁村戸長役場設置。
明26．１．４　角田村、登川村、長沼村を併せ、由仁他３村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、由仁村とする。
大８．４．１　一級町村制施行。
昭25．11．１　町制施行。

本庁 069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 0123-88-2111 0123-88-4836

南長沼出張
所

069-1454 夕張郡長沼町東4線南6番地 0123-88-2494 なし

北長沼出張
所

069-1317 夕張郡長沼町東1線北15番地 0123-89-2012 なし

滝川市
たきかわし

〔木〕プラタナス
〔花〕ツツジ
　　　コスモス

千歳市
ちとせし

〔木〕シラカバ
　　　カツラ
〔花〕ツツジ
　　　ハナショウブ

〔鳥〕ヤマセミ
　　　コウライキジ

〔魚〕ヒメマス
　　　サケ

https://www.cit
y.takikawa.hokk
aido.jp

https://www.cit
y.chitose.lg.jp

soumu＠
city.takikawa.l
g.jp

深川市
ふかがわし

〔木〕シラカバ
〔花〕キク
〔鳥〕カッコウ

http://www.cit
y.furano.hokkai
do.jp

https://www.cit
y.fukagawa.lg.jp

soumu＠
city.fukagawa.
lg.jp

sohmu-ka＠
city.furano.ho
kkaido.jp

http://www.city.fukagawa.lg.jp
soumu@city.fukagawa.lg.jp

明28．６．１　深川村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行。
明40．４．１　一級町村制施行。
大７．１．１　町制施行。
昭38．５．１　深川町、一已村、納内村、音江村
　　　　　　　を廃し、深川市設置。
昭45．４．１　多度志町を編入。

明36．７．８　下富良野戸長役場設置。
大４．４．１　山部村を分割、二級町村制施行、下富良野村とする。
大８．４．１　富良野町と改称。
大10．４．１　一級町村制施行。
昭31．９．30　富良野町、東山村を廃し、富良野町設置。
昭41．５．１　富良野町、山部村を廃し、富良野市設置。

somu＠
city.date.lg.jp

soumu＠
city.kitahirosh
ima.lg.jp

富良野市
ふらのし

〔木〕ホオノキ
　　　イチイ
〔花〕エゾムラサキ

　　　ツツジ
〔鳥〕クマゲラ
〔獣〕エゾリス

登別市
のぼりべつし

〔木〕ツツジ
　　　プラタナス
〔花〕キク

伊達市
だてし

〔木〕エゾヤマザ
  　  クラ
      ヤマモミジ
〔花〕ツツジ
　　  ミヤマエン
    　レイソウ

恵庭市
えにわし

〔木〕イチイ
　　（オンコ）
〔花〕スズラン
〔鳥〕カワセミ

https://www.cit
y.eniwa.hokkaid
o.jp

https://www.cit
y.noboribetsu.lg
.jp

北広島市
きたひろしまし

〔木〕カエデ
〔花〕ツツジ

https://www.cit
y.kitahiroshima.
hokkaido.jp

https://www.cit
y.date.hokkaido.
jp

北斗市
ほくとし

〔木〕ブナ
　　　クロマツ
〔花〕サクラ(春)
　　　マリーゴー
   　 ルド(夏)
　　　ムクゲ(秋)

石狩市
いしかりし

〔木〕カシワ
〔花〕ハマナス
〔鳥〕カモメ

https://www.cit
y.hokuto.hokkai
do.jp

https://www.cit
y.ishikari.hokkai
do.jp

info＠
city.hokuto.ho
kkaido.jp

it-info＠
ad.maoi-net.jp

012360

長沼町
ながぬまちょう

〔木〕ライラック
〔花〕エゾヤマザ
    　クラ
〔鳥〕カッコウ

https://www.m
aoi-net.jp

eniwa＠
city.eniwa.hok
kaido.jp

明30．７．15　漁他１村戸長役場設置。
明39．４．１　漁村、島松村を併せ、二級町村制施行、恵庭村設置。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭26．４．１　町制施行。
昭45．11．１　市制施行。

明12．７　　　紋鼈村戸長役場設置。
明32．８．１　壮瞥村を分村。
明33．７．１　一級町村制施行、伊達村とする。
大14．８．１　町制施行。
昭47．４．１　市制施行。
平18．３．１　大滝村を編入。

明26．12．16　広島村設置。
明27．２．10　広島村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、広島村とする。
大10．４．１　一級町村制施行。
昭43．９．１　町制施行。
平８．９．１　市制施行。

明４．５　　　花畔村、生振村開村。
明15．２　　　樽川村開村、親船町他９町３村戸長役場設置。
明35．４．１　町村制施行、石狩町、花川村組合役場設置。
明40．４．１　石狩町、花川村を併せ石狩町設置、一級町村制施行。
平８．９．１　市制施行。
平17．10．１　厚田村、浜益村を編入。

明33．７．１　一級町村制施行（上磯村、大野村）。
明39．２．22　二級町村制施行（茂別村）。
大７．１．１　町制施行（上磯町）。
昭30．４．１　上磯町に茂別村を編入。
昭32．１．１　町制施行（大野町）。
平18．２．１　上磯町、大野町を廃し、北斗市を設置。

明28．５．１　長沼村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、長沼村とする。
明40．４．１　一級町村制施行。
昭27．１．１　町制施行。

明33．４．28　幌別村戸長役場設置。
大８．４．１　鷲別村、幌別村、登別村を併せ、幌別村とし、二級町村制施行。
昭26．４．１　町制施行。
昭36．４．１　登別町と改称。
昭45．８．１　市制施行。

明23．１．28　滝川村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、滝川村とする。
明43．11．３　町制施行。
昭33．７．１　市制施行。
昭46．４．１　滝川市、江部乙町を廃し、滝川市設置。

012297

012301

012319

012335

012343

012351

info＠
city.noboribet
su.lg.jp

012246

012254

012289

014281

somu＠
city.chitose.lg.
jp

明13．３．１　千歳村他５村戸長役場設置。
大４．４．１　千歳村、蘭越村、鳥棚舞村、長都村を併せ千歳村設置。
大４．４．20　二級町村制施行。
昭14．４．１　一級町村制施行。
昭17．５．１　町制施行。
昭33．７．１　市制施行。

soumu＠
city.ishikari.ho
kkaido.jp



市町村名
読み

市町村の章
地方公共団体
コード

木・花・鳥　等 庁舎名
郵便番
号

所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
ホームページ
アドレス
（代表）

メール
アドレス
（代表）

沿革

本庁 069-1512 夕張郡栗山町松風3丁目252番地 0123-72-1111 0123-72-3179

継立出張所 068-0353 夕張郡栗山町字継立176番地 0123-75-2111 0123-77-2103

月形町
つきがたちょう

014303
〔木〕イチイ
〔花〕キク

本庁 061-0592 樺戸郡月形町1219番地 0126-53-2321 0126-53-4373
http://www.tow
n.tsukigata.hokk
aido.jp

kabato＠
town.tsukigat
a.hokkaido.jp

明14．７．１　月形村設置。
明15　　　　　樺戸、雨竜、上川３郡郡役所設置。
明24．３．28　月形村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、月形村とする。
昭28．４．１　町制施行。

浦臼町
うらうすちょう

014311
〔木〕サクラ
〔花〕ツツジ

本庁 061-0692 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183
番地の15

0125-68-2111 0125-68-2285
https://www.to
wn.urausu.hokk
aido.jp

syomu＠
town.urausu.lg
.jp

明32．７　　　浦臼村戸長役場設置。
明42．４．１　二級町村制施行、浦臼村とする。
昭35．９．１　町制施行。

新十津川町
しんとつかわちょう

014320
〔木〕オンコ
〔花〕ツツジ

本庁 073-1103 樺戸郡新十津川町字中央301番地
1

0125-76-2131 0125-76-2785
https://www.to
wn.shintotsuka
wa.lg.jp

soumuka＠
town.shintots
ukawa.lg.jp

明23．１．28　新十津川村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、新十津川村とする。
明40．４．１　一級町村制施行。
昭32．１．１　町制施行。

妹背牛町
もせうしちょう

014338
〔木〕ナナカマド
〔花〕ツツジ

本庁 079-0592 雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番
地

0164-32-2411 0164-32-2290
https://www.to
wn.moseushi.ho
kkaido.jp

moseushi＠
town.moseush
i.lg.jp

大12．１．１　一級町村制施行、妹背牛村とする。
昭27．２．11　町制施行。

秩父別町
ちっぷべつちょう

014346
〔木〕サクラ
〔花〕バラ
〔花木〕ツツジ

本庁 078-2192 雨竜郡秩父別町4101番地 0164-33-2111 0164-33-3466
https://www.to
wn.chippubetsu.
hokkaido.jp

soumuka＠
chippubetsu.j
p

明34．11．１　秩父別村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、秩父別村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭34．９．１　町制施行。

雨竜町
うりゅうちょう

014362
〔木〕トドマツ
〔花〕ダリア

本庁 078-2692 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104
番地

0125-77-2211 0125-78-3122
https://www.to
wn.uryu.hokkaid
o.jp

soumu＠
town.uryu.hok
kaido.jp

明30．７．５　雨竜村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、雨竜村とする。
昭36．９．１　町制施行。

北竜町
ほくりゅうちょう

014371
〔木〕イチイ
〔花〕ヒマワリ

本庁 078-2512 雨竜郡北竜町字和11番地1 0164-34-2111 0164-34-2117
http://www.tow
n.hokuryu.hokk
aido.jp

info＠
town.hokuryu.
hokkaido.jp

明32．７　　　北竜村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、北竜村とする。
昭36．９．１　町制施行。

沼田町
ぬまたちょう

014389
〔木〕イチイ
〔花〕ツツジ

本庁 078-2202 雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 0164-35-2111 0164-35-2393
https://www.to
wn.numata.hokk
aido.jp

soumu＠
town.numata.l
g.jp

大３．４．１　上北竜村戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、上北竜村とする。
大11．４．１　沼田村と改称。
昭14．４．１　一級町村制施行。
昭22．７．１　町制施行。

本庁 061-0292 石狩郡当別町白樺町58番地9 0133-23-2330 0133-23-3206

太美出張所 061-3776 石狩郡当別町太美町1480番地58 0133-26-3190 0133-23-3694

新篠津村
しんしのつむら

013048
〔木〕ナナカマド
〔花〕ハナショウブ

本庁 068-1192 石狩郡新篠津村第47線北13番地 0126-57-2111 0126-57-2226
https://www.vil
l.shinshinotsu.h
okkaido.jp

kikaku1＠
vill.shinshinot
su.hokkaido.jp

明29．２．16　新篠津村設置。
明29．２．20　新篠津村戸長役場設置。
昭４．４．１　二級町村制施行。

島牧村
しままきむら

013919
〔木〕ブナ
〔花〕オオヒラウス

　　　ユキソウ
本庁 048-0621 島牧郡島牧村字泊83番地1 0136-75-6211 0136-75-6216 https://www.vil

l.shimamaki.lg.jp

soumu＠
vill.shimamaki.
lg.jp

明５．８　　　永豊村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、東島牧村、西島牧村とする。
昭31．９．30　東島牧村、西島牧村を廃し、島牧村設置。

寿都町
すっつちょう

013927
〔木〕サクラ
〔花〕ハナナス
〔鳥〕カモメ

本庁 048-0406 寿都郡寿都町字渡島町140番地1 0136-62-2511 0136-62-3431 http://www.tow
n.suttu.lg.jp

info＠
town.suttu.lg.j
p

明33．７．１　一級町村制施行（寿都町）。
明39．４．１　二級町村制施行（歌棄村)。
明42．４．１　一級町村制施行（磯谷村）。
大12．４．１　二級町村制施行（政泊村、樽岸村）。
昭８．10．１　政泊村を編入。
昭30．１．15　歌棄村、磯谷村、寿都町、樽岸村（一部）を廃し、寿都町設置。

黒松内町
くろまつないちょう

013935 〔木〕ブナ 本庁 048-0192
寿都郡黒松内町字黒松内302番地
1

0136-72-3311 0136-72-3316
http://www.kur
omatsunai.com

buna＠
town.kuromat
sunai.hokkaid
o.jp

明12　　　　　黒松内村戸長役場設置。
明34．８　　　熱郛他１村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、熱郛村とする。
大12．４．１　二級町村制施行、樽岸村とする。
昭30．１．15　黒松内村、熱郛村、樽岸村（一部）を廃し、三和村設置。
昭34．１．１　町制施行。
昭34．５．１　黒松内町と改称。

本庁 048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5 0136-57-5111 0136-57-5112

昆布出張所 048-1302 磯谷郡蘭越町昆布町114番地4 0136-58-2110 0136-58-2110

目名出張所 048-1261 磯谷郡蘭越町目名町393番地2 0136-55-3534 0136-55-3534

名駒出張所 048-1307 磯谷郡蘭越町名駒町210番地9 0136-56-2360 0136-56-2360

港出張所 048-1341 磯谷郡蘭越町港町617番地 0136-56-2221 0136-56-2221

ニセコ町
にせこちょう

013951
〔木〕シラカバ
〔花〕ラベンダー
〔鳥〕アカゲラ

本庁 048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見55番地 0136-44-2121 0136-44-3500 https://www.to
wn.niseko.lg.jp

soumu＠
town.niseko.lg
.jp

明34．11．１　狩太村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、狩太村とする。
昭25．９．１　町制施行。
昭39．10．１　ニセコ町と改称。

真狩村
まっかりむら

013960
〔木〕カツラ
〔花〕ゆり
　　　ジャガイモ

本庁 048-1631 虻田郡真狩村字真狩118番地 0136-45-2121 0136-45-3162
https://www.vil
l.makkari.lg.jp

soumu＠
vill.makkari.lg.j
p

明34　10　　　狩太村戸長役場を分離する。
明39．４．１　二級町村制施行、真狩村とする。
大６．４．１　喜茂別村を分村。
大11．４．１　二級町村制施行、真狩別村とする。
昭16．12．１　真狩村と改称。

014290

013030

蘭越町
らんこしちょう

〔木〕コブシ
〔花〕コブシ

https://www.to
wn.rankoshi.hok
kaido.jp

当別町
とうべつちょう

〔木〕シラカバ
〔花〕カスミソウ
〔鳥〕フクロウ

栗山町
くりやまちょう

〔木〕クリ
〔花〕ユリ

https://www.to
wn.tobetsu.hok
kaido.jp

https://www.to
wn.kuriyama.ho
kkaido.jp

明33．７．１　角田村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、角田村とする。
明40．４．１　一級町村制施行。
昭24．４．１　町制施行、栗山町と改称。

明12　 　　　 戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、当別村設置。
明40　　　　　一級町村制施行。
昭22．７．１　町制施行。

soumu-ka＠
town.kuriyam
a.hokkaido.jp

info＠
town.tobetsu.
hokkaido.jp

soumuka＠
town.rankoshi.
lg.jp

明32．８　　　南尻別村戸長役場設置。
明42．４．１　二級町村制施行、南尻別村とする。
昭15．４．１　一級町村制施行。
昭29．12．１　町制施行、蘭越町と改称。

013943



市町村名
読み

市町村の章
地方公共団体
コード

木・花・鳥　等 庁舎名
郵便番
号

所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
ホームページ
アドレス
（代表）

メール
アドレス
（代表）

沿革

留寿都村
るすつむら

013978

〔木〕アカダモ
　　　シラカバ
〔花〕セタナリア
　   (シバザク
ラ)

本庁 048-1731 虻田郡留寿都村字留寿都175番地 0136-46-3131 0136-46-3545
http://www.vill.
rusutsu.lg.jp

s-soumu＠
vill.rusutsu.lg.j
p

明30．７．１　真狩村戸長役場設置。
明34．10．16　狩太村を分村。
明39．４．１　二級町村制施行、真狩村とする。
大６．４．１　喜茂別村を分村。
大11．４．１　真狩村を分村（現真狩村）。
大14．２．１　留寿都村と改称。

喜茂別町
きもべつちょう

013986

〔木〕エゾヤマザ
      クラ
〔花〕インパチェ
      ンス

本庁 044-0292 虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地 0136-33-2211 0136-33-3577
https://www.to
wn.kimobetsu.h
okkaido.jp

soumu＠
town.kimobet
su.lg.jp

明39．４　　　真狩村に属する。
大６．４．１　二級町村制施行、喜茂別村とする。
昭27．７．１　町制施行。

京極町
きょうごくちょう

013994
〔木〕ミズナラ
〔花〕ヒマワリ

本庁 044-0101 虻田郡京極町字京極527番地 0136-42-2111 0136-42-3155 http://www.tow
n-kyogoku.jp

webmaster＠
town-
kyogoku.jp

明43．４．５　二級町村制施行、東倶知安村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭15．４．１　京極村と改称。
昭37．５．１　町制施行。

倶知安町
くっちゃんちょう

014001
〔木〕イタヤカエデ

〔花〕キバナシャ
　　  クナゲ

本庁 044-0001 虻田郡倶知安町北1条東3丁目3 0136-22-1121 0136-23-2044
https://www.to
wn.kutchan.hok
kaido.jp

info＠
town.kutchan.
lg.jp

明26．12．16　倶知安村を置く。
明29．４．25　倶知安村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、倶知安村とする。
明43．４．５　東倶知安を分村。
大４．４．１　一級町村制施行。
大５．４．１　町制施行。

本庁 048-2292 岩内郡共和町南幌似38番地2 0135-73-2011 0135-73-2288

小沢出張所 048-2142 岩内郡共和町小沢126番地47 0135-72-1833 0135-72-1050

前田出張所 045-0001 岩内郡岩内町字大浜19番地1 0135-62-0827 0135-62-8814

発足出張所 045-0122 岩内郡共和町発足14番地7 0135-74-3001 0135-74-2558

岩内町
いわないちょう

014028
〔木〕ナナカマド
〔花〕ハギ

本庁 045-8555 岩内郡岩内町字高台134番地1 0135-62-1011 0135-62-3465
https://www.to
wn.iwanai.hokka
ido.jp

soumu＠
town.iwanai.lg.
jp

明12　　　　　岩内戸長役場設置。
明33．７．１　一級町村制施行、岩内町とする。
  　 〃 　　　野束村他１村戸長役場設置。
明42．４．１　野束村、敷島内村を併せ二級町村制施行、島野村とする。
昭30．４．１　岩内町、島野村を廃し、岩内町設置。

泊村
とまりむら

014036
〔木〕サクラ
〔花〕エゾスカシ
      ユリ

本庁 045-0202 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191
番地7

0135-75-2021 0135-75-3168
http://www.vill.
tomari.hokkaido
.jp

soumu＠
vill.hokkaido-
tomari.lg.jp

明15　　　　　泊、盃、興志内村戸長役場設置。
明39．４　　　堀株、茅沼村を合併。
明42．４．１　二級町村制施行、泊村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。

神恵内村
かもえないむら

014044
〔木〕トドマツ
〔魚〕サケ

本庁 045-0301 古宇郡神恵内村大字神恵内村81
番地20

0135-76-5011 0135-76-5544
https://www.vil
l.kamoenai.hokk
aido.jp

soumu-1＠
vill.kamoenai.
hokkaido.jp

明13　　　　　神恵内他１村及び珊内村戸長役場設置。
明39．４．１　神恵内村、赤石村及び珊内村を併せ、二級町村制施行、神恵内村とする。

本庁 046-0292
積丹郡積丹町大字美国町字船澗
48番地5

0135-44-2111 0135-44-2125

余別支所 046-0322
積丹郡積丹町大字余別町字沢544
番地1

0135-46-5004 0135-46-5262

古平町
ふるびらちょう

014061 本庁 046-0192 古平郡古平町大字浜町50番地 0135-42-2181 0135-42-3583 http://www.tow
n.furubira.lg.jp

information＠
town.furubira.l
g.jp

明22　　　　　古平郡各町村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、古平町とする。
明40．４．１　一級町村制施行、古平町とする。

仁木町
にきちょう

014079

〔木〕サクランボ
〔花〕ラベンダー
　　　コスモス
〔鳥〕アカゲラ

本庁 048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1 0135-32-2511 0135-32-2700
http://www.tow
n.niki.hokkaido.j
p

soumu02-niki
＠
town.niki.hokk
aido.jp

明17　　　　　仁木村他２村戸長役場設置。
明32　　　　　赤井川村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、大江村とする。
大４．４．１　一級町村制施行。
昭39．11．１　町制施行、仁木町と改称。

余市町
よいちちょう

014087

〔木〕リンゴ
〔花〕リンゴの花
〔鳥〕カモメ
〔魚〕アユ

本庁 046-8546 余市郡余市町朝日町26番地 0135-21-2111 0135-21-2144
https://www.to
wn.yoichi.hokka
ido.jp

soumu＠
town.yoichi.ho
kkaido.jp

明５　　　　　戸長役場設置。
明17　　　　　仁木他２村戸長役場分離。
明33．７．１　一級町村制施行、余市町とする。

赤井川村
あかいがわむら

014095
〔木〕シラカバ
〔花〕ムラサキヤ
      シオ

本庁 046-0592 余市郡赤井川村字赤井川74番地2 0135-34-6211 0135-34-6644 https://www.ak
aigawa.com

info＠
akaigawa.com

明32　　　　　赤井川村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、赤井川村とする。

豊浦町
とようらちょう

015717
〔木〕ウメ
〔花〕キク

本庁 049-5492 虻田郡豊浦町字船見町10番地 0142-83-2121 0142-83-2129
http://www.tow
n.toyoura.hokka
ido.jp

soumu＠
town.hokkaido
-toyoura.lg.jp

明13．２　　　虻田郡各村戸長役場に属す。
明35．４．１　二級町村制施行、虻田村、弁辺村組合役場設置。
明42．３．31　弁辺村役場開設。
昭７．４　　　豊浦村と改称。
昭22．７．１　町制施行。

本庁 059-0995 白老郡白老町大町1丁目1番1号 0144-82-2121 0144-82-4391

萩野出張所 059-0922 白老郡白老町字萩野74番地4 0144-83-2334 0144-83-5945

虎杖浜出張
所

059-0641 白老郡白老町字虎杖浜13番地1 0144-87-2483 0144-87-3627

竹浦出張所 059-0642 白老郡白老町字竹浦198番地27 0144-87-4920 0144-87-4921

本庁 059-1692 勇払郡厚真町京町120番地 0145-27-2321 0145-27-2328

上厚真支所 059-1741 勇払郡厚真町字上厚真219番地の
1

0145-28-2311 0145-28-2520

厚真町
あつまちょう

015814
soumu＠
town.atsuma.l
g.jp

https://www.to
wn.atsuma.lg.jp

〔木〕コブシ
〔花〕ヤマツツジ
〔鳥〕ウグイス
〔獣〕厚真犬

共和町
きょうわちょう

〔木〕イチイ
　　（オンコ）
〔花〕ミツガシワ

https://www.to
wn.kyowa.hokka
ido.jp

壮瞥町
そうべつちょう

〔木〕モミジ
　　　イチイ
〔花〕ムクゲ

白老町
しらおいちょう

http://www.tow
n.shiraoi.hokkai
do.jp

somu＠
town.sobetsu.l
g.jp

soumu＠
town.shiraoi.lg
.jp

明32．５　　　壮瞥村戸長役場設置。
大４．４．１　徳舜瞥村を分村。
大４．４．１　二級町村制施行、壮瞥村とする。
昭14．４．１　一級町村制施行。
昭37．１．１　町制施行。

明13．２　　　白老村戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、白老村とする。
昭29．11．１　町制施行。

https://www.to
wn.sobetsu.lg.jp

本庁 052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7 0142-66-2121 0142-66-7001

明30．７．15　厚真村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、厚真村とする。
大４．４．１　一級町村制施行。
昭35．１．１　町制施行。

〔木〕ナナカマド
〔花〕エゾヤマハギ

soumu＠
town.hokkaido
-kyowa.lg.jp

明30．７．15　前田村戸長役場設置。
明34　　　　　小沢他１村戸長役場設置。
明39．４　　　二級町村制施行、発足村とする。
  　 〃 　　　前田、幌似、老古美、梨野舞納を併せ二級町村制施行、前田村とする。
明42．４　　　二級町村制施行、小沢村とする。
昭30．４．１　前田村、小沢村、発足村を廃し、
　　　　　　　共和村設置。
昭46．４．１　町制施行。

014010

015750

015784

積丹町
しゃこたんちょう

014052

〔木〕エゾヤマザ
      クラ
〔花〕エゾカンゾ
      ウ

https://www.to
wn.shakotan.lg.j
p

soumu＠
town.shakota
n.lg.jp

明５　　　　　積丹郡戸長役場設置。
明13　　　　　戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、美国町とする。
明39．４．１　二級町村制施行、余別村、入舸村とする。
明42．４．１　一級町村制施行、美国町とする。
昭31．９．30　美国町、入舸村、余別村を廃し、積丹町設置。
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沿革

本庁 049-5692 虻田郡洞爺湖町栄町58番地 0142-76-2121 0142-74-2121

洞爺総合支
所

049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町132番地1 0142-82-5111 0142-87-2928

洞爺湖温泉
支所

049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142番
地130

0142-75-2281 0142-75-4704

総合庁舎 059-1595 勇払郡安平町早来大町95番地 0145-22-2511 0145-22-2026

総合支所 059-1911 勇払郡安平町追分本町6丁目54番
地

0145-25-2411 0145-25-3203

本庁 054-8660 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 0145-42-2411 0145-42-2711

穂別総合支
所

054-0211 勇払郡むかわ町穂別2番地1 0145-45-2111 0145-45-3048

本庁 059-2192 沙流郡日高町門別本町210番地の
1

01456-2-5131 01456-2-5615

日高総合支
所

055-2301 沙流郡日高町本町東3丁目299番
地の1

01457-6-2001 01457-6-3981

水・くらし
サービスセ
ンター

055-0006 沙流郡日高町富川南1丁目9番1号 01456-2-0255 01456-2-2345

厚賀出張所 059-2243 沙流郡日高町字厚賀町174番地 01456-5-2111 01456-5-2234

本庁 055-0192 沙流郡平取町本町28番地 01457-2-2221 01457-2-2277

貫気別支所 055-0321 沙流郡平取町字貫気別129番地6 01457-5-5204 01457-5-5607

振内支所 055-0411 沙流郡平取町振内町28番地11 01457-3-3211 01457-3-3978

新冠町
にいかっぷちょう

016047
〔木〕ヒガツラ
〔花〕ツツジ

本庁 059-2492 新冠郡新冠町字北星町3番地の2 0146-47-2111 0146-47-2600 https://www.nii
kappu.jp

info＠
niikappu.jp

明13．２　　　静内、新冠両郡戸長役場設置。
明40．５．１　高江村他10戸長役場設置。
大12．４．１　二級町村制施行、新冠村とする。
昭36．９．１　町制施行。

本庁 057-8511 浦河郡浦河町築地1丁目3番1号 0146-22-2311 0146-22-1240

荻伏支所 059-3451 浦河郡浦河町荻伏町15番地 0146-25-2208 0146-24-5000

様似町
さまにちょう

016080
〔木〕ヒダカゴヨウ

〔花〕ヒダカソウ
本庁 058-8501 様似郡様似町大通1丁目21番地 0146-36-2111 0146-36-2662

http://www.sa
mani.jp

samani.chou
＠samani.jp

明13．３　　　様似他５村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、様似村とする。
昭27．４．１　町制施行。

えりも町
えりもちょう

016098

〔木〕エリモシャ
   　 クナゲ
〔花〕エゾヤマツ
   　 ツジ

本庁 058-0292 幌泉郡えりも町字本町206番地 01466-2-2111 01466-2-3367 https://www.to
wn.erimo.lg.jp

erimo＠
sage.ocn.ne.jp

明13．２　　　幌泉他８村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、幌泉村とする。
昭34．１．１　町制施行。
昭45．10．１　えりも町とする。

本庁 056-8650
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁
目2番50号

0146-43-2111 0146-43-3900

三石総合支
所

059-3195
日高郡新ひだか町三石本町212番
地

0146-33-2111 0146-32-3455

本庁 049-1592 松前郡松前町字福山248番地1 0139-42-2275 0139-46-2048

大島支所 049-1771 松前郡松前町字江良423番地2 0139-45-3336 0139-45-4005

小島支所 049-1643 松前郡松前町字赤神126番地 0139-44-2231 0139-44-3002

大沢支所 049-1524 松前郡松前町字白神12番地 0139-43-2003 0139-46-2032

本庁 049-1392 松前郡福島町字福島820番地 0139-47-3001 0139-47-4504

吉岡支所 049-1453 松前郡福島町字吉岡204番地1 0139-48-5211 0139-48-5159

知内町
しりうちちょう

013331
〔木〕スギ
〔花〕ニラの花
〔鳥〕タカ

本庁 049-1103 上磯郡知内町字重内21番地1 01392-5-6161 01392-5-7166
http://www.tow
n.shiriuchi.hokk
aido.jp

kikaku＠
town.shiriuchi
.hokkaido.jp

明14．８．５　知内村他１村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、知内村とする。
昭42．10．１　町制施行。

木古内町
きこないちょう

013340
〔木〕スギ
〔花〕ツツジ

本庁 049-0422 上磯郡木古内町字本町218番地 01392-2-3131 01392-2-3622
http://www.tow
n.kikonai.hokkai
do.jp

info＠
town.kikonai.h
okkaido.jp

明12　　　　　木古内、札苅、泉沢村戸長役場設置。
明18　　　　　釜谷村を併せ４村とする。
明35．４．１　二級町村制施行、木古内村とする。
大８．４．１　一級町村制施行。
昭17．10．１　町制施行。

本庁 041-1192 亀田郡七飯町本町6丁目1番1号 0138-65-2511 0138-66-2054

大中山出張
所

041-1121 亀田郡七飯町大中山2丁目1番3号 0138-65-0372 0138-66-2006

大沼出張所 041-1354 亀田郡七飯町字大沼町502番地1 0138-67-2141 0138-67-4001

鹿部町
しかべちょう

013439
〔木〕ナナカマド
〔花〕ツツジ

本庁 041-1498 茅部郡鹿部町字鹿部252番地1 01372-7-2111 01372-7-3086 https://www.to
wn.shikabe.lg.jp

info＠
town.shikabe.l
g.jp

明12．12　　　戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、鹿部村とする。
昭58．12．１　町制施行。

本庁 049-2393 茅部郡森町字御幸町144番地1 01374-2-2181 01374-2-3244

砂原支所 049-2222 茅部郡森町字砂原1丁目43-4 01374-8-3111 01374-8-3120

明33．６．１　安平村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、安平村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭27．８．１　安平村から追分村が分村。
昭28．10．１　追分村が町制施行。
昭29．10．１　安平村が早来村と改称。
昭32．１．１　早来村が町制施行。
平18．３．27　早来町、追分町を廃し、安平町を設置。

soumu＠
town.abira.lg.j
p

洞爺湖町
とうやこちょう

〔木〕ナナカマド
　　　サクラ
〔花〕ツツジ
　　　スミレ

syomu＠
town.toyako.lg
.jp

明13．２　　　虻田各村戸長役場設置。
明29．４　　　倶知安村を分村。
明30．７　　　真狩村戸長役場を分離。
明35．４．１　二級町村制施行、虻田村とする。
明42．３．31　虻田村役場開設。
大９．６．１　洞爺村を分村。
昭13．４．１　一級町村制施行。
昭13．10．１　町制施行。
平18．３．27　虻田町、洞爺村を廃し、洞爺湖町を設置。

015849

015857

http://www.tow
n.toyako.hokkai
do.jp

むかわ町
むかわちょう

〔木〕イチイ
　　　アカエゾマツ

〔花〕ツツジ
〔魚〕柳葉魚
　  （シシャモ）

安平町
あびらちょう

https://www.to
wn.hidaka.hokka
ido.jp

https://www.to
wn.abira.lg.jp

日高町
ひだかちょう

〔木〕カシワ
〔花〕サクラソウ

浦河町
うらかわちょう

〔木〕ヒダカゴヨ
      ウマツ
〔花〕ヒダカヤマ
      ツツジ

平取町
びらとりちょう

〔木〕カツラ
〔花〕スズラン

https://www.to
wn.urakawa.hok
kaido.jp

http://www.tow
n.biratori.hokkai
do.jp

info＠
town.biratori.h
okkaido.jp

info＠
town.urakawa.
hokkaido.jp

明32．７．１　平取他８村戸長役場設置。
大８．４．１　右左府戸長役場設置。
大12．４．１　二級町村制施行、平取村とする。
昭21．５．１　一級町村制施行。
昭29．11．１　町制施行。

明13　　　　　浦河他３村戸長役場設置。
明30　　　　　浦河戸長役場設置。
明35．４　　　二級町村制施行、浦河村とし、浦河他３村組合役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行（荻伏村、西舎村、杵臼村）。
明43．４．１　荻伏村役場分離。
大４．４．１　一級町村制施行、浦河村、杵臼村、西舎村を併し、浦河町と称す。
昭31．９．30　荻伏村を編入。

松前町
まつまえちょう

〔木〕マツ
〔花〕サクラ

新ひだか町
しんひだかちょう

〔木〕エゾヤマザ
   　 クラ
　　　アオダモ
〔花〕エゾヤマツ
   　 ツジ
　　　ハマナス

http://www.tow
n.matsumae.ho
kkaido.jp

https://www.sh
inhidaka-
hokkaido.jp

お問い合わ
せは公式HP
「お問い合
わせフォー
ム」にて

info＠
town.matsum
ae.hokkaido.jp

明８　　　　 　三石戸長役場設置。
明13　　　 　　静内、新冠両郡戸長役場設置。
明39． ４．１　二級町村制施行、三石村とする。
明42． ４．１　二級町村制施行、静内村とする。
大13． ４　　　一級町村制施行（静内村）。
昭６． 10．１　町制施行（静内町）。
昭13． ４　　　一級町村制施行（三石村）。
昭26． ４． 　 町制施行（三石町）。
平18． ３．31　静内町、三石町を廃し、新ひだか町を設置。

明33．５．19　一級町村制施行（福山町）。
大４．４．１　二級町村制施行（大島村）。
大12．３．30　二級町村制施行（大沢村、小島村）。
昭15．７．15　福山町を松前町と改称。
昭29．７．１　松前町、大島村、小島村、大沢村を廃し、松前町設置。

info＠
town.fukushim
a.hokkaido.jp

info＠
town.nanae.h
okkaido.jp

info＠
town.hokkaido
-mori.lg.jp

福島町
ふくしまちょう

〔木〕スギ
〔花〕ヤマユリ

森町
もりまち

〔木〕カヤベグリ
〔花〕サクラ
〔鳥〕カモメ

七飯町
ななえちょう

〔木〕アカマツ
〔花〕リンゴの花
〔副花〕サルビア

https://www.to
wn.hokkaido-
mori.lg.jp

https://www.to
wn.nanae.hokka
ido.jp

http://www.tow
n.fukushima.hok
kaido.jp

明12．12　　　福島他１村戸長役場設置。
明33．７．１　一級町村制施行（福島村）。
明35．４．１　二級町村制施行（吉岡村）。
昭19．２．11　福島村を福島町とする。
昭30．10．１　福島、吉岡村を廃し、福島町設置。

明10　　　　　七重村他５村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、七飯村とする。
明44．４　　　一級町村制施行。
昭32．１．１　町制施行。

明22．４．１　森村他５村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、森村とする。
明40．４．１　一級町村制施行。
大10．１　　　町制施行。
平17．４．１　森町、砂原町を廃し、森町を設置。

明28．４．１　苫小牧他15村戸長役場から分村し、鵡川他７村戸長役場を鵡川に設置。
明45．４．１　鵡川の上流４村が鵡川他７村戸長役場から分村し、似湾他３村戸長役場を設置。
大４．４．１　二級町村制施行、鵡川村とする。
大８．４．１　二級町村制施行、似湾村とする。　（昭４．10．１ 穂別村へ改称）
昭28．４．１　町制施行、鵡川町とする。
昭37．１．１　町制施行、穂別町とする。
平18．３．27　鵡川町、穂別町を廃し、むかわ町設置。

明13．３　　　沙流郡各村戸長役場設置。
明32　　　　　平取他８村戸長役場に属する。
明42．４．１　二級町村制施行、門別村とする。
大８．４　　　右左府村戸長役場設置。
大12．４．１　二級町村制施行、右左府村とする。
昭４．４．１　一級町村制施行（門別村）。
昭18．４．29　右左府村を日高村と改称。
昭27．４．１　町制施行（門別町）。
昭37．11．１　町制施行（日高町）。
平18．３．１　日高町、門別町を廃し、日高町を設置。

015865
http://www.tow
n.mukawa.lg.jp

soumu＠
town.mukawa.
lg.jp

info＠
town.hidaka.h
okkaido.jp

016012

016021

016071

016101

013315

013374

013455

013323
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本庁 049-3192 二海郡八雲町住初町138番地 0137-62-2111 0137-62-2120

熊石総合支
所

043-0495 二海郡八雲町熊石根崎町116番地 01398-2-3111 01398-2-3230

落部支所 049-2562 二海郡八雲町落部875番地1 0137-67-2231 0137-67-2233

相沼泊川出
張所

043-0333 二海郡八雲町熊石館平町111番地 01398-3-8301 01398-3-8302

長万部町
おしゃまんべちょう

013471
〔木〕クロマツ
〔花〕アヤメ

本庁 049-3592 山越郡長万部町字長万部453番地
1

01377-2-2000 01377-2-4884
https://www.to
wn.oshamambe.
lg.jp

somu＠
town.oshama
mbe.lg.jp

明12．12　　　戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、長万部村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭18．２．11　町制施行。

江差町
えさしちょう

013617
〔木〕ヒノキアス
　　　ナロ
〔花〕ハマナス

本庁 043-8560 檜山郡江差町字中歌町193番地1 0139-52-1020 0139-52-0234
https://www.ho
kkaido-
esashi.jp

info＠
town.hiyama-
esashi.lg.jp

明５．５　　　戸長役場設置。
明33．７．１　一級町村制施行、江差町とする。
明39．４．１　二級町村制施行、泊村とする。
昭30．２．11　江差町、泊村を廃し、江差町を設置。

本庁 049-0698 檜山郡上ノ国町字大留100番地 0139-55-2311 0139-55-2025

石崎出張所 049-0741 檜山郡上ノ国町字石崎73番地1 0139-59-2021 なし

湯ノ岱出張
所

049-0562 檜山郡上ノ国町字湯ノ岱109番地
4

0139-56-3034 なし

厚沢部町
あっさぶちょう

013633
〔木〕クロマツ
〔花〕ツツジ

本庁 043-1113 檜山郡厚沢部町新町207番地 0139-64-3311 0139-67-2815 https://www.to
wn.assabu.lg.jp

info-soumu＠
town.assabu.l
g.jp

明９．５　　　俄虫戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、厚沢部村とする。
昭38．３．10　町制施行。

乙部町
おとべちょう

013641
〔木〕スギ
〔花〕ユリ

本庁 043-0103 爾志郡乙部町字緑町388番地 0139-62-2311 0139-62-2939 https://www.to
wn.otobe.lg.jp

soumu＠
town.otobe.lg.j
p

明12．７　　　乙部村他４村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、乙部村とする。
昭40．10．１　町制施行。

本庁 043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻806番地 01397-2-3111 01397-2-3445

青苗支所 043-1521 奥尻郡奥尻町字青苗411番地52 01397-3-2321 01397-3-2571

今金町
いまかねちょう

013706
〔木〕イチイ
〔花〕チューリッ
　　　プ

本庁 049-4393 瀬棚郡今金町字今金48番地の1 0137-82-0111 0137-82-2492 https://www.to
wn.imakane.lg.jp

imakane＠
town.imakane.
lg.jp

明30．６．13　利別村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、利別村とする。
昭４．４．１　一級町村制施行。
昭22．10．１　町制施行、今金町と改称。

本庁 049-4592 久遠郡せたな町北檜山区徳島63
番地1

0137-84-5111 0137-84-4657

大成支所 043-0504 久遠郡せたな町大成区都427番地 01398-4-5511 01398-4-6380

瀬棚支所 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町719番
地

0137-87-3311 0137-87-2302

鷹栖町
たかすちょう

014524
〔木〕ナナカマド
〔花〕マリーゴー
　　　ルド

本庁 071-1292 上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 0166-87-2111 0166-87-2196
https://town.ta
kasu.hokkaido.j
p

osarappe＠
town.takasu.lg
.jp

大13．６．４　一級町村制施行、鷹栖村とする。
昭44．１．１　町制施行。

東神楽町
ひがしかぐらちょう

014532
〔木〕イチイ
〔花〕ツツジ
〔鳥〕ヒバリ

本庁 071-1592 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番
2号

0166-83-2111 0166-83-4180
https://www.to
wn.higashikagur
a.lg.jp

soumu＠
town.higashik
agura.lg.jp

明25．２　　　神楽村設置。
明42．４．１　二級町村制施行。
昭４．４．１　一級町村制施行。
昭18．４．１　神楽村より分村、東神楽村とする。
昭41．１．１　町制施行。

当麻町
とうまちょう

014541
〔木〕イチイ
〔花〕キク

本庁 078-1393 上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 0166-84-2111 0166-84-4883 http://town.toh
ma.hokkaido.jp

sougou＠
town.tohma.lg.
jp

明34．９．19　戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、当麻村とする。
大８．４　　　一級町村制施行。
昭33．４．１　町制施行、当麻町とする。

比布町
ぴっぷちょう

014559
〔木〕ナナカマド
〔花〕スイセン

本庁 078-0392 上川郡比布町北町1丁目2番1号 0166-85-2111 0166-85-2389
http://www.tow
n.pippu.hokkaid
o.jp

ichigo＠
town.pippu.ho
kkaido.jp

明39．４．１　二級町村制施行、比布村とする。
大10．４．１　一級町村制施行。
昭37．４．１　町制施行。

愛別町
あいべつちょう

014567
〔木〕サクラ
〔花〕ツツジ

本庁 078-1492 上川郡愛別町字本町179番地 01658-6-5111 01658-6-5110
https://www.to
wn.aibetsu.hokk
aido.jp

aibetsu＠
town.aibetsu.
hokkaido.jp

明30．７．１　愛別村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、愛別村とする。
昭12．４．１　一級町村制施行。
昭36．８．１　町制施行。

上川町
かみかわちょう

014575
〔木〕アカエゾマツ

〔花〕エゾツツジ
本庁 078-1753 上川郡上川町南町180番地 01658-2-1211 01658-2-1220

https://www.to
wn.hokkaido-
kamikawa.lg.jp

kamikawa＠
town.hokkaido
-
kamikawa.lg.jp

大13．１．１　二級町村制施行、上川村とする。
昭27．９．１　町制施行。

東川町
ひがしかわちょう

014583
〔木〕カツラ
〔花〕エゾムラサ
      キツツジ

本庁 071-1492 上川郡東川町東町1丁目16番1号 0166-82-2111 0166-82-3644
https://town.hi
gashikawa.hokk
aido.jp

kikaku.soumu
＠
town.higashik
awa.lg.jp

明33．４　　　東旭川他１村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行。
大８．４　　　一級町村制施行、東川村とする。
昭34．８．15　町制施行。

本庁 071-0292 上川郡美瑛町本町4丁目6番1号 0166-92-1111 0166-92-4414

美瑛町東京
事務所

102-0081 東京都千代田区四番町３番　番
町ＭＫビル５Ｆ

なし なし

八雲町
やくもちょう

〔木〕オンコ
〔花〕ヒマワリ
〔鳥〕オオワシ

https://www.to
wn.yakumo.lg.jp

info＠
town.yakumo.l
g.jp

奥尻町
おくしりちょう

〔木〕イチイ
    （オンコ）
〔花〕ハマナス

上ノ国町
かみのくにちょう

〔木〕ヒノキアス
　　　ナロ
〔花〕エゾヤマツ
　　　ツジ

https://www.to
wn.okushiri.lg.jp

http://www.tow
n.kaminokuni.lg.
jp

せたな町
せたなちょう

〔木〕イチイ
　　（オンコ）
〔花〕スイセン

https://www.to
wn.setana.lg.jp

美瑛町
びえいちょう

〔木〕シラカバ
〔花〕スズラン

setana.somu
＠
town.setana.lg
.jp

明10　　　　　熊石村、泊川村、相沼内村戸長役場設置。
明12　　　　　山越内村戸長役場設置。
明14　　　　　山越内より八雲村分村、山越内村他１村戸長役場設置。
明15　　　　　泊川、相沼内村戸長役場を廃し、熊石他２村戸長役場設置。
明35．４　　　二級町村制施行、山越内村を併せ八雲村とする。
明35．４．１　二級町村制施行、熊石、泊川村、相沼内村を併せ熊石村とする。
明37．５．１　熊石村に町制施行。
明40．４．10　八雲村に一級町村制施行。
大４．４．１　八雲村に二級町村制施行。
大８．１．１　八雲村に町制施行。
昭32．４．１　八雲町に落部村を編入。
平17．10．１　八雲町、熊石町を廃し、八雲町を設置。

明12　　　　　上ノ国村内に３戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、上ノ国村とする。
昭42．３．１　町制施行。

明12．７．15　釣懸村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、奥尻村とする。
昭41．１．１　町制施行。

https://town.bi
ei.hokkaido.jp

info＠
town.kaminok
uni.lg.jp

info＠
town.okushiri.l
g.jp

013463

013625

013676

013714

014591

平17．９．１　大成町、瀬棚町及び北檜山町を廃し、せたな町を設置。

明33．６．１　戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、美瑛村とする。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭15．４．１　町制施行。
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上富良野町
かみふらのちょう

014605
〔木〕アカエゾマツ

〔花〕ラベンダー
本庁 071-0596 空知郡上富良野町大町2丁目2番

11号
0167-45-6400 0167-45-5362

https://www.to
wn.kamifurano.
hokkaido.jp

soumu＠
town.kamifura
no.lg.jp

明32．５　　　富良野村戸長役場設置。
明36．７　　　上富良野村と改称。
明39．４．１　二級町村制施行、上富良野村とする。
大８．４．１　一級町村制施行。
昭26．８．１　町制施行。

中富良野町
なかふらのちょう

014613
〔木〕コブシ
〔花〕ラベンダー

本庁 071-0795 空知郡中富良野町本町9番1号 0167-44-2122 0167-44-2127
http://www.tow
n.nakafurano.lg.j
p

明36．７　　　下富良野村、上富良野村戸長役場設置。
明39．４　　　二級町村制施行。
大６．４．１　上富良野村から分村、二級町村制施行、中富良野村とする。
大12．４　　　一級町村制施行。
昭39．５．１　町制施行。

南富良野町
みなみふらのちょう

014621
〔木〕クルミ
〔花〕ヒナゲシ

本庁 079-2402 空知郡南富良野町字幾寅867番地 0167-52-2112 0167-52-2922
https://www.to
wn.minamifuran
o.hokkaido.jp

nanpu＠
town.minamif
urano.hokkaid
o.jp

明41．４．１　南富良野村外１箇村戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、南富良野村とする。
昭42．４．１　町制施行。

本庁 079-2201 勇払郡占冠村字中央 0167-56-2121 0167-56-2184

トマム支所 079-2205 勇払郡占冠村字上トマム 0167-57-2160 0167-57-2218

和寒町
わっさむちょう

014648
〔木〕ニレ
〔花〕カタクリ

本庁 098-0192 上川郡和寒町字西町120番地 0165-32-2421 0165-32-4238
https://www.to
wn.wassamu.ho
kkaido.jp

ki-kouhou＠
town.wassam
u.lg.jp

大４．４．１　二級町村制施行、和寒村とする。
昭27．１．１　町制施行。

剣淵町
けんぶちちょう

014656
〔木〕ヤチダモ
〔花〕エゾリンドウ

本庁 098-0392 上川郡剣淵町仲町37番1号 0165-34-2121 0165-34-2590
https://www.to
wn.kembuchi.ho
kkaido.jp

soumu＠
town.kembuc
hi.lg.jp

明32．５．８　剣淵他３村戸長役場設置。
明34．４．１　剣淵他４村戸長役場設置。
明35．８．24　剣淵村長役場とする。
明39．４．１　二級町村制施行、剣淵村とする。
大４．４．１　和寒村を分村。
昭２．10．１　温根別村を分村。
昭37．１．１　町制施行。

下川町
しもかわちょう

014681
〔木〕トドマツ
〔花〕エゾリンドウ

本庁 098-1206 上川郡下川町幸町63番地 01655-4-2511 01655-4-2517
https://www.to
wn.shimokawa.h
okkaido.jp

s-main＠
town.shimoka
wa.hokkaido.jp

明32．５　　　剣淵他３村戸長役場管轄となる。
大13．１．１　二級町村制施行、下川村とする。
昭24．12．１　町制施行。

本庁 098-2252 中川郡美深町字西町18番地 01656-2-1611 01656-2-1626

恩根内出張
所

098-2361 中川郡美深町字恩根内76番地 01656-4-1010 01656-4-1238

音威子府村
おといねっぷむら

014702
〔木〕アカエゾマツ

〔花〕シバザクラ
本庁 098-2501 中川郡音威子府村字音威子府444

番地1
01656-5-3311 01656-5-3837

https://www.vil
l.otoineppu.hok
kaido.jp

soumuzaisei
＠
vill.otoineppu.l
g.jp

大５．４．１　常盤戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、常盤村とする。
昭38．４．１　音威子府村と改称。

中川町
なかがわちょう

014711
〔木〕イチイ
〔花〕ツツジ

本庁 098-2892 中川郡中川町字中川337番地 01656-7-2811 01656-7-2594
https://www.to
wn.nakagawa.ho
kkaido.jp

明45．４．１　中川戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、中川村とする。
昭39．５．１　町制施行。

本庁 074-0492 雨竜郡幌加内町字幌加内4699番
地

0165-35-2121 0165-35-2127

朱鞠内支所 074-0742 雨竜郡幌加内町字朱鞠内 0165-38-2211 0165-38-2215

増毛町
ましけちょう

014818
〔木〕ナナカマド
〔花〕サクラ
〔鳥〕カモメ

本庁 077-0292 増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地 0164-53-1111 0164-53-2348
https://www.to
wn.mashike.hok
kaido.jp

soumu＠
town.mashike.
hokkaido.jp

明10　　　　　増毛村、別苅村戸長役場設置。
明33．７．１　一級町村制施行、増毛町とする。

本庁 078-3392 留萌郡小平町字小平町216番地 0164-56-2111 0164-56-2110

鬼鹿支所 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町125番地
１

0164-57-1111 0164-57-1310

達布支所 077-0463 留萌郡小平町字達布310番地 0164-58-1111 0164-58-1210

本庁 078-3792 苫前郡苫前町字旭37番地の1 0164-64-2211 0164-64-2142

古丹別支所 078-3621 苫前郡苫前町字古丹別187番地の
15

0164-65-3311 0164-65-4473

本庁 078-4198 苫前郡羽幌町南町1番地の1 0164-62-1211 0164-62-1219

天売支所 078-3953 苫前郡羽幌町大字天売字和浦73
番地

01648-3-5131 01648-3-5615

焼尻支所 078-3871 苫前郡羽幌町大字焼尻字東浜164
番地1

01648-2-3131 01648-2-3551

初山別村
しょさんべつむら

014851
〔木〕ナナカマド
〔花〕ツツジ

本庁 078-4492 苫前郡初山別村字初山別96番地1 0164-67-2211 0164-67-2298
http://www.vill.
shosanbetsu.lg.j
p

shroman＠
saturn.plala.or
.jp

明34．９．19　初山別戸長役場設置。
明42．４．１　二級町村制施行、初山別村とする。

遠別町
えんべつちょう

014869
〔木〕シラカバ
〔花〕ツツジ

本庁 098-3543 天塩郡遠別町字本町3丁目37番地 01632-7-2111 01632-7-3695
http://www.tow
n.embetsu.hokk
aido.jp

info＠
town.embetsu
.hokkaido.jp

明36．４．１ 遠別村戸長役場設置。
大８．４．１ 二級町村制施行、遠別村とする。
昭24．４．１ 町制施行。

本庁 098-3398 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番
地の113

01632-2-1001 01632-2-2659

雄信内支所 098-3133 天塩郡天塩町字オヌプナイ3762
番地の13

01632-4-3004 01632-4-3374

美深町
びふかちょう

〔木〕エゾマツ
〔花〕ツツジ

占冠村
しむかっぷむら

〔木〕カエデ
〔花〕ツツジ

小平町
おびらちょう

〔木〕イチイ
〔花〕ツツジ

幌加内町
ほろかないちょう

〔木〕ナナカマド
〔花〕カタクリ
〔鳥〕アカゲラ

webmaster@t
own.bifuka.ho
kkaido.jp

horo1＠
mb.infosnow.n
e.jp

info＠
town.obira.lg.j
p

明34．５　　　剣淵他３村戸長役場管轄となる。
大４．４．１　二級町村制施行、下名寄村とする。
大９．６．１　智恵文村を分割、美深村と改称。
大12．４．１　一級町村制施行、町制施行。

大７．４．３　幌加内戸長役場設置。
大12．４．１　二級町村制施行、幌加内村とする。
昭34．９．１　町制施行。

明10　　　　　留萌他２村戸長役場管轄となる。
大８．７．１　二級町村制施行、小平蘂村とする。
昭23．１．１　小平村と改称。
昭31．９．30　鬼鹿村を編入。
昭41．９．１　町制施行。

https://www.to
wn.horokanai.h
okkaido.jp

http://www.tow
n.bifuka.hokkaid
o.jp

苫前町
とままえちょう

〔木〕ナナカマド
〔花〕エゾエンゴ
　　　サク

https://www.to
wn.haboro.lg.jp

http://www.tow
n.tomamae.lg.jp

天塩町
てしおちょう

〔木〕エゾヤマザ
 　   クラ
〔花〕ハマナス
〔鳥〕コガラ

羽幌町
はぼろちょう

〔木〕オンコ
〔花〕ツツジ

http://www.tes
hiotown.hokkaid
o.jp

somu＠
vill.shimukapp
u.lg.jp

webmaster＠
town.tomama
e.lg.jp

soumu＠
town.haboro.l
g.jp

soumu＠
teshiotown.co
m

明13．２．９　天塩村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、天塩村とする。
大13．４．１　一級町村制施行、町制施行。

https://www.to
wn.obira.hokkai
do.jp

https://www.vil
l.shimukappu.lg.j
p

014699

014834

014842

014877

014630

014729

014826

明38．５．31　辺富内を割き占冠村を置く。
大８．４　　　二級町村制施行、占冠村とする。

明13．３　　　苫前他２村戸長役場設置。
明21．８　　　白志泊村を併せ、苫前他１村戸長役場設置。
明35．４．１　力昼村を併せ、二級町村制施行、苫前村とする。
大４．４．１　一級町村制施行。
昭23．10．１　町制施行。

明30．７．15　羽幌村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、羽幌村とする。
明39．４．１　二級町村制施行（焼尻村、天売村）。
明42．４．１　一級町村制施行。
大10．７．１　町制施行。
昭30．４．１　天売村を編入。
昭34．４．１　焼尻村を編入。
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猿払村
さるふつむら

015113
〔木〕ナナカマド
〔花〕コケモモ
〔魚〕イトウ

本庁 098-6232 宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地
1

01635-2-3131 01635-2-3812
https://www.vil
l.sarufutsu.hokk
aido.jp

postmaster＠
vill.sarufutsu.
hokkaido.jp

大13．１．１　宗谷村より分村、二級町村制施行、猿払村とする。

浜頓別町
はまとんべつちょう

015121

〔木〕アカエゾマツ

〔花〕エゾノリュ
　　　ウキンカ
〔鳥〕コハクチョウ

本庁 098-5792 枝幸郡浜頓別町中央南1番地 01634-2-2345 01634-2-4766
http://www.tow
n.hamatonbets
u.hokkaido.jp

hamaton＠
mail.town.ham
atonbetsu.hok
kaido.jp

大５．４．１　枝幸村より分村、二級町村制施行、頓別村とする。
昭26．11．１　町制施行、浜頓別町と改称。

中頓別町
なかとんべつちょう

015130
〔木〕アカエゾマツ

〔花〕チシマザクラ
本庁 098-5595 枝幸郡中頓別町字中頓別172番地

6
01634-6-1111 01634-6-1155

https://www.to
wn.nakatombet
su.hokkaido.jp

info＠
town.nakatom
betsu.lg.jp

大10．４．１　頓別村より分村、二級町村制施行、中頓別村とする。
昭24．11．１　町制施行。

本庁 098-5892 枝幸郡枝幸町本町916番地 0163-62-1234 0163-62-3353

歌登総合支
所

098-5298 枝幸郡枝幸町歌登東町106番地19 0163-68-2111 0163-68-2202

本庁 098-4110 天塩郡豊富町字上サロベツ2542
番地2

0162-82-1001 0162-82-2806

兜沼支所 098-4451 天塩郡豊富町字上サロベツ3863
番地

0162-84-2228 0162-84-9000

本庁 097-1201 礼文郡礼文町大字香深村字トン
ナイ558番地5

0163-86-1001 0163-86-1007

船泊支所 097-1111 礼文郡礼文町大字船泊村字ウヱ
ンナイホ297番地1

0163-87-2005 0163-87-2439

本庁 097-0401 利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1 0163-84-2345 0163-84-3553

仙法志支所 097-0311 利尻郡利尻町仙法志字本町58番
地1

0163-85-1011 0163-85-1049

本庁 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6
番地

0163-82-1111 0163-82-1253

鬼脇支所 097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇120
番地

0163-83-1001 0163-83-1320

本庁 098-3207 天塩郡幌延町宮園町1番地1 01632-5-1111 01632-5-2971

問寒別出張
所

098-2943 天塩郡幌延町字問寒別135番地4 01632-6-5006 01632-6-5008

美幌町
びほろちょう

015431
〔木〕オンコ
〔花〕エゾムラサ
   　 キツツジ

本庁 092-8650 網走郡美幌町字東2条北2丁目25
番地

0152-73-1111 0152-72-4869
http://www.tow
n.bihoro.hokkai
do.jp

webmaster＠
town.bihoro.h
okkaido.jp

明20．７．１　美幌他５村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、美幌村とする。
大12．４．１　一級町村制施行、美幌町とする。

津別町
つべつちょう

015440
〔木〕エゾマツ
〔花〕スズラン

本庁 092-0292 網走郡津別町字幸町41番地 0152-76-2151 0152-76-2976
https://www.to
wn.tsubetsu.ho
kkaido.jp

soumu1＠
town.tsubetsu
.hokkaido.jp

明20．７．１　戸長役場設置。
明20．10．12　美幌他５村戸長役場設置。
大８．４．１　美幌村より分村、二級町村制施行、津別村とする。
昭21．９．10　町制施行。

本庁 099-4192 斜里郡斜里町本町12番地 0152-23-3131 0152-23-4150

ウトロ支所 099-4351 斜里郡斜里町ウトロ香川1番地 0152-24-2200 0152-22-5008

本庁 099-4492 斜里郡清里町羽衣町13番地 0152-25-2131 0152-25-3571

札弦町支所 099-4521 斜里郡清里町札弦町26番地 0152-26-2267 0152-22-7010

緑町支所 099-4525 斜里郡清里町緑町9番地 0152-27-5222 0152-22-6010

小清水町
こしみずちょう

015474

〔木〕ミズナラ
〔花〕エゾスカシ
    　ユリ
〔町技〕ソフト
   　　 ボール
〔鳥〕オオハク
   　 チョウ

本庁 099-3698 斜里郡小清水町元町2丁目1番1号 0152-62-2311 0152-62-4198
https://www.to
wn.koshimizu.h
okkaido.jp

soumugrp＠
town.koshimiz
u.hokkaido.jp

大８．４．１　斜里村より分村、二級町村制施行、小清水村とする。
昭28．10．１　町制施行。

訓子府町
くんねっぷちょう

015491
〔木〕オンコ
〔花〕エゾムラサ
    　キツツジ

本庁 099-1498 常呂郡訓子府町東町398番地 0157-47-2111 0157-47-2600
https://www.to
wn.kunneppu.ho
kkaido.jp

kun＠
town.kunnepp
u.hokkaido.jp

大９．６．１　置戸町より分村、二級町村制施行、訓子府村とする。
昭26．11．１　町制施行。

置戸町
おけとちょう

015504

〔木〕アカエゾマツ

〔花〕エゾムラサ
  　  キツツジ
〔鳥〕クマゲラ

本庁 099-1100 常呂郡置戸町字置戸181番地 0157-52-3311 0157-52-3353
https://www.to
wn.oketo.hokkai
do.jp

oketo＠
town.oketo.ho
kkaido.jp

大４．４．１　野付牛村より分村、二級町村制施行、置戸村とする。
昭25．１．１　町制施行。

本庁 093-0592 常呂郡佐呂間町字永代町3番地の
1

01587-2-1211 01587-2-3368

若佐支所 091-0551 常呂郡佐呂間町字若佐185番地の
1

01587-2-8015 01587-2-8413

浜佐呂間出
張所

093-0423 常呂郡佐呂間町字浜佐呂間310番
地の5

01587-6-2111 01587-6-2935

昭18．４　　　一級町村制施行、上斜里村設置。
昭30．８．１　町制施行、清里町と改称。

015458

015466

明12．４　　　斜里他４村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、斜里村とする。
昭14．１．１　町制施行。

利尻富士町
りしりふじちょう

〔木〕エゾマツ
　　　ナナカマド
〔花〕リシリヒナ
    　ゲシ
〔鳥〕リシリコマ
   　 ドリ

利尻町
りしりちょう

〔木〕ハイマツ
〔花〕チシマザク

       ラ

　　　エゾカンゾ

       ウ

〔鳥〕リシリコマ
　　　ドリ

https://www.to
wn.rishirifuji.ho
kkaido.jp/rishiri
fuji/

http://www.tow
n.rishiri.hokkaid
o.jp

soumu＠
town.rishir
i.hokkaido.
jp
soumu＠
town.rishir
i.lg.jp

so-mu＠
town.rishirifuji
.hokkaido.jp

佐呂間町
さろまちょう

〔木〕オオバボダ
    　イジュ
〔花〕エゾムラサ
    　キツツジ
〔町技〕ソフト
    　　ボール

https://www.to
wn.saroma.hokk
aido.jp

soumu＠
town.saroma.
hokkaido.jp

大３．４　　　鐺沸村戸長役場設置。
大４．４　　　二級町村制施行、鐺沸村とする。
大４．11．１　佐呂間村と改称。
昭23．４．１　若佐村を分村。
昭28．４．１　町制施行。
昭31．９．30　佐呂間町、若佐村を廃し、佐呂間町設置。

015521

礼文町
れぶんちょう

〔木〕シンバク
〔花〕エゾウスユ
　　　キソウ
〔鳥〕コマドリ

枝幸町
えさしちょう

〔木〕エゾマツ
　　　ナナカマド
〔花〕フクジュソウ

　　　ハマナス
〔鳥〕セキレイ
　　　カモメ

幌延町
ほろのべちょう

〔木〕アカエゾマ
　　　ツ
〔花〕テシオコザ
 　   クラ

https://www.to
wn.shari.hokkai
do.jp

https://www.to
wn.horonobe.lg.j
p

清里町
きよさとちょう

〔木〕オンコ
〔花〕ムクゲ

斜里町
しゃりちょう

〔木〕ミズナラ
〔花〕ハマナス
〔町技〕バレー
 　　   ボール
〔鳥〕オジロワシ

https://www.to
wn.kiyosato.hok
kaido.jp

somuzaisei＠
town.horonob
e.lg.jp

shari＠
town.shari.hok
kaido.jp

g-somu＠
town.kiyosato.
hokkaido.jp

http://www.tow
n.rebun.hokkaid
o.jp

soumu＠
town.rebun.ho
kkaido.jp

豊富町
とよとみちょう

info＠
town.esashi.h
okkaido.jp

soumuka＠
town.toyotomi
.hokkaido.jp

明24．９．１　枝幸他３村戸長役場設置。
明42．４．１　二級町村制施行、枝幸村とする。
大５．４．１　頓別村を分村。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭14．９．１　歌登村を分村。歌登村に一級町村制施行。
昭22．10．１　町制施行、枝幸町とする。
昭37．１．１　町制施行、歌登町とする。
平18．３．20　枝幸町、歌登町を廃し、枝幸町を設置。

明42．４　　　幌延他１村戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、幌延村とする。
昭15．９．１　幌延村より分村、二級町村制施行、豊富村とする。
昭34．１．１　町制施行。

明13．２．９　礼文郡各村戸長役場設置。
明25．４．１　船泊他１村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、香深村とする。
　　 〃 　　  二級町村制施行、船泊村とする。
昭31．９．20　香深村、船泊村を廃し、礼文村設置。
昭34．９．１　町制施行。

明32．７．１　沓形村戸長役場設置。
明33．７．１　仙法志村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、沓形村とする。
　　 〃     　二級町村制施行、仙法志村とする。
昭24．11．１　町制施行（沓形村）。
昭31．９．15　沓形町、仙法志村を廃し、利尻町設置。

明13．３　　　利尻郡各村戸長役場設置。
明25．11　　　鬼脇村他２村戸長役場設置。
　　 〃       鴛泊他２村戸長役場設置。
明35．４．１　二級町村制施行、鬼脇村とする。
　　 〃       二級町村制施行、鴛泊村とする。
大12．４．１　一級町村制施行（鬼脇村、鴛泊村）。
昭31．９．30　鬼脇村、鴛泊村を廃し、東利尻村設置。
昭34．９．１　町制施行。
平２．９．30　利尻富士町と改称。

明42．４．１　幌延他１村戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、幌延村とする。
昭35．９．１　町制施行。

〔木〕イチイ
　　（オンコ）
〔花〕エゾカンゾウ

https://www.to
wn.toyotomi.ho
kkaido.jp

https://www.es
ashi.jp

015148

015164

015172

015181

015199

015202



市町村名
読み

市町村の章
地方公共団体
コード

木・花・鳥　等 庁舎名
郵便番
号

所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
ホームページ
アドレス
（代表）

メール
アドレス
（代表）

沿革

本庁 099-0492
紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地
1

0158-42-4811 0158-42-3688

生田原総合
支所

099-0701 紋別郡遠軽町生田原339番地1 0158-45-2011 0158-45-2025

丸瀬布総合
支所

099-0203
紋別郡遠軽町丸瀬布中町115番地
2

0158-47-2211 0158-47-2128

白滝総合支
所

099-0111 紋別郡遠軽町白滝138番地1 0158-48-2211 0158-48-2374

安国出張所 099-0622 紋別郡遠軽町生田原安国32番地 0158-46-2302 0158-45-2025

湧別町上湧
別庁舎

099-6592
紋別郡湧別町上湧別屯田市街地
318番地

01586-2-2111 01586-2-2511

湧別町湧別
庁舎

099-6404 紋別郡湧別町栄町112番地1 01586-5-2211 01586-5-2283

湧別町中湧
別出張所

099-6329
紋別郡湧別町中湧別中町3020番
地の1

01586-2-2218 01586-2-4047

湧別町芭露
出張所

093-0731 紋別郡湧別町芭露297番地 01586-6-2153 なし

滝上町
たきのうえちょう

015601
〔木〕サクラ
〔花〕シバザクラ

本庁 099-5692 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条
通2丁目1番地

0158-29-2111 0158-29-3588
https://www.to
wn.takinoue.hok
kaido.jp

info＠
town.takinoue
.hokkaido.jp

大７．４．１　渚滑村より分村、二級町村制施行、滝上村とする。
昭22．10．１　町制施行。

本庁 098-1692 紋別郡興部町字興部710番地 0158-82-2131 0158-82-2990

沙留出張所 098-1941 紋別郡興部町字沙留328番地 0158-83-2659 0158-83-2306

西興部村
にしおこっぺむら

015628

〔木〕イチイ
    （オンコ）
〔花〕エゾムラサ
    　キツツジ

本庁 098-1501 紋別郡西興部村字西興部100番地 0158-87-2111 0158-87-2777
https://www.vil
l.nishiokoppe.lg.j
p

ni.soumukakar
i＠
vill.nishiokopp
e.lg.jp

大14．１．１　興部村より分村、二級町村制施行、西興部村とする。

雄武町
おうむちょう

015636
〔木〕トドマツ
〔花〕ハマナス
〔鳥〕カッコウ

本庁 098-1792 紋別郡雄武町字雄武700番地 0158-84-2121 0158-84-2844
http://www.tow
n.oumu.hokkaid
o.jp

omui＠
town.oumu.ho
kkaido.jp

明33　　　　　雄武他３村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、雄武村とする。
昭23．10．１　町制施行。

本庁 099-2392 網走郡大空町女満別西3条4丁目1
番1号

0152-74-2111 0152-74-2191

東藻琴総合
支所

099-3293 網走郡大空町東藻琴360番地の1 0152-66-2131 0152-66-2423

本庁 080-0198 河東郡音更町元町2番地 0155-42-2111 0155-42-2117

木野支所 080-0301 河東郡音更町木野大通西6丁目1
番地

0155-31-2101 0155-32-2016

士幌町
しほろちょう

016322
〔木〕カシワ
〔花〕スズラン
〔鳥〕カッコウ

本庁 080-1292 河東郡士幌町字士幌225番地 01564-5-2211 01564-5-4304 https://www.sh
ihoro.jp

shihoro＠
shihoro.jp

大10．４．１　音更村から分村、川上村設置、二級町村制施行。
大15．６．１　士幌村と改称。
昭６．４．１　上士幌村を分村。
昭37．11．１　町制施行。

上士幌町
かみしほろちょう

016331
〔木〕シラカバ
〔花〕スズラン
〔鳥〕カッコウ

本庁 080-1492 河東郡上士幌町字上士幌東3線
238番地

01564-2-2111 01564-2-4637 https://www.ka
mishihoro.jp

yakuba＠
town.kamishih
oro.hokkaido.j
p

昭６．４．１　士幌村から分村、二級町村制施行、上士幌村とする。
昭29．４．１　町制施行。

本庁 081-0292 河東郡鹿追町東町1丁目15番地1 0156-66-2311 0156-66-1020

瓜幕支所 081-0342 河東郡鹿追町瓜幕東2丁目 0156-67-2111 0156-67-2112

本庁 081-8501 上川郡新得町3条南4丁目26番地 0156-64-5111 0156-64-4013

屈足支所 081-0161 上川郡新得町屈足柏町3丁目 0156-65-2111 0156-65-2112

本庁 089-0192 上川郡清水町南4条2丁目2番地 0156-62-2111 0156-62-5116

御影支所 089-0371　上川郡清水町御影東1条5丁目1 0156-63-2111 0156-63-3464

本庁 082-8651 河西郡芽室町東2条2丁目14番地 0155-62-9721 0155-62-4599

上美生出張
所

082-0384 河西郡芽室町上美生4線34番地 0155-66-2442 0155-66-2425

中札内村
なかさつないむら

016381
〔木〕カシワ
〔花〕スズラン
〔鳥〕ヒバリ

本庁 089-1392 河西郡中札内村東1条南1丁目2番
地1

0155-67-2311 0155-68-3911
https://www.vil
l.nakasatsunai.h
okkaido.jp

yakuba＠
vill.nakasatsu
nai.hokkaido.j
p

昭22．９．１　中札内村設置。

更別村
さらべつむら

016390
〔木〕カシワ
〔花〕スズラン

本庁 089-1595 河西郡更別村字更別南1線93番地 0155-52-2111 0155-52-2812 https://www.sa
rabetsu.jp

village-office
＠
sarabetsu.jp

大15．４．１　大正村に属する。
昭22．９．１　更別村設置。

大樹町
たいきちょう

016411
〔木〕カシワ
〔花〕コスモス
〔鳥〕ヒバリ

本庁 089-2195 広尾郡大樹町東本通33番地 01558-6-2111 01558-6-2495
https://www.to
wn.taiki.hokkaid
o.jp

mailmaster＠
town.taiki.lg.jp

明８．２　　　戸長役場設置。
明30．９．１　歴舟他２村戸長役場設置。
明39．４．１　茂岩、歴舟、大樹、当縁を併せ、二級町村制施行、茂寄村設置。
大15．６．１　広尾村と改称。
昭３．10．１　広尾村から分村、大樹村設置。
昭24．８．20　忠類村と分村。
昭26．４．１　町制施行。
昭30．４．１　大津村の一部を編入。

明39．４　　　二級町村制施行、湧別村とする。
明43．４　　　下湧別村、上湧別村分村、二級町村制施行。
大８．４．１　上湧別村から分村、二級町村制施行遠軽村とする。
大14．１．１　生田原村分村。
昭９．４．１　一級町村制施行、遠軽町とする。
昭21．８．１　丸瀬布村、白滝村分村。
昭28．10．１　丸瀬布村町制施行、丸瀬布町とする。
昭29．４．１　生田原村町制施行、生田原町とする。
平17．10．１　生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村を廃し、遠軽町を設置。

明30．６　　　湧別戸長役場設置。
明39．４　　　二級町村制施行、湧別村と改称。
明43．４．１　上湧別村分村、湧別村を下湧別村と改称。
明43．４．１　上湧別村二級町村制施行。
昭13．４．１　上湧別村一級町村制施行。
昭15．４．１　下湧別村一級町村制施行。
昭28．９．29　上湧別村町制施行。
昭28．10．１　下湧別村町制施行、湧別町と改称。
平21．10．５　上湧別町、湧別町を廃し、湧別町を設置。

明42　　　　　興部他２村戸長役場設置。
昭26．４．１　町制施行。

015555

015598

015610
興部町

おこっぺちょう
〔木〕ナナカマド
〔花〕ハマナス

湧別町
ゆうべつちょう

〔木〕オンコ
〔花〕チューリップ

https://www.to
wn.okoppe.lg.jp

https://www.to
wn.yubetsu.lg.jp

https://engaru.
jp

soumu＠
engaru.jp

清水町
しみずちょう

〔木〕ナナカマド
〔花〕スズラン
〔鳥〕ウグイス

https://www.to
wn.shimizu.hokk
aido.jp

https://www.sh
intoku-town.jp

大空町
おおぞらちょう

〔木〕シラカバ
　　　ナナカマド
〔花〕ミズバショウ

       シバザクラ
〔町技〕バレー
    　　ボール

https://www.to
wn.otofuke.hok
kaido.jp

http://www.tow
n.ozora.hokkaid
o.jp

鹿追町
しかおいちょう

〔木〕モミジ
〔花〕シャクナゲ
〔鳥〕カッコウ

音更町
おとふけちょう

〔木〕シラカバ
〔花〕スズラン

https://www.to
wn.shikaoi.lg.jp

芽室町
めむろちょう

〔木〕カシワ
〔花〕ミズバショウ

　　　エゾムラサ
    　キツツジ
〔鳥〕カッコウ

https://www.m
emuro.net

〔木〕藤、エゾヤ
    　マザクラ
〔花〕コスモス
〔魚〕ヤマベ
〔石〕黒曜石
〔蝶〕オオイチモ
    　ンジ

新得町
しんとくちょう

〔木〕エゾヤマザ
   　 クラ
〔花〕エゾムラサ
   　 キツツジ
〔鳥〕エゾライ
   　 チョウ

遠軽町
えんがるちょう

soumu＠
town.shintoku
.hokkaido.jp

webmaster＠
sun.town.shim
izu.hokkaido.jp

hp-contact＠
memuro.net

info＠
town.ozora.ho
kkaido.jp

mailbox＠
town.otofuke.
hokkaido.jp

soumu＠
town.shikaoi.l
g.jp

main＠
town.yubetsu.
lg.jp

okp-soumu＠
town.okoppe.l
g.jp

明34．10　　　音更村戸長役場に属する。
大10．４．１　音更町から分村、二級町村制施行、鹿追村とする。
昭34．９．１　町制施行。

明26．６　　　河東、上川、河西各村戸長役場に属する。
明33．７．15　芽室他６村戸長役場に属する。
明36．６．15　人舞他１村戸長役場に属する。
大４．４．１　人舞他１村戸長役場から分村、二級町村制施行、屈足村とする。
大12．４．１　一級町村制施行、新得村と改称。
昭８．５．１　町制施行。

明33．７　　　芽室村戸長役場に属する。
明36．６　　　人舞村他１村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、人舞村とし、屈足村を分村。
大10．４．１　芽室村を分割、二級町村制施行、御影村を置く。
昭２．９．25　一級町村制施行、清水村と改称。
昭11．１．１　町制施行。
昭31．９．30　御影村を編入。

明33．７　　　芽室村他６村戸長役場設置。
明36．６　　　人舞村他１村戸長役場分離。
明39．４．１　二級町村制施行、芽室村とする。
大４．４．１　伏古村の一部を合併。
大８．４．１　一級町村制施行。
大10．４．１　芽室村を分村、二級町村制施行、御影村設置。
昭17．５　　　町制施行。

015644

016314

016349

016357

016365

016373

大10．４．１　二級町村制施行、女満別村とする。
昭14．４．１　一級町村制施行、女満別町とする。
昭22．２．11　網走村から分村、東藻琴村とする。
昭26．４．１　町制施行、女満別町とする。
平18．３．31　女満別町、東藻琴村を廃し、大空町を設置。

明34　　　　　音更他２村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行、音更村とする。
大10．４．１　川上村、鹿追村分村、一級町村制施行。
昭28．７．１　町制施行。
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広尾町
ひろおちょう

016420

〔木〕オンコ
〔花〕ヒロオツツ
　　　ジ
〔鳥〕カモメ

本庁 089-2692 広尾郡広尾町西4条7丁目1番地1 01558-2-2111 01558-2-4933 https://www.to
wn.hiroo.lg.jp

webmaster＠
town.hiroo.lg.j
p

明31．６　　　茂寄村戸長役場設置。
明39．４　　　二級町村制施行、茂寄村とする。
大15．６．１　広尾村と改称。
昭３．10．１　大樹村を分村。
昭21．９．20　町制施行。

本庁 089-0692 中川郡幕別町本町130番地1 0155-54-2111 0155-54-3727

忠類総合支
所

089-1707 中川郡幕別町忠類錦町439番地1 01558-8-2111 01558-8-2511

札内支所 089-0541
中川郡幕別町札内青葉町311番地
11

0155-56-2111 0155-55-4026

糠内出張所 089-0786 中川郡幕別町字糠内251番地1 0155-57-2140 0155-57-2140

駒畠出張所 089-0783 中川郡幕別町字駒畠514番地71 0155-57-2171 なし

本庁 083-8650 中川郡池田町字西1条7丁目11番
地

015-572-3111 015-572-5158

高島支所 089-3152 中川郡池田町字高島39番地4 015-573-2333 015-573-2335

池田町東京
事務所

103-0016 東京都中央区日本橋小網町13-2
オーチュー小網町ビル7F

03-5643-8855 03-3660-5773

本庁 089-5392 中川郡豊頃町茂岩本町125番地 015-574-2211 015-574-3750

大津支所 089-5462 中川郡豊頃町大津幸町13番地1 015-575-2021 015-575-2200

本庁 089-3392 中川郡本別町北2丁目4番地1 0156-22-2141 0156-22-3237

勇足出張所 089-3281 中川郡本別町勇足元町21番地1 0156-23-2316 なし

仙美里出張
所

089-3664 中川郡本別町仙美里元町166番地
19

0156-24-2144 なし

足寄町
あしょろちょう

016471

〔木〕アカエゾマツ

〔花〕エゾムラサ
    　キツツジ
〔鳥〕エゾライ
    　チョウ

本庁 089-3797 足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1 0156-25-2141 0156-25-2488
https://www.to
wn.ashoro.hokk
aido.jp

asho2141＠
town.ashoro.h
okkaido.jp

明32．５　　　凋寒他13村戸長役場設置。
明35．８　　　本別他５村戸長役場設置。
明41．４．１　足寄郡各村戸長役場に属する。
大８．４．１　陸別他１村戸長役場設置。
大10．４．１　本別村を分割、西足寄村設置。
大12．４．１　二級町村制施行、足寄村とする。
昭25．４．１　西足寄村町制施行。
昭30．４．１　西足寄町、足寄村を廃し、足寄町設置。

陸別町
りくべつちょう

016489

〔木〕シラカバ
〔花〕フクジュソ
　　　ウ
〔鳥〕カッコウ

本庁 089-4311 足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1
番地

0156-27-2141 0156-27-2797 https://www.rik
ubetsu.jp

inf_o11＠
rikubetsu.jp

明41．４．１　足寄他３村戸長役場設置。
大８．４．１　淕別他１村戸長役場設置。
大12．４．１　二級町村制施行、淕別村とする。
昭24．８．１　陸別村と改称。
昭28．９．23　町制施行。

本庁 089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地6 015-576-2111 015-576-2519

上浦幌支所 089-3587 十勝郡浦幌町字貴老路4番地4 015-576-6104 015-576-6105

本庁 088-0692 釧路郡釧路町別保1丁目1番地 0154-62-2111 0154-62-2713

昆布森支所 085-2272
釧路郡釧路町昆布森3丁目22番地
1

0154-62-2198 0154-63-2079

雪裡支所 088-0622 釧路郡釧路町木場1丁目2番地 0154-62-2196 0154-37-2195

遠矢支所 088-2143 釧路郡釧路町河畔7丁目52番地1 0154-62-2197 0154-40-2446

本庁 088-1192 厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 0153-52-3131 0153-52-3138

湖南地区出
張所

088-1115 厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地 0153-52-2175 0153-52-0066

本庁 088-1592 厚岸郡浜中町湯沸445番地 0153-62-2111 0153-62-2229

浜中支所 088-1485 厚岸郡浜中町浜中桜東36番地 0153-64-2111 0153-64-2002

茶内支所 088-1363 厚岸郡浜中町茶内栄81番地 0153-65-2111 0153-65-2432

標茶町
しべちゃちょう

016641
〔木〕ナラ
〔花〕コスモス

本庁 088-2312 川上郡標茶町川上4丁目2番地 015-485-2111 015-485-4111
https://www.to
wn.shibecha.ho
kkaido.jp

info＠
office.town.sh
ibecha.hokkai
do.jp

明18．７　　　熊牛他４村戸長役場設置。
明36．８　　　弟子屈村、屈斜路村を分村。
大12．４．１　二級町村制施行、熊牛村とする。
昭４．８．５　標茶村と改称。
昭25．11．１　町制施行。
昭30．４．１　太田村の一部を編入。

本庁 088-3292 川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 015-482-2191 015-482-2696

川湯支所 088-3465
川上郡弟子屈町川湯温泉3丁目2
番10号

015-483-2043 015-483-3345

屈斜路支所 088-3341
川上郡弟子屈町字屈斜路222番地
5

なし なし

鶴居村
つるいむら

016675
〔木〕シラカバ
〔花〕コスモス
〔鳥〕タンチョウ

本庁 085-1203 阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地 0154-64-2111 0154-64-2577 https://www.vil
l.tsurui.lg.jp

tancho＠
vill.tsurui.lg.jp

明20　　　　　阿寒郡各戸長役場設置。
大12．４　　　舌辛村に属する。
昭12．４．１　舌辛村より分村、二級町村制施行、鶴居村とする。

本庁 088-0392 白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地
1

01547-2-2171 01547-2-4659

庶路支所 088-0574 白糠郡白糠町西庶路東2条南2丁
目2−28

01547-5-2030 01547-5-2419

本庁 086-0205 野付郡別海町別海常盤町280番地 0153-75-2111 0153-75-0371

西春別支所 088-2562
野付郡別海町西春別駅前栄町28
番地

0153-77-2131 0153-77-2132

上春別連絡
事務所

088-2723 野付郡別海町上春別南町21番地 0153-75-6011 0153-75-6678

上風連連絡
事務所

086-0131 野付郡別海町上風連174番地の17 0153-75-7326 0153-75-7380

尾岱沼支所 086-1644
野付郡別海町尾岱沼潮見町213番
地の1

0153-86-2166 0153-86-2804

本庁 086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地 0153-73-3111 0153-73-5333

計根別支所 088-2682 標津郡中標津町計根別南1条東2
丁目1番地

0153-78-2211 0153-78-2012

池田町
いけだちょう

〔木〕カシワ
　　　サクラ
〔花〕ツツジ

幕別町
まくべつちょう

〔木〕カシワ
〔花〕シバザクラ
〔鳥〕オオハク
　　　チョウ

https://www.to
wn.hokkaido-
ikeda.lg.jp

https://www.to
wn.makubetsu.l
g.jp

釧路町
くしろちょう

〔木〕エジノコリ
    　ンゴ
〔花〕クロシロハナ

　　　シノブ
〔鳥〕エゾフクロウ

厚岸町
あっけしちょう

〔木〕エゾヤマザ
   　 クラ
〔花〕ヒオウギア
    　ヤメ
〔鳥〕オオセグロ
    　カモメ

https://www.ak
keshi-town.jp

http://www.tow
n.kushiro.lg.jp

豊頃町
とよころちょう

〔木〕ニレ
〔花〕エゾムラサ
    　キツツジ

https://www.to
wn.honbetsu.ho
kkaido.jp

http://www.toy
okoro.jp

浦幌町
うらほろちょう

〔木〕ナナカマド
〔花〕ハマナス
〔鳥〕アオサギ

本別町
ほんべつちょう

〔木〕カシワ
〔花〕エゾムラサ
   　 キツツジ
〔鳥〕アカゲラ

https://www.ur
ahoro.jp

016462

016497

白糠町
しらぬかちょう

〔木〕ナナカマド
〔花〕キンセンカ

弟子屈町
てしかがちょう

〔木〕サクラ
〔花〕ツツジ
〔鳥〕ハクチョウ

https://www.to
wn.shiranuka.lg.
jp

https://www.to
wn.teshikaga.ho
kkaido.jp

https://www.to
wnhamanaka.jp

別海町
べつかいちょう

〔木〕ナラ
〔花〕センタイハギ

〔鳥〕ハクチョウ

https://betsuk
ai.jp

https://www.na
kashibetsu.jp

中標津町
なかしべつちょう

〔木〕シラカバ
〔花〕エゾリンドウ

浜中町
はまなかちょう

〔木〕シラカバ
〔花〕エゾカンゾウ

〔鳥〕エトピリカ

tantaka＠
town.shiranuk
a.lg.jp

info＠
betsukai.jp

nakasi-t＠
aurens.or.jp

somukakari＠
town.makubet
su.lg.jp

soumu＠
town.hokkaido
-ikeda.lg.jp

webmaster＠
toyokoro.jp

soumuk＠
town.honbets
u.hokkaido.jp

明12　　　　　標津他５村戸長役場設置。
明17　　　　　標津他６村戸長役場となる。
大12．４．１　二級町村制施行、標津村とする。
昭21．７．１　標津村より分村、中標津村設置。
昭25．１．１　町制施行。

明30．９．１　幕別他６村戸長役場設置。
明32．５　　　凋寒他１村を分離。
明39．４．１　二級町村制施行、幕別村とする。
大８．４．１　一級町村制施行。
昭21．９．15　町制施行。
平18．２．６　忠類村を編入。

明32．５. １　凋寒他13村戸長役場設置。
明35．９　　　本別他６村戸長役場を分離。
明39．４．１　二級町村制施行、凋寒村とする。
大２．４．１　川合村と改称。
大８．４．１　一級町村制施行。
大15．７．１　池田町と改称。

明13．２　　　十勝他４郡戸長役場設置。
明32．５　　　豊頃他１村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行（大津村、豊頃村）。
昭30．４．１　大津村中部地区を編入。
昭40．４．１　町制施行。

明35．９　　　本別他５村戸長役場設置。
大４．４．１　二級町村制施行、本別村とする。
大10．４．１　西足寄村を分村。
大12．４．１　一級町村制施行。
昭８．５　　　町制施行。

明33．４　　　生剛、愛牛、十勝村戸長役場設置。
明39．４．１　二級町村制施行。
明45．４．10　浦幌村と改称。
昭29．４．１　町制施行。
昭30．４．１　大津村の一部を編入。

明13．４．１　昆布森、跡永賀、仙鳳趾村戸長役場設置。
大８．４．１　二級町村制施行、昆布森村設置。
大９．７．１　二級町村制施行、釧路村設置。
昭30．１．１　釧路村、昆布森村を廃し、釧路村設置。
昭55．４．１　町制施行。

明24．３．28　戸長役場設置。
明33．７．１　一級町村制施行。
大12．４．１　二級町村制施行（太田村）。
昭30．４．１　太田村の一部を編入。

明12．７　　　戸長役場設置。
明17　　　　　厚岸郡郡役所出張所設置。
明19　　　　　霧多布他１町４村戸長役場設置。
明39．４．１　霧多布他１町４町村併せ浜中村とし、二級町村制施行。
大８．４　　　一級町村制施行。
昭38．８．１　町制施行。

明36．８　　　弟子屈他１村戸長役場設置。
大12．４．１　二級町村制施行、弟子屈村とする。
昭18．４．１　一級町村制施行。
昭22．７．１　町制施行。

016438

016446

016454

016632

016659

016926

016616

016624

016683

016918

明17．12．25　白糠他６戸長役場設置。
明41．４．１　白糠郡の戸長役場となる。
大４．４．１　二級町村制施行、白糠村とする。
昭25．11．１　町制施行。

明12　　　　　別海他４村戸長役場設置。
大12．４．１　二級町村制施行、別海村とする。
昭46．４．１　町制施行。

soumu＠
urahoro.jp

soumu_soumu
＠
town.kushiro.l
g.jp

soumu＠
akkeshi-
town.jp

hamanaka＠
hokkai.or.jp

info＠
town.teshikag
a.hokkaido.jp
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本庁 086-1632 標津郡標津町北2条西1丁目1番3
号

0153-82-2131 0153-82-3011

川北生涯学
習センター

086-1451 標津郡標津町字川北基線12番地 0153-85-2224 0153-85-2864

羅臼町
らうすちょう

016942 本庁 086-1892 目梨郡羅臼町栄町100番地83 0153-87-2111 0153-87-2916 https://www.ra
usu-town.jp

hp.info＠
rausu-town.jp

明12　　　　　標津他５村戸長役場に属する。
明17．10．13　標津町他６村戸長役場に属する。
大12．４．１　二級町村制施行、植別村とする。
昭５．７．１　羅臼村と改称。
昭36．８．１　町制施行。

標津町
しべつちょう

〔木〕ナナカマド
〔花〕ハマナス
〔町技〕剣道

https://www.sh
ibetsutown.jp

shibetsu-
town＠
shibetsutown.
jp

明12　　　　　標津他５村戸長役場設置。
明17　　　　　標津他６村戸長役場となる。
大12．４．１　二級町村制施行、標津村とする。
昭21．７．１　中標津村を分村。
昭33．１．１　町制施行。016934


