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北海道内の国の行政機関におけるＡＥＤの設置状況（地域別）

平成26年12月1日現在

地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

石
狩
地
区

札幌市

札幌法務局南出張所 札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号 １階入口ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌法務局北出張所 札幌市北区北31条西7丁目1番1号 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌法務局西出張所 札幌市西区発寒4条1丁目1番1号 １階お客様待合ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌法務局白石出張所 札幌市白石区本通1丁目北4番2号 １階お客様待合ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌第３合同庁舎 札幌市中央区大通西12丁目

1階南側ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

7階エレベーターホール 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌高等検察庁
札幌市中央区大通西12丁目（札幌第3
合同庁舎13階～14階入居）

札幌第３合同庁舎１４階エレ
ベーターホール

開庁日の８：３０～１７：１５

札幌矯正管区 札幌市東区東苗穂1条2丁目5－5 １階正面入口 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌刑務所 札幌市東区東苗穂2条1丁目5－1 当直・仮眠室 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌第１合同庁舎
（管理官署：北海道財務局）

札幌市北区北8条西2丁目

１階北側ロビー ２４時間（通年）

１０階エレベーターホール ２４時間（通年）

札幌第２合同庁舎
（管理官署：札幌国税局）

札幌市中央区大通西10丁目 １階守衛室 開庁日の８：３０～１７：００

札幌国税局
札幌市中央区大通西10丁目（札幌第2合同庁舎 札幌第２合同庁舎９階医務
地下1階、地上1階～6階及び9階入居） 室

開庁日の８：３０～１７：００

札幌北税務署 札幌市北区北31条西7丁目3－1 ２階総務課 開庁日の８：３０～１７：００

札幌中税務署
札幌市中央区大通西10丁目
（札幌第2合同庁舎1階～3階入居）

札幌第２合同庁舎 署１階
総合受付

開庁日の８：３０～１７：００

札幌西税務署 札幌市西区発寒4条1丁目7－1 ２階総務課カウンター 開庁日の８：３０～１７：００
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

石
狩
地
区

札幌市

札幌東税務署 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8－8 ２階事務室内 開庁日の８：３０～１７：００

札幌南税務署 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3－4 ２階総務課入口 開庁日の８：３０～１７：００

税務大学校札幌研修所 札幌市西区八軒5条西8丁目1－1 校舎棟２階４番教室前 開庁日の８：３０～１７：００

札幌東労働基準監督署 札幌市厚別区厚別中央2条１丁目2－5 ２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌公共職業安定所 札幌市中央区南10条西14丁目 １階総合受付カウンター 開庁日の８：３０～１７：１５

ハローワークプラザ札幌
札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命
札幌共同ビル

受付カウンター
開庁日の８：３０～１７：１５

（月・水・金）８：３０～１９：００
（第2・4土曜日）１０：００～１７：００

札幌東公共職業安定所 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2－10 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌北公共職業安定所 札幌市東区北16条東4丁目3－1 １階印刷室
開庁日の８：３０～１７：１５

（第１、第３土曜日）10：00～17：00

北海道農政事務所 札幌市中央区北4条西17丁目19－6 ２階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

２階総務課内 開庁日の８：３０～１７：１５

北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番
５階事務室（イベント時携
行）

開庁日の８：３０～１７：１５

北海道森林管理局石狩地域森
林ふれあい推進センター

札幌市中央区南9条西23丁目１-10
１階事務室（イベント時携
行）

開庁日の８：３０～１７：１５

１階守衛室横 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌開発建設部 札幌市中央区北2条西19丁目

５階診療所入口 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

石
狩
地
区

札幌市

札幌開発建設部豊平川ダム統合
管理事務所
（豊平峡ダム管理支所、定山渓
ダム管理支所を含む）

札幌市南区定山渓7区
豊平峡ダム資料室１階フロ
ア

(11～４月)開庁日の８：３０～１７：１５
(５～10月)開庁日の９：００～１６：３０

札幌市南区定山渓8区 定山渓ダム資料館
（12～４月）開庁日の８：３０～１７：１５
（5～11月）開庁日の９：００～１６：３０

札幌開発建設部札幌道路事務所 札幌市豊平区月寒東2条8丁目3番1号 １階エントランス 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌開発建設部国営滝野すずら
ん丘陵公園事務所

札幌市南区滝野247番地

（夏季）森の情報館１階
（冬季）東口事務所車庫

滝野公園案内所

カントリーハウス１階インフォ
メーションカウンター

森の交流館１階（尾根口）

こどもの谷虹の巣ドーム１階
救護室

(夏季)東口ゲート内１階
(冬季)滝野公園事務所庁舎

（夏季）オートリゾート滝野センターハウス１階
（冬季）東口休憩所スキーヤーズサロンスキースクー
ルカウンター

（夏季）焼肉ガーデン「アシリベツ」
（冬季）渓流口駐車場料金所

（夏季）パークステーション「サイクルス
テーション」１階
（冬季）中央口管理所

（４月２０日～５月３１日）
９：００～１７：００

（６月１日～８月３１日）
９：００～１８：００

（９月１日～１１月１０日）
９：００～１７：００

（１２月２３日～３月３１日）
９：００～１６：００

札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌航空交通管制部 札幌市東区北37条東26丁目1-25 １階入口前 ２４時間（通年）

札幌管区気象台 札幌市中央区北2条西18丁目2 １階正面ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

石
狩
地
区

札幌市

陸上自衛隊札幌駐屯地 札幌市中央区南26条西10丁目

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

陸上自衛隊真駒内駐屯地 札幌市南区真駒内17

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

陸上自衛隊丘珠駐屯地 札幌市東区丘珠町161 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

陸上自衛隊苗穂分屯地 札幌市東区東苗穂7丁目1－1
北海道補給処苗穂弾薬支
処（総務科）

２４時間（通年）

自衛隊札幌病院

札幌市豊平区平岸１条12丁目1－32

（注）平成27年３月26日から真駒内駐
屯地（札幌市南区真駒内17）へ移
転します。

病棟 ２４時間（通年）

病棟 ２４時間（通年）

病棟 ２４時間（通年）

病棟 ２４時間（通年）

病棟 ２４時間（通年）

病棟 ２４時間（通年）

病棟 ２４時間（通年）

江別市

札幌東公共職業安定所江別出
張所

江別市4条1丁目 １階待合スペース 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌開発建設部江別河川事務
所

江別市高砂町5 １階エントランス 開庁日の８：３０～１７：１５

千歳市 札幌矯正管区紫明女子学院 千歳市大和4丁目662－2 教育部門事務室前廊下 ２４時間（通年）
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

石
狩
地
区

千歳市

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル
（管理官署：千歳税関支署） 千歳市美々 １階ロビー ２４時間（通年）

函館税関千歳税関支署
千歳市美々（新千歳空港国際線旅客
ターミナルビル1階～3階入居）

新千歳空港国際線旅客ター
ミナルビル１階入国検査場

入国検査場利用時

新千歳空港国際線旅客ター
ミナルビル３階出国検査場

出国検査場利用時

千歳公共職業安定所 千歳市東雲町4丁目2－6 １階総合案内 開庁日の８：３０～１７：１５

小樽検疫所千歳空港検疫所支
所

千歳市美々
（新千歳国際線ターミナルビル2階入居）

新千歳国際線ターミナルビ
ル２階予防接種室

国際線運行時間

新千歳空港事務所 千歳市美々 新千歳空港内 １階守衛室（正面入口脇） ２４時間（通年）

新千歳航空測候所 千歳市美々 新千歳空港内 ３階予報課現業室 開庁日の８：３０～１７：１５

支笏湖ビジターセンター 千歳市支笏湖温泉 入口
(４～11月)開館日の９：００～１７：３０(12
～３月)開館日の９：３０～１６：３０

陸上自衛隊東千歳駐屯地 千歳市祝梅1016

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

陸上自衛隊北千歳駐屯地 千歳市北信濃724

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

恵庭市

陸上自衛隊北恵庭駐屯地 恵庭市柏木531 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

陸上自衛隊南恵庭駐屯地 恵庭市恵南63

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

石
狩
地
区

恵庭市 陸上自衛隊島松駐屯地 恵庭市西島松308

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

空
知
地
区

夕張市
千歳公共職業安定所夕張出張
所

夕張市本町5丁目5 １階待合スペース 開庁日の８：３０～１７：１５

岩見沢市

札幌法務局岩見沢支局 岩見沢市有明町南1－12 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

札幌地方検察庁岩見沢支部 岩見沢市4条東4丁目 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

岩見沢税務署 岩見沢市2条東4丁目5－1 １階総合受付 開庁日の８：３０～１７：００

岩見沢公共職業安定所
岩見沢市5条東15丁目
（岩見沢地方合同庁舎1階入居）

岩見沢地方合同庁舎1階待
合スペース

開庁日の８：３０～１７：１５

札幌開発建設部岩見沢道路事
務所

岩見沢市日の出北2丁目1-5 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊岩見沢駐屯地 岩見沢市日の出台4丁目313 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

美唄市

宮島沼水鳥・湿地センター 美唄市美唄町大曲3区 事務室窓口横 開館日の９：００～１７：００

陸上自衛隊美唄駐屯地 美唄市南美唄町上1条4丁目 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

芦別市
札幌開発建設部空知川河川事 芦別市滝里町683(空知川河川事務所) １階受付 開庁日の８：３０～１７：１５

務所
（滝里ダム管理支所を含む） 芦別市滝里町288（滝里ダム管理支所）

滝里ダム管理支所防災施設
１階ロビー

開庁日の８：３０～１７：１５

三笠市
札幌開発建設部岩見沢河川事
務所桂沢ダム管理支所

三笠市桂沢 ２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

空
知
地
区

滝川市

滝川税務署 滝川市大町1丁目8－14 １階総務課 開庁日の８：３０～１７：００

滝川労働基準監督署 滝川市緑町2丁目5－30 ２階事務室庶務課 開庁日の８：３０～１７：１５

滝川公共職業安定所 滝川市緑町2丁目5－1 １階総合受付 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊滝川駐屯地 滝川市泉町236 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

砂川市
滝川公共職業安定所砂川出張
所

砂川市西6条北5丁目1 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

深川市

深川税務署 深川市4条15－3 １階執務室 開庁日の８：３０～１７：００

滝川公共職業安定所深川分室 深川市1条18－10 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

月形町

月形刑務所 樺戸郡月形町1011 保安事務室 ２４時間（通年）

札幌矯正管区月形学園 樺戸郡月形町字如来乙264－1 医務室 開庁日の８：３０～１７：１５

新十津川町
札幌開発建設部滝川河川事務
所

樺戸郡新十津川町字中央89番地 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

沼田町 陸上自衛隊沼田分屯地 雨竜郡沼田町字沼田1142－1
北海道補給処沼田弾薬支
処（総務科）

２４時間（通年）

後
志
地
区

小樽市

小樽地方合同庁舎
（管理官署:北海道財務局小樽出張所） 小樽市港町5番2号 １階受付巡視室 ２４時間（通年）

小樽税務署
小樽市港町5番2号
（小樽地方合同庁舎2階入居）

小樽地方合同庁舎２階事務
室内

開庁日の８：３０～１７：００

小樽公共職業安定所 小樽市色内1丁目10－15 ３階庶務課南側 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

後
志
地
区

小樽市

小樽検疫所
小樽市港町5番2号
（小樽地方合同庁舎1階入居）

小樽地方合同庁舎１階予防
接種室

開庁日の８：３０～１７：１５

小樽開発建設部 小樽市潮見台1丁目15－5 １階ロビー ２４時間（通年）

倶知安町

倶知安税務署
虻田郡倶知安町南1条東3丁目1
（倶知安地方合同庁舎2階入居）

倶知安地方合同庁舎２階事
務室内

開庁日の８：３０～１７：００

岩内公共職業安定所倶知安分
室

虻田郡倶知安町南1条東3丁目1
（倶知安地方合同庁舎1階入居）

倶知安地方合同庁舎１階事
務室

開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊倶知安駐屯地 虻田郡倶知安町字高砂232－2

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

岩内町 岩内公共職業安定所 岩内郡岩内町字相生199－1 １階事務室管理課 開庁日の８：３０～１７：１５

余市町

余市税務署 余市郡余市町朝日町1 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：００

小樽公共職業安定所余市分室 余市郡余市町大川町2－26 １階事務所入口側 開庁日の８：３０～１７：１５

海上自衛隊余市防備隊 余市郡余市町港町国有地 １階当直室前 ２４時間（通年）

胆
振
地
区

室蘭市

室蘭拘置支所 室蘭市日の出町1－18－22 事務室 ２４時間（通年）

室蘭地方合同庁舎
（管理官署：室蘭税務署）

室蘭市入江町1－13 １階エントランス 開庁日の８：３０～１７：００

室蘭税務署
室蘭市入江町1－13
（室蘭地方合同庁舎1階～2階入居）

室蘭地方合同庁舎２階税務
署受付

開庁日の８：３０～１７：００

室蘭公共職業安定所 室蘭市海岸町1丁目20－28 １階総合案内 開庁日の８：３０～１７：１５

室蘭開発建設部 室蘭市入江町1番地14 １階正面ロビー
開庁日の８：３０～１７：１５（緊急時は、
開庁時間外でも守衛の対応可。）



9

地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

胆
振
地
区

室蘭市

室蘭運輸支局 室蘭市日の出町3丁目4番9号 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

室蘭地方気象台 室蘭市山手町2丁目6-8 １階正面ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

苫小牧市

札幌法務局苫小牧支局 苫小牧市旭町3丁目3番7号 １階お客様待合ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

苫小牧税関支署 苫小牧市入船町1丁目3番12他 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

苫小牧税務署 苫小牧市旭町3丁目4－17 １階総合窓口 開庁日の８：３０～１７：００

苫小牧公共職業安定所
苫小牧市港町1丁目6－15
（苫小牧港湾合同庁舎1階～3階入居）

苫小牧港湾合同庁舎１階総
合案内

開庁日の８：３０～１７：１５

北海道農政事務所苫小牧地域セ
ンター

苫小牧市元中野町3丁目3－6 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

室蘭開発建設部苫小牧港湾事
務所

苫小牧市末広町1丁目1番1号 １階入口ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 苫小牧市植苗156-26 １階入口前 開館日の９：００～１７：００

登別市 陸上自衛隊幌別駐屯地 登別市緑町3－1 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

伊達市 室蘭公共職業安定所伊達分室 伊達市網代町5－4 １階総合案内 開庁日の８：３０～１７：１５

白老町 陸上自衛隊白老駐屯地 白老郡白老町字白老782-1
北海道補給処白老弾薬支
処（医務室）

２４時間（通年）

洞爺湖町

洞爺湖ビジターセンター火山科
学館

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5 １階カウンター前 開館日の９：００～１７：００

洞爺財田体験ハウス 虻田郡洞爺湖町財田2-2 展示室内 開館日の９：００～１７：００
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

胆
振
地
区

安平町

陸上自衛隊安平駐屯地 勇払郡安平町安平番外地
北海道補給処安平弾薬支
処（医務室）

２４時間（通年）

陸上自衛隊早来分屯地 勇払郡安平町東安平番外地
北海道補給処早来燃料支
処（総務科）

２４時間（通年）

日
高
地
区

日高町

日高北部森林管理署 沙流郡日高町栄町東2丁目258－3 １階エントランス 開庁日の８：３０～１７：１５

室蘭開発建設部日高道路事務
所

沙流郡日高町松風町2丁目251番4号 ２階階段室 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊日高分屯地 沙流郡日高町字千栄75
北海道補給処日高弾薬支
処（総務科）

２４時間（通年）

平取町
室蘭開発建設部二風谷ダム管理
所

沙流郡平取町字二風谷24番地4 ２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

浦河町

浦河税務署 浦河郡浦河町大通5丁目86－4 １階受付カウンター内 開庁日の８：３０～１７：００

浦河労働基準監督署 浦河郡浦河町堺町西1丁目3－31
１階事務室内受付カウン
ター前

開庁日の８：３０～１７：１５

浦河公共職業安定所 浦河郡浦河町堺町東1丁目5－21 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

新ひだか町

札幌法務局日高支局
日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁
目4番1号

１階お客様待合ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

浦河公共職業安定所静内分室
日高郡新ひだか町静内御幸町2丁目１－40
ショッピングセンターピュア3階

事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

日高南部森林管理署 日高郡新ひだか町静内緑町5丁目6－5

２階事務室内受付カウン
ター

開庁日の８：３０～１７：１５

２階事務室内受付カウン
ター

開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊静内駐屯地 日高郡新ひだか町静内浦和125 業務隊（医務室） ２４時間（通年）
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

渡
島
地
区

函館市

函館地方法務局
函館市新川町25番18号
（函館地方合同庁舎2階～3階入居）

函館地方合同庁舎３階登記
部門待合室

開庁日の８：３０～１７：１５

函館少年刑務所 函館市金堀町6－11

１階ホール ２４時間（通年）

錬武館 ２４時間（通年）

函館法務総合庁舎
（管理官署：函館地方検察庁）

函館市上新川町1番13号 １階受付 開庁日の８：３０～１７：１５

函館地方合同庁舎
（管理官署：函館財務事務所）

函館市新川町25番18号 １階ロビー
開庁日の７：００～１８：００、閉庁日９：０
０～１５：００ なお、閉庁日は警備巡回
時の正面玄関施錠時間あり

函館港湾合同庁舎
（管理官署：函館税関）

函館市海岸町24－4

１階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

５階エレベーター前 開庁日の８：３０～１７：１５

函館税務署 函館市中島町37－1 ２階総務課窓口 開庁日の８：３０～１７：００

函館公共職業安定所 函館市新川町26－6
（函館地方合同庁舎分庁舎1階～2階入居）

函館地方合同庁舎分庁舎２
階庶務課

開庁日の８：３０～１７：１５

国立障害者リハビリテーションセ
ンター自立支援局函館視力障害
センター

函館市湯川町1丁目35－20

体育館前 開庁日の８：３０～１７：１５

宿直室 開庁日の８：３０～１７：１５

北海道森林管理局駒ケ岳・大沼
ふれあい推進センター

函館市駒場町2－13
１階事務室（イベント時携
行）

開庁日の８：３０～１７：１５

函館開発建設部 函館市大川町１番27号 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

函館開発建設部函館港湾事務
所

函館市海岸町25番7号 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

函館運輸支局 函館市西桔梗町555番24号 １階事務所中央 開庁日の８：３０～１７：１５

函館地方気象台 函館市美原3丁目4-4 １階正面ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

渡
島
地
区

函館市

陸上自衛隊函館駐屯地 函館市広野町6－18 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

海上自衛隊函館基地隊 函館市大町10－３ １階正面入口 ２４時間（通年）

北斗市
函館開発建設部函館道路事務
所

北斗市追分4丁目11番2号 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

松前町
海上自衛隊函館基地隊松前警
備所

松前郡松前町字建石53

１階正面入口 ２４時間（通年）

体育館１階フロア 開庁日の８：３０～１７：１５

八雲町

八雲区検察庁 二海郡八雲町末広町194番地 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

八雲税務署
二海郡八雲町相生町108－8
（八雲地方合同庁舎2階入居）

八雲地方合同庁舎２階税務
署内窓口

開庁日の８：３０～１７：００

函館公共職業安定所八雲出張
所

二海郡八雲町相生町108－8
 （八雲地方合同庁舎1階入居）

八雲地方合同庁舎１階事務
室スペース

開庁日の８：３０～１７：１５

函館開発建設部八雲道路事務
所

二海郡八雲町東雲町23番地 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

檜
山
地
区

江差町

函館地方検察庁江差支部 檜山郡江差町字本町210番地 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

江差税務署
檜山郡江差町字姥神町167
（江差地方合同庁舎3階入居）

江差地方合同庁舎３階税務
署事務室内

開庁日の８：３０～１７：００

函館公共職業安定所江差出張
所

檜山郡江差町字姥神町167
（江差地方合同庁舎1階入居）

江差地方合同庁舎１階事務
室スペース

開庁日の８：３０～１７：１５

函館開発建設部江差道路事務
所

檜山郡江差町字泊町172番地 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

函館開発建設部江差港湾事務
所

檜山郡江差町字姥神町159番地 入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

厚沢部町 檜山森林管理署 檜山郡厚沢部町緑町162-28 入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

檜
山
地
区

今金町

函館開発建設部今金河川事務
所

瀬棚郡今金町字今金414番地の7 ２階廊下 開庁日の８：３０～１７：１５

函館開発建設部今金河川事務
所美利河ダム管理支所

瀬棚郡今金町字美利河230番地 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

上
川
地
区

旭川市

旭川地方法務局
旭川市宮前1条3丁目3番15号
（旭川地方合同庁舎西館3階入居）

旭川地方合同庁舎西館３階
登記部門待合室

開庁日の８：３０～１７：１５

旭川刑務所 旭川市東鷹栖3線20号620番地

２階医務課事務室 ２４時間（通年）

２階処遇部門事務室 ２４時間（通年）

旭川法務総合庁舎
（管理官署：旭川地方検察庁）

旭川市花咲町4丁目 １階正面入口受付前 開庁日の８：３０～１７：１５

旭川地方合同庁舎
（管理官署：旭川財務事務所）

旭川市宮前1条3丁目3番15号 東館１階警備室前 ２４時間（通年）

旭川中税務署
旭川市宮前1条3丁目3番15号
（旭川地方合同庁舎1階～2階入居）

旭川合同庁舎２階総務課カ
ウンター

開庁日の８：３０～１７：００

旭川東税務署 旭川市東6条1丁目2－15 ２階総務課 開庁日の８：３０～１７：００

旭川公共職業安定所 旭川市春光町10－58
２階庶務課事務室内受付カ
ウンター内

開庁日の８：３０～１７：１５

旭川運輸支局 旭川市春光町10番地1 １階待合室風除室側 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊旭川駐屯地 旭川市春光町国有無番地

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

陸上自衛隊近文台分屯地（弾
薬）

旭川市字近文7－1
北海道補給処近文台弾薬
支処（総務科）

２４時間（通年）

陸上自衛隊近文台分屯地（燃
料）

旭川市字近文5－2
北海道補給処近文台燃料
支処（総務科）

２４時間（通年）
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

上
川
地
区

士別市

名寄公共職業安定所士別出張
所

士別市東4条3丁目 １階出張所長席後方 開庁日の８：３０～１７：１５

旭川開発建設部名寄河川事務
所岩尾内ダム管理支所

士別市朝日町岩尾内 １階ロビー ２４時間（通年）

名寄市

名寄拘置支所 名寄市西4条南9丁目 １階事務室 ２４時間（通年）

名寄税務署 名寄市西1条北1丁目11
１階事務室内受付カウン
ター

開庁日の８：３０～１７：００

名寄労働基準監督署 名寄市西4条南9丁目16 ２階事務所 開庁日の８：３０～１７：１５

名寄公共職業安定所 名寄市西5条南10丁目 １階職員出入口 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊名寄駐屯地 名寄市字内淵84

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

富良野市

富良野税務署 富良野市桂木町3－2 １階総合受付 開庁日の８：３０～１７：００

旭川公共職業安定所富良野出
張所

富良野市緑町9－1 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：１５

旭川開発建設部富良野道路事
務所

富良野市西扇山1番地 ２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

上川町

旭川開発建設部旭川河川事務
所大雪ダム管理支所

上川郡上川町層雲峡 １階ロビー ２４時間（通年）

ヒグマ情報センター 上川郡上川町層雲峡高原温泉 １階展示室
夏季住込のため２４時間対

応可、冬季閉鎖

層雲峡ビジターセンター 上川郡上川町層雲峡 １階入口横
(6～10月)開館日の８：００～１７：３０
(11～5月)開館日の８：３０～１７：００

東川町
旭川開発建設部旭川河川事務
所忠別ダム管理支所

上川郡東川町ノカナン １階ロビー ２４時間（通年）
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

上
川
地
区

上富良野町

陸上自衛隊上富良野駐屯地 空知郡上富良野町南町4丁目

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

陸上自衛隊多田分屯地 空知郡上富良野町字上富良野
北海道補給処多田弾薬支
処（総務科）

２４時間（通年）

留
萌
地
区

留萌市

留萌税務署 留萌市寿町3丁目19 １階事務室内 開庁日の８：３０～１７：００

留萌公共職業安定所
留萌市大町2丁目12
（留萌地方合同庁舎1階入居）

留萌地方合同庁舎１階事務
室

開庁日の８：３０～１７：１５

留萌開発建設部 留萌市寿町1丁目68番地 １階中央ロビー
開庁日の８：３０～１７：１５（緊急時は、

開庁時間外でも守衛の対応可）

留萌開発建設部留萌開発事務
所

留萌市堀川町2丁目78番地 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

留萌開発事務所留萌ダム管理支
所

留萌市大字留萌村字チバベリ3692番 １階入口ホール
開庁日の８：３０～１７：１５（緊急時は、

開庁時間外でも守衛の対応可）

陸上自衛隊留萌駐屯地 留萌市緑ヶ丘町1－6 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

羽幌町 北海道海鳥センター 苫前郡羽幌町北6条1丁目 １階ロビー 開館日の８：３０～１７：３０

宗
谷
地
区

稚内市

稚内税務署
稚内市末広5丁目6－1
（稚内地方合同庁舎2階入居）

稚内地方合同庁舎２階事務
室内（入口付近）

開庁日の８：３０～１７：００

稚内労働基準監督署 稚内市末広3丁目3－1 ２階事務所室内 開庁日の８：３０～１７：１５

稚内公共職業安定所 稚内市末広4丁目1－25 １階総合案内 開庁日の８：３０～１７：１５

稚内地方合同庁舎
（管理官署：稚内開発建設部）

稚内市末広5丁目6－1 １階守衛室前 ２４時間（通年）

稚内開発建設部稚内道路事務
所

稚内市潮見5丁目7番37号 ２階ホール ２４時間（通年）
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

宗
谷
地
区

稚内市

稚内開発建設部稚内港湾事務
所

稚内市末広4丁目5番33号 ２階事務室内 ２４時間（通年）

稚内空港事務所 稚内市大字声問村字声問6744 ２階総務課 ８：００～１８：４５（通年）

稚内港湾合同庁舎
（管理官署：稚内地方気象台）

稚内市開運2丁目2－1 １階正面ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊稚内分屯地 稚内市恵比須5丁目2－1
名寄駐屯地業務隊（稚内管
理班）

２４時間（通年）

幌延町 幌延ビジターセンター 天塩郡幌延町字下沼 １階エントランス
(5～10月)開館日の９：００～１７：００
冬季閉館 （１１～４月）

浜頓別町

クッチャロ湖水鳥観察館 枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔 出入口横 開館日の９：００～１７：００

稚内開発建設部浜頓別道路事
務所

枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘6丁目1番地 ２階事務室内 ２４時間（通年）

豊富町 サロベツ湿原ビジターセンター 天塩郡豊富町上サロベツ8662 １階バックヤード前
(5～10月)開館日の９：００～１７：００

(11～4月)開館日の１０：００～１６：００

礼文町 陸上自衛隊礼文分屯地 礼文郡礼文町大字船泊村字沼ノ沢
名寄駐屯地業務隊（礼文管
理班）

２４時間（通年）

オ
ホ

ツ
ク
地
区

ー

北見市

北見法務総合庁舎
（管理官署：釧路地方検察庁北見支部） 北見市寿町4丁目2－16 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

北見税務署 北見市青葉町3－1 ２階総務課事務室内 開庁日の８：３０～１７：００

北見公共職業安定所
北見市青葉町6－8
（北見地方合同庁舎1階～2階入居）

北見地方合同庁舎２階庶務
課事務室

開庁日の８：３０～１７：１５

北見地方合同庁舎
（管理官署：北海道農政事務所北見地域セン
ター）

北見市青葉町6－8 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

北海道森林管理局常呂川森林
ふれあい推進センター

北見市北斗町3丁目11-3 事務室
開庁日の８：３０～１７：１５
（イベント実施時は不可）

網走開発建設部北見道路事務
所

北見市西三輪5丁目9番地1 １階入口ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

北見運輸支局 北見市東三輪3丁目23番地2 １階待合室 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

オ
ホ
ー

ツ
ク
地
区

網走市

網走法務総合庁舎
（管理官署：釧路地方検察庁網走支部） 網走市台町1丁目4－15 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

網走税務署 網走市南6条東5丁目9 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：００

網走公共職業安定所 網走市大曲1丁目1－3 ２階所長室 開庁日の８：３０～１７：１５

網走開発建設部 網走市新町2丁目6番1号 １階正面入口ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

網走開発建設部網走道路事務
所

網走市大曲1丁目6番3号 １階入口ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

網走地方気象台 網走市台町2丁目1－6 １階正面ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

濤沸湖水鳥・湿地センター 網走市字北浜203番地3地先 受付カウンター（事務室）内 開館日の８：４５～１７：３０

紋別市

紋別税務署 紋別市南が丘町2丁目1－44 １階事務室内総務課窓口 開庁日の８：３０～１７：００

紋別公共職業安定所 紋別市南が丘町7丁目72－5 ２階事務室キャビネット 開庁日の８：３０～１７：１５

美幌町

北見公共職業安定所美幌分室 網走郡美幌町仲町1－44 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊美幌駐屯地 網走郡美幌町字田中 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

斜里町

知床森林生態系保全センター 斜里郡斜里町ウトロ東番外地
事務所と隣接しているボランティア
活動施設の受付カウンター

開庁日の８：３０～１７：１５、隣接しているボランティア
活動施設の開庁日時

知床世界遺産センター 斜里郡斜里町ウトロ西186-10 カウンター横
(夏季)開館日の８：３０～１７：３０
(冬季)開館日の９：００～１６：３０

知床五湖フィールドハウス 斜里郡斜里町岩宇別549 カウンター横
開館日の７：３０～１８：００
季節変動あり
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

オ
ホ
ー

ツ
ク
地
区

小清水町 網走南部森林管理署 斜里郡小清水町字小清水656-3 １階受付カウンター横 開庁日の８：３０～１７：１５

置戸町
網走開発建設部北見河川事務
所鹿ノ子ダム管理支所

常呂郡置戸町字常元

２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

遠軽町

北見公共職業安定所遠軽出張
所

紋別郡遠軽町1条通北4 １階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

陸上自衛隊遠軽駐屯地 紋別郡遠軽町向遠軽272 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

網走開発建設部遠軽開発事務
所

紋別郡遠軽町大通北7丁目 ２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

十
勝
地
区

帯広市

釧路地方法務局帯広支局
帯広市東5条南9丁目1－1
（帯広法務合同庁舎2階入居）

帯広法務合同庁舎２階登記事
項証明証発行窓口待合室

開庁日の８：３０～１７：１５

帯広刑務所 帯広市別府町南13線33番地 １階庶務課 ２４時間（通年）

帯広少年院 帯広市緑が丘3番地の2 教育部門事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

帯広財務事務所 帯広市西5条南6丁目 ２階受付 開庁日の８：３０～１７：１５

帯広税務署 帯広市西5条南6丁目1 １階総務課 開庁日の８：３０～１７：００

帯広公共職業安定所 帯広市西5条南5丁目2 １階受付 開庁日の８：３０～１７：１５

帯広開発建設部 帯広市西4条南8丁目 １階正面入口ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

帯広運輸支局 帯広市西19条北1丁目8番4号 １階西側 開庁日の８：３０～１７：１５

帯広防衛支局
帯広市西6条南7丁目3
（帯広地方合同庁舎2階入居）

帯広地方合同庁舎２階西側
事務室内

開庁日の８：３０～１７：１５



19

地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

十
勝
地
区

帯広市 陸上自衛隊帯広駐屯地 帯広市南町南7－31

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

上士幌町

十勝西部森林管理署東大雪支
署

河東郡上士幌町字上士幌東3線231番
地

２階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

ぬかびら温泉郷ビジターセンター 河東郡上士幌町ぬかびら温泉郷48-2 入口左 開館日の９：００～１７：００

鹿追町 陸上自衛隊鹿追駐屯地 河東郡鹿追町笹川北12線10 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

中札内村 札内川ダム管理支所 河西郡中札内村南札内735番2 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５

池田町

十勝池田税務署 中川郡池田町字旭町1丁目8－8 ２階事務室 開庁日の８：３０～１７：００

帯広公共職業安定所池田分室 中川郡池田町西2条2丁目10 事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

足寄町

陸上自衛隊足寄分屯地 足寄郡足寄町平和173
北海道補給処足寄弾薬支
処（総務科）

２４時間（通年）

十勝東部森林管理署 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1 １階東側エントランス 開庁日の８：３０～１７：１５

釧
路
地
方

釧路市

釧路地方法務局
釧路市幸町10丁目3
（釧路地方合同庁舎1階～2階入居）

釧路地方合同庁舎１階登記部門
登記事項証明証発行窓口待合室 開庁日の８：３０～１７：１５

帯広刑務所釧路刑務支所 釧路市宮本2丁目2－5 庶務課 ２４時間（通年）
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

釧
路
地
区

釧路市

釧路少年鑑別所 釧路市弥生1丁目5番地22 １階庶務課内カウンター 開庁日の８：３０～１７：１５

釧路法務総合庁舎
（管理官署：釧路地方検察庁）

釧路市柏木町5－7 １階入口ホール 開庁日の８：３０～１７：１５

釧路地方合同庁舎
（管理官署:釧路財務事務所）

釧路市幸町10丁目3番地 １階ロビー ２４時間（通年）

釧路税務署
釧路市幸町10丁目3
（釧路地方合同庁舎2階入居）

釧路地方合同庁舎２階事務
室内受付カウンター横

開庁日の８：３０～１７：００

釧路労働基準監督署 釧路市柏木町2－12 ２階事務室 開庁日の８：３０～１７：１５

釧路公共職業安定所 釧路市富士見3丁目2－3 ２階庶務課入口 開庁日の８：３０～１７：１５

北海道森林管理局釧路湿原ふ
れあい推進センター

釧路市千歳町6－11 正面入口横 開庁日の８：３０～１７：１５

釧路運輸支局 釧路市鳥取大通6丁目2－13 １階入口正面登録窓口前 開庁日の８：３０～１７：１５

釧路湿原野生生物保護センター 釧路市北斗2－2101 事務室内 開館日の８：３０～１７：１５

阿寒湖畔エコミュージアムセン
ター

釧路市阿寒町阿寒湖温泉1－1－1 受付カウンター内 開館日の９：００～１７：００

釧路町 陸上自衛隊釧路駐屯地 釧路郡釧路町字別保112番地 業務隊（医務室） ２４時間（通年）

厚岸町 厚岸水鳥観察館 厚岸郡厚岸町サンヌシ66番地 事務所内 開館日の８：３０～１７：１５

標茶町 塘路湖エコミュージアムセンター 川上郡標茶町塘路原野 受付カウンター内
(夏季)開館日の１０：００～１７：００
(冬季)開館日の１０：００～１６：００

弟子屈町 和琴フィールドハウス 川上郡弟子屈町屈斜路和琴 事務室内 (４月下～１０月末)開館日の８：００～１７：３０
（６月中旬～９月中旬）２４時間

鶴居村 温根内ビジターセンター 阿寒郡鶴居村恩根内 事務室内
(夏季)開館日の１０：００～１７：００
(冬季)開館日の１０：００～１６：００

地根
区室

根室市
花咲港湾合同庁舎
（管理官署：根室税関支署）

根室市花咲港434 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：１５
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地区 所在市町村
ＡＥＤを設置している合同庁舎

又はＡＥＤを設置している官署等
所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

根
室
地
区

根室市

根室税務署
根室市弥栄町1丁目18
（根室地方合同庁舎2階入居）

根室地方合同庁舎２階総務
課受付

開庁日の８：３０～１７：００

根室公共職業安定所
根室市弥栄町１丁目18
（根室地方合同庁舎4階入居）

根室地方合同庁舎４階事務
室内

開庁日の８：３０～１７：１５

別海町 陸上自衛隊別海駐屯地 野付郡別海町西春別42－1

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

業務隊（医務室） ２４時間（通年）

中標津町
根室公共職業安定所中標津分
室

標津郡中標津町東2条南2丁目1－1
中標津経済センタービル

１階応接室内 開庁日の８：３０～１７：１５

標津町 根釧東部森林管理署 標津郡標津町南2条西2丁目1-16 事務室内入口側出入口 開庁日の８：３０～１７：１５

羅臼町

羅臼ビジターセンター 目梨郡羅臼町湯の沢 受付カウンター（事務室）内
開館日の１０：００～１６：００

（11～4月)開館日の９：００～１７：００

知床世界遺産ルサフィールドハ
ウス

目梨郡羅臼町北浜8 受付カウンター内
(夏季)開館日の９：００～１７：００

(冬季)開館日の１０：００～１６：００
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北海道内の裁判所におけるＡＥＤの設置状況（地域別）

平成26年12月1日現在

地区 所在市町村 ＡＥＤを設置している裁判所 所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

石
狩
地
区

札幌市

札幌高等裁判所 札幌市中央区大通西11丁目

本館１階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

本館７階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

別館１階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通西12丁目 １階中央ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

空
知
地
区

夕張市 夕張簡易裁判所 夕張市末広1丁目92－16 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

岩見沢市 札幌地方裁判所岩見沢支部 岩見沢市4条東4丁目 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

滝川市 札幌地方裁判所滝川支部 滝川市大町1丁目6－13 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

深川市 深川簡易裁判所 深川市2条1番4号 １階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

後
志
地

小樽市 札幌地方裁判所小樽支部 小樽市花園5丁目1－1 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

寿都町 寿都簡易裁判所 寿都郡寿都町字新栄町209 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

区
岩内町 札幌地方裁判所岩内支部 岩内郡岩内町字高台192－1 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

胆
振
地

室蘭市 札幌地方裁判所室蘭支部 室蘭市日の出町1丁目18－29 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

苫小牧市 札幌地方裁判所苫小牧支部 苫小牧市旭町2丁目7－12 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

区
伊達市 伊達簡易裁判所 伊達市末永町47－10 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００
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地区 所在市町村 ＡＥＤを設置している裁判所 所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

日
高
地
区

浦河町 札幌地方裁判所浦河支部 浦河郡浦河町常盤町19番地 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

新ひだか町 静内簡易裁判所
日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁
目1－10

１階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

渡
島
地
区

函館市 函館地方裁判所 函館市上新川町1番8号 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

松前町 松前簡易裁判所 松前郡松前町字建石48 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

八雲町 八雲簡易裁判所 二海郡八雲町末広町184 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

地檜
区山

江差町 函館地方裁判所江差支部 檜山郡江差町字本町237 １階ホール 開庁日の８：３０～１７：００

上
川
地
区

旭川市 旭川地方裁判所 旭川市花咲町4丁目

１階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

３階法廷棟ホール 開庁日の８：３０～１７：００

５階大会議室前 開庁日の８：３０～１７：００

名寄市 旭川地方裁判所名寄支部 名寄市西4南9 １階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

富良野市 富良野簡易裁判所 富良野市弥生町2－55 正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

留
萌
地
区

留萌市 旭川地方裁判所留萌支部 留萌市沖見町2 １階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

天塩町 天塩簡易裁判所 天塩郡天塩町新栄通7 １階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

宗
谷
地
区

稚内市 旭川地方裁判所稚内支部 稚内市潮見1－3－10 １階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

中頓別町 中頓別簡易裁判所 枝幸郡中頓別町字中頓別166－5 １階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００
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地区 所在市町村 ＡＥＤを設置している裁判所 所在地 ＡＥＤの設置場所 ＡＥＤの利用可能時間 備考

オ
ホ
ー

ツ
ク
地
区

北見市 釧路地方裁判所北見支部 北見市寿町4丁目7－36 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

網走市 釧路地方裁判所網走支部 網走市台町2丁目2－1 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

紋別市 旭川地方裁判所紋別支部 紋別市潮見町1－5－48 １階正面入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

遠軽町 遠軽簡易裁判所 紋別郡遠軽町1条通北2丁目3－25 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

十
勝
地
区

帯広市 釧路地方裁判所帯広支部 帯広市東8条南9丁目1 １階エントランスホール 開庁日の８：３０～１７：００

本別町 本別簡易裁判所 中川郡本別町柳町4 入口ホール 開庁日の８：３０～１７：００

釧
路

地
区

釧路市 釧路地方裁判所 釧路市柏木町4－7 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

根
室
地
区

根室市 釧路地方裁判所根室支部 根室市敷島町2－3 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００

標津町 標津簡易裁判所 標津郡標津町北2条西1丁目1－17 １階ロビー 開庁日の８：３０～１７：００


