
行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

内　閣　官　房 アイヌ総合政策室北海道分室 060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-5161

人　事　院 北海道事務局 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-251-2600

内閣府

地方創生推進事務局 北海道地方連絡室 060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-706-0100
公正取引委員会 北海道事務所 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-231-6300

警　察　庁

北海道警察情報通信部 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 011-251-0110
　 函館方面情報通信部 040-0001 函館市五稜郭町15-5 0138-31-0110
　 旭川方面情報通信部 078-8211 旭川市1条通25丁目487-6 0166-35-0110
　 釧路方面情報通信部 085-0018 釧路市黒金町10丁目5 0154-25-0110

　 北見方面情報通信部 090-0018 北見市青葉町6-1 0157-24-0110

総　務　省

北海道管区行政評価局 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
　 函館行政監視行政相談センタ- 040-0032 函館市新川町25-18　函館地方合同庁舎 0138-23-0909
　 旭川行政監視行政相談センタ-  078-8501 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館 0166-38-3111
　 釧路行政監視行政相談センタ- 085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 0154-23-7136

北海道総合通信局 060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311

法　務　省

札幌法務局 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
　　  南出張所 062-0931 札幌市豊平区平岸1条22丁目2-25 011-824-7411
　　  北出張所 001-0031 札幌市北区北31条西7丁目1-1 011-700-3311
　　  西出張所 063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目1-1 011-664-2251
　　  白石出張所 003-0027 札幌市白石区本通1丁目北4-2 011-864-2021
　　  江別出張所 067-0031 江別市元町34-1 011-382-2132
　　  恵庭出張所 061-1444 恵庭市京町2 0123-32-3057
　 岩見沢支局 068-0034 岩見沢市有明町南1-12 0126-22-0619
　 滝川支局 073-8585 滝川市緑町1丁目6-1 0125-23-2330
　 室蘭支局 051-0023 室蘭市入江町1-13 室蘭地方合同庁舎 0143-22-5111
　 苫小牧支局 053-0018 苫小牧市旭町3丁目3-7 苫小牧法務総合庁舎 0144-34-7151
   日高支局 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目4-1 0146-42-0415
　 小樽支局 047-0007 小樽市港町5-2 0134-23-3012
　 倶知安支局 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 0136-22-0232
函館地方法務局 040-8533 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 0138-23-7511
　 江差支局 043-0041 檜山郡江差町字姥神町167-1 江差地方合同庁舎 0139-52-1048
　 八雲支局 049-3113 二海郡八雲町相生町108-8 八雲地方合同庁舎 0137-62-2208
旭川地方法務局 078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 0166-38-1111
　 名寄支局 096-0011 名寄市西1条南11丁目1-5 01654-2-2349
　 紋別支局 094-0015 紋別市花園町2丁目2-4 0158-23-2521
　 留萌支局 077-0048 留萌市大町2丁目12 留萌地方合同庁舎 0164-42-0492
　 稚内支局 097-0001 稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1122

釧路地方法務局 085-8522 釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎 0154-31-5000
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http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/table/shikyokutou/all/kita.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/table/shikyokutou/all/nisi.html
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http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/table/shikyokutou/all/rumoisikyoku.html
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行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

法　務　省

　 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 0155-24-5823
　 北見支局 090-0017 北見市高砂町14-14 0157-23-6166
　 根室支局　　 087-0009 根室市弥栄町1丁目18 根室地方合同庁舎 0153-23-4874
　　  中標津出張所　 086-1049 標津郡中標津町東9条北1丁目9-1 0153-73-1212
札幌矯正管区 007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目5-5 011-783-3911
北海道更生保護委員会 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-261-9907
   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 011-261-9225
　    室蘭駐在官事務所 050-0081 室蘭市日の出町1丁目18-21 室蘭法務合同庁舎 0143-44-6730
   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 0138-26-0431
   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 0166-51-9376
　    稚内駐在官事務所 097-0001 稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1144

　    沼田駐在官事務所
　　　（沼田町就業支援センタ-）

078-2202 雨竜郡沼田町南1条3丁目9-21 0164-36-2010

   釧路保護観察所 085-8535 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-23-3200
　    帯広駐在官事務所 080-0805 帯広市東5条南9丁目1-1 帯広法務総合庁舎 0155-23-5716
　    北見駐在官事務所 090-0065 北見市寿町4丁目2-16 北見法務総合庁舎 0157-61-8027
　    網走駐在官事務所 093-0031 網走市台町1丁目4-15 網走法務総合庁舎 0152-43-3619
法務総合研究所札幌支所 065-0028 札幌市東区北28条東3丁目2-5 011-752-5510

矯正研修所札幌支所 007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目5-5 011-783-3911
札幌刑務所 007-8601 札幌市東区東苗穂2条1丁目5-1 011-781-2011
   札幌刑務支所 007-8603 札幌市東区東苗穂2条1丁目5-2 011-784-5241
   札幌拘置支所 007-8602 札幌市東区東苗穂2条1丁目1-1 011-781-2211
   小樽拘置支所 047-0034 小樽市緑1丁目9-21（平成29年12月10日から収容業務停止中）
   室蘭拘置支所 050-0081 室蘭市日の出町1丁目18-22 0143-44-6740
旭川刑務所 071-8153 旭川市東鷹栖3線20-620 0166-57-2511
   名寄拘置支所 096-0014 名寄市西4条南9丁目 01654-2-7030
帯広刑務所 089-1192 帯広市別府町南13-33 0155-48-7111
   釧路刑務支所 085-0833 釧路市宮本2丁目2-5 0154-41-0221
網走刑務所 093-0088 網走市字三眺　官有無番地 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
北海少年院 066-0066 千歳市大和4丁目746-10 0123-23-3147
   紫明女子学院 066-0066 千歳市大和4丁目662-2 0123-22-5141
帯広少年院 080-0846 帯広市緑ヶ丘3-2 0155-24-5787
札幌少年鑑別所 007-0802 札幌市東区東苗穂2条1丁目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丁目5-22 0154-41-5808

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

http://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/table/shikyokutou/all/obihiro.html
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http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KEIMUSAGYO/sagyo/sisetu_tsukigata.html
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http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei03_00034.html
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http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei12_00001.html
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行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

法　務　省 検　察　庁

札幌高等検察庁 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-261-9311
   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 011-261-9313
　    岩見沢支部 068-0004 岩見沢市4条東4丁目 0126-22-0506
　　  滝川支部 073-0022 滝川市大町1丁目7-14 0125-24-7195
　　  室蘭支部 050-0081 室蘭市日の出町1丁目18-21 室蘭法務総合庁舎 0143-44-6747
　　  苫小牧支部 053-0018 苫小牧市旭町3丁目3-7 苫小牧法務総合庁舎 0144-32-3296
　　  浦河支部 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目2-1 静内区検察庁内 0146-42-0118
　    小樽支部 047-0033 小樽市富岡1丁目15-1 0134-27-2434
　    岩内支部 047-0033 小樽市富岡1丁目15-1 札幌地方検察庁小樽支部内 0134-27-2434
      札幌区検察庁 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-261-9313
　　  岩見沢区検察庁 068-0004 岩見沢市4条東4丁目 0126-22-0506
　　  夕張区検察庁 068-0004 岩見沢市4条東4丁目 札幌地方検察庁岩見沢支部内 0126-22-0506
　　  滝川区検察庁 073-0022 滝川市大町1丁目7-14 0125-24-7195
　　  室蘭区検察庁 050-0081 室蘭市日の出町1丁目18-21 室蘭法務総合庁舎 0143-44-6747

　　  伊達区検察庁 050-0081
室蘭市日の出町1丁目18-21 室蘭法務総合庁舎 札幌地方検察庁室
蘭支部内

0143-44-6747

　　  苫小牧区検察庁 053-0018 苫小牧市旭町3丁目3-7 苫小牧法務総合庁舎 0144-32-3296
　　  浦河区検察庁 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目2-1　静内区検察庁内 0146-42-0118
　    静内区検察庁 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目2-1 0146-42-0118
　    小樽区検察庁 047-0033 小樽市富岡1丁目15-1 0134-27-2434
　　  岩内区検察庁 047-0033 小樽市富岡1丁目15-1 札幌地方検察庁小樽支部内 0134-27-2434
　 函館地方検察庁 040-0031 函館市上新川町1-13 函館法務総合庁舎 0138-41-1231
　 　 江差支部 040-0031 函館市上新川町1-13 函館法務総合庁舎 函館地方検察庁内 0138-41-1231
　 　 函館区検察庁 040-0031 函館市上新川町1-13 函館法務総合庁舎 0138-41-1231
　 　 松前区検察庁 040-0031 函館市上新川町1-13 函館法務総合庁舎 函館地方検察庁内 0138-41-1231
　 　 八雲区検察庁 049-3112 ニ海郡八雲町末広町194 0137-62-2490
　 　 江差区検察庁 040-0031 函館市上新川町1-13 函館法務総合庁舎 函館地方検察庁内 0138-41-1231
　 　 寿都区検察庁 049-3112 ニ海郡八雲町末広町194　八雲区検察庁内 0137-62-2490
　 旭川地方検察庁 070-8636 旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合庁舎 0166-51-6231
　 　 名寄支部 096-0014 名寄市西4条南9丁目 名寄法務総合庁舎 01654-3-2334
　 　 紋別支部 094-0006 紋別市潮見町1 0158-24-2336
　 　 留萌支部 070-8636 旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合庁舎 旭川地方検察庁内 0166-51-6231
　 　 稚内支部 097-0001 稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1111
　 　 旭川区検察庁 070-8636 旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合庁舎 0166-51-6231
　 　 深川区検察庁 070-8636 旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合庁舎 旭川地方検察庁内 0166-51-6231
　 　 富良野区検察庁 070-8636 旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合庁舎 旭川地方検察庁内 0166-51-6231
　 　 名寄区検察庁  096-0014 名寄市西4条南9丁目 名寄法務総合庁舎 01654-3-2334
　 　 紋別区検察庁 094-0006 紋別市潮見町1 0158-24-2336

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei12_00001.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/sapporo/index.html
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hakodate/
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/asahikawa/


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

　 　 

　 　 
　 　 

　 　 

　 
　 　 
　 　 
　 　 
　 　 
　 　 
　 　   

　 　   

　 　 
　 　 

　 　 

　 　 
　 　 

　 
　 
　 
　  

　　  

　 

　 
　 
　 
　 
　    
　    

法　務　省

検　察　庁

中頓別区検察庁 096-0014
名寄市西4条南9丁目 名寄法務総合庁舎 旭川地方検察庁名寄支部
内

01654-3-2334

留萌区検察庁 070-8636 旭川市花咲町4丁目 旭川法務総合庁舎 旭川地方検察庁内 0166-51-6231
稚内区検察庁 097-0001 稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1111

天塩区検察庁 097-0001
稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 旭川地方検察庁稚内支部
内

0162-33-1111

釧路地方検察庁 085-8557 釧路市柏木町5-7 釧路法務総合庁舎 0154-41-6151
帯広支部 080-0805 帯広市東5条南9丁目1-1 帯広法務総合庁舎 0155-22-1300
網走支部 093-0031 網走市台町1丁目4-15 網走法務総合庁舎 0152-43-2403
北見支部 090-0065 北見市寿町4丁目2-16 北見法務総合庁舎 0157-24-3779
根室支部 087-0009 根室市弥栄町1丁目18 根室地方合同庁舎 0153-24-3449
釧路区検察庁 085-8557 釧路市柏木町5-7 釧路法務総合庁舎 0154-41-6151
帯広区検察庁 080-0805 帯広市東5条南9丁目1-1 帯広法務総合庁舎 0155-22-1300

本別区検察庁 080-0805
帯広市東5条南9丁目1-1 帯広法務総合庁舎 釧路地方検察庁帯広支
部内

0155-22-1300

網走区検察庁 093-0031 網走市台町1丁目4-15 網走法務総合庁舎 0152-43-2403
北見区検察庁 090-0065 北見市寿町4丁目2-16 北見法務総合庁舎 0157-24-3779

遠軽区検察庁 090-0065
北見市寿町4丁目2-16 北見法務総合庁舎 釧路地方検察庁北見支部
内

0157-24-3779

根室区検察庁 087-0009 根室市弥栄町1丁目18 根室地方合同庁舎 0153-24-3449
標津区検察庁 085-8557 釧路市柏木町5-7 釧路法務総合庁舎 釧路地方検察庁内 0154-41-6151

出入国在留管理庁

札幌出入国在留管理局 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-261-7502
函館出張所 040-0061 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 0138-41-6922
旭川出張所 078-8391 旭川市宮前1条3丁目3-15 旭川合同庁舎 0166-38-6755
釧路港出張所 085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 0154-22-2430
稚内港出張所 097-0023 稚内市開運2丁目2-1 稚内港湾合同庁舎 0162-23-3269

　 千歳苫小牧出張所 066-0012 千歳市美々 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 0123-24-6439
苫小牧分室 053-0004 苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎2F 0144-32-9012

公安調査庁
北海道公安調査局 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-261-9810

釧路公安調査事務所 085-0824 釧路市柏木町5-7 釧路法務総合庁舎 0154-41-4016

財　務　省

北海道財務局 060-8579 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
函館財務事務所 041-0806 函館市美原3丁目4番4号 函館第2地方合同庁舎 0138-47-8445
旭川財務事務所 078-8503 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎東館 0166-31-4151
釧路財務事務所 085-8649 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-32-0701
帯広財務事務所 080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎 0155-25-6381

小樽出張所 047-0007 小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎 0134-23-4103
北見出張所 090-0018 北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎 0157-24-4167

函館税関 040-8561 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 0138-40-4213

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kushiro/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/sapporo.html
http://hokkaido.mof.go.jp/
http://hokkaido.mof.go.jp/hakodate/index.html
http://hokkaido.mof.go.jp/asahikawa/index.html
http://hokkaido.mof.go.jp/kushiro/index.html
http://hokkaido.mof.go.jp/obihiro/index.html
http://hokkaido.mof.go.jp/otaru/index.html
http://hokkaido.mof.go.jp/kitami/index.html
http://www.customs.go.jp/hakodate/


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

財　務　省

　 札幌税関支署 060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-231-1443
　 　 留萌出張所 077-0048 留萌市大町3丁目37-1 留萌港湾合同庁舎 0164-42-0467
　 　 旭川空港出張所 071-1562 上川郡東神楽町東2線16-98 旭川空港ターミナルビル内 0166-83-5997
　 小樽税関支署 047-0007 小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎 0134-23-4163
　 　 石狩出張所 061-3242 石狩市新港中央1丁目202 新港ビル 0133-64-6797
　 室蘭税関支署 051-0023 室蘭市入江町1-13 室蘭地方合同庁舎 0143-22-7201
　 釧路税関支署 085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 0154-22-3730 
　 　 網走出張所 093-0032 網走市港町5-8 網走港港湾管理事務所 0152-43-5811
　 　 紋別出張所 094-0012 紋別市新港町2丁目28-2 紋別市港湾合同庁舎 0158-23-3500
　 　 十勝出張所 089-2605 広尾郡広尾町会所前6丁目2 01558-2-0406
　 苫小牧税関支署 053-0004 苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎 0144-36-8235
　 稚内税関支署 097-0001 稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1075
　 根室税関支署 087-0032 根室市花咲港434 花咲港湾合同庁舎 0153-25-8257
　 千歳税関支署 066-0012 千歳市美々 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 0123-45-7057
財務総合政策研究所北海道研修支所 060-8579 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
税関研修所函館支所 040-8561 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 0138-40-4283

国　税　庁

札幌国税局 060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-231-5011
　 札幌中税務署 060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-231-9311
　 札幌北税務署 001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3-1 011-707-5111
　 札幌南税務署 062-0051 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3-4 011-555-3900
　 札幌西税務署 063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目7-1 011-666-5111
　 札幌東税務署 004-0004 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-8 011-897-6111
　 函館税務署 040-0014 函館市中島町37-1 0138-31-3171
　 小樽税務署 047-0007 小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎 0134-23-2171
　 旭川中税務署 078-8504 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 0166-90-1451
　 旭川東税務署 070-0026 旭川市東6条1丁目2-15 0166-23-6291
　 室蘭税務署 051-0023 室蘭市入江町1-13 室蘭地方合同庁舎 0143-22-4151
　 釧路税務署 085-8515 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-31-5100
　 帯広税務署 080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎 0155-24-2161
　 北見税務署 090-0018 北見市青葉町3-1 0157-23-7151
　 岩見沢税務署 068-0002 岩見沢市2条東4丁目5-1 0126-22-0810
　 網走税務署 093-0006 網走市南6条東5丁目9 0152-43-2181
　 留萌税務署 077-0038 留萌市寿町3丁目19 0164-42-0661
　 苫小牧税務署 053-0018 苫小牧市旭町3丁目4-17 0144-32-3165
　 稚内税務署 097-0001 稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1155
　 紋別税務署 094-0013 紋別市南が丘町2丁目1-44 0158-23-2191
　 名寄税務署 096-0031 名寄市西1条北1丁目11 01654-2-2157

　 根室税務署 087-0009 根室市弥栄町1丁目18 根室地方合同庁舎 0153-23-3261

http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/sapporo.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/rumoi.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/asahikawa_ap.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/otaru.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/ishikari.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/muroran.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/kushiro.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/abashiri.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/monbetsu.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/tokachi.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/tomakomai.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/wakkanai.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/nemuro.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/hakodate/chitose.htm
https://www.mof.go.jp/pri/
http://www.customs.go.jp/cti/top.html
https://www.nta.go.jp/sapporo/
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/asahinaka/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/obihiro/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/kitami/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/abashiri/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/tomakomai/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/wakkanai/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/mombetsu/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/nayoro/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/nemuro/index.htm


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

 財　務　省 国　税　庁

　 滝川税務署 073-0022 滝川市大町1丁目8-14 0125-22-2191
　 深川税務署 074-0004 深川市4条15-3 0164-23-2191
　 富良野税務署 076-0038 富良野市桂木町3-2 0167-22-2144
　 八雲税務署 049-3113 二海郡八雲町相生町108-8 八雲地方合同庁舎 0137-63-2148
　 江差税務署 043-0041 檜山郡江差町字姥神町167-1 江差地方合同庁舎 0139-52-0078
　 倶知安税務署 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 0136-22-1192
　 余市税務署 046-0015 余市郡余市町朝日町1 0135-22-2093
　 浦河税務署 057-0013 浦河郡浦河町大通5丁目86-4 0146-22-4131

　 十勝池田税務署 083-0001 中川郡池田町字旭町1丁目8-8 015-572-2171

国税不服審判所
　 札幌国税不服審判所

060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-231-9611

税務大学校
　 札幌研修所

063-0845 札幌市西区八軒5条西8丁目1-1 011-611-0334

長官官房総務課監督評価官室
　 札幌派遣監督評価官室

060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-231-5011

長官官房国税庁監察官
　 札幌派遣国税庁監察官

060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-231-5011

厚生労働省

北海道厚生局
　（総務課・企画調整課・年金管理課・
　 健康福祉部（健康福祉課、医事課、
    地域包括ケア推進課、食品衛生課、
　　保険年金課））
　（麻薬取締部）

060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311

　（管理課） 011-796-5155
　（医療課） 011-796-5105
　（調査課） 060-0807 札幌市北区北7条西2丁目15-1 野村不動産札幌ビル 011-796-5159
  （社会保険審査官） 011-796-5158
　（年金審査課） 011-796-6302
北海道労働局 060-8566 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
　 札幌中央労働基準監督署 060-8587 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
　　　（労働条件・解雇・賃金） 011-737-1191
　　　（安全衛生） 011-737-1192
　　　（労災補償） 011-737-1193
　　　（労働保険加入・納付） 011-737-1194
　　　（総合労働相談コーナー） 011-737-1195
　 札幌東労働基準監督署 004-8518 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2-5
　　　（労働条件・解雇・賃金） 011-894-2815

　　　（安全衛生） 011-894-2816

https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/takigawa/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/fukagawa/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/furano/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/esashi/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/kutchan/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/yoichi/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/urakawa/index.htm
https://www.nta.go.jp/sapporo/guide/zeimusho/tokachi/index.htm
http://www.kfs.go.jp/
http://www.kfs.go.jp/
http://www.kfs.go.jp/
https://www.nta.go.jp/ntc/
https://www.nta.go.jp/ntc/
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0101.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0102.html


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

厚生労働省

　　　（労災補償） 011-894-2817
　　　（労働保険加入・納付） 011-894-2819
　　　（総合労働相談コーナー） 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
　　　（労働条件・解雇・賃金） 0138-87-7605
　　　（安全衛生） 0138-87-7606
　　　（労災補償） 0138-87-7607
　　　（労働保険加入・納付） 0138-87-7608
　　　（総合労働相談コーナー） 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丁目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番15号 旭川合同庁舎西館
　　　（労働条件・解雇・賃金） 0166-99-4704
　　　（安全衛生） 0166-99-4705
　　　（労災補償・労働保険加入・納付） 0166-99-4706
　　　（総合労働相談コーナー） 0166-99-4703
　 帯広労働基準監督署 080-0016 帯広市西6条南7丁目3 帯広地方合同庁舎
　　　（労働条件・解雇・賃金） 0155-97-1243
　　　（安全衛生） 0155-97-1244
　　　（労災補償・労働保険加入・納付） 0155-97-1245
　　　（総合労働相談コーナー） 0155-97-1242
　 滝川労働基準監督署 073-8502 滝川市緑町2丁目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
　　　（労働条件・解雇・賃金） 0157-88-3983
　　　（安全衛生） 0157-88-3984
　　　（労災補償・労働保険加入・納付） 0157-88-3985
　　　（総合労働相談コーナー） 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丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎
　　　（労働条件・解雇・賃金） 0144-88-8899
　　　（安全衛生） 0144-88-8900
　　　（労災補償・労働保険加入・納付） 0144-88-8901
　　　（総合労働相談コーナー） 0144-88-8898
　 釧路労働基準監督署 085-8510 釧路市柏木町2-12
　　　（労働条件・解雇・賃金） 0154-45-7835
　　　（安全衛生） 0154-45-7836

　　　（労災補償・労働保険加入・納付） 0154-45-7837

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0103.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0105.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0106.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0107.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0108.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0109.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0110.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0111.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0112.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0113.html


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

厚生労働省

　　　（総合労働相談コーナー） 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 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丁目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丁目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
　 札幌公共職業安定所 064-8609 札幌市中央区南10条西14丁目 011-562-0101
　　  マザーズハローワーク札幌 060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目 大樹生命札幌共同ビル5階 011-233-0301
　　  札幌わかものハローワーク 060-8526 札幌市中央区北4条西5丁目 大樹生命札幌共同ビル7階 011-233-0202
　　  ハローワークプラザ札幌 060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目 大樹生命札幌共同ビル5階 011-242-8689
　　  札幌新卒応援ハローワーク 060-8526 札幌市中央区北4条西5丁目 大樹生命札幌共同ビル9階 011-233-0222
　 札幌東公共職業安定所 062-8609 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10 011-853-0101
　　  江別出張所 067-0014 江別市4条1丁目 011-382-2377
　 札幌北公共職業安定所 065-8609 札幌市東区北16条東4丁目 011-743-8609
　　  ハローワークプラザ北24 001-0024 札幌市北区北24条西5丁目 札幌サンプラザ1階 011-738-3163
　 函館公共職業安定所 040-8609 函館市新川町26-6 函館地方合同庁舎分庁舎 0138-26-0735
　　  江差出張所 043-8609 檜山郡江差町字姥神町167 江差地方合同庁舎 0139-52-0178
　　  八雲出張所 049-3113 二海郡八雲町相生町108-8 八雲地方合同庁舎 0137-62-2509
　　  ハローワークプラザ函館 041-0806 函館市美原1丁目4-3 エスポワール石沢ビル 0138-45-8609
　 旭川公共職業安定所 070-0902 旭川市春光町10-58 0166-51-0176
　　  富良野出張所 076-8609 富良野市緑町9-1 0167-23-4121
　 帯広公共職業安定所 080-8609 帯広市西5条南5丁目2 0155-23-8296
　　  池田分室 083-0022 中川郡池田町字西2条2丁目10 015-572-2561
　　  しごとプラザ帯広 080-0012 帯広市西2条南12丁目4 エスタ帯広東館2階 0155-26-1810
　 北見公共職業安定所 090-0018 北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎 0157-23-6251
　　  遠軽出張所 099-0403 紋別郡遠軽町一条通北4 0158-42-2779
　　  美幌分室 092-0004 網走郡美幌町仲町1-44 0152-73-3555
　 紋別公共職業安定所 094-8609 紋別市南が丘町7丁目45-33 0158-23-5291
　 小樽公共職業安定所 047-8609 小樽市色内1丁目10-15 0134-32-8689
　　  余市分室 046-0004 余市郡余市町大川町2-26 0135-22-3288
　 滝川公共職業安定所 073-0023 滝川市緑町2丁目5-1 0125-22-3416
　　  砂川出張所 073-0166 砂川市西6条北5丁目1 0125-54-3147
　    深川分室 074-0001 深川市1条18-10 0164-23-2148
　 釧路公共職業安定所 085-0832 釧路市富士見3丁目2-3 0154-41-1201
　    ハローワークプラザ釧路 085-0016 釧路市錦町2丁目4 釧路フィッシャーマンズワーフMOO　2階 0154-23-8609
　 室蘭公共職業安定所 051-0022 室蘭市海岸町1丁目20-28 0143-22-8689
　　  伊達分室 052-0025 伊達市網代町5-4 0142-23-2034

　 　 ハローワークプラザ中島 050-0074 室蘭市中島町2丁目24-1 栗林中島ビル 0143-47-8103

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0114.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0115.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0116.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/soudan02/kantoku0117.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/hw-sapporo.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/mothers.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/_119395.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/hw-plaza.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/_119390.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/hw-kita.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/plaza24.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0306.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0307.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0308.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/asahikawa/
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0310.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/obihiro/
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0312.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0313.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0314.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0315.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0316.html
http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/otaru/
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0318.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0319.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0320.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0321.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0322.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0323.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0324.html


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

厚生労働省

　 岩見沢公共職業安定所 068-8609 岩見沢市5条東15丁目7-7 岩見沢地方合同庁舎 0126-22-3450
　 稚内公共職業安定所 097-8609 稚内市末広4丁目1-25 0162-34-1120
　 岩内公共職業安定所 045-8609 岩内郡岩内町字相生199-1 0135-62-1262
　　  倶知安分室 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
　 留萌公共職業安定所 077-0048 留萌市大町2丁目12 留萌地方合同庁舎 0164-42-0388
　 名寄公共職業安定所 096-8609 名寄市西5条南10丁目2-2 01654-2-4326
　　  士別出張所 095-8609 士別市東4条3丁目1-17 0165-23-3138
　 浦河公共職業安定所 057-0033 浦河郡浦河町堺町東1丁目5-21 0146-22-3036
　　  静内分室 056-0017 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 0146-42-1734
　 網走公共職業安定所 093-8609 網走市大曲1丁目1-3 0152-44-6287
　 苫小牧公共職業安定所 053-8609 苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎 0144-32-5221
 　　 ハローワークプラザ苫小牧 053-0022 苫小牧市表町5丁目11-5 　ふれんどビル3階 0144-35-8689
　 根室公共職業安定所 087-8609 根室市弥栄町1丁目18 根室地方合同庁舎 0153-23-2161
　　  中標津分室 086-1002 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 0153-72-2544
　 千歳公共職業安定所 066-8609 千歳市東雲町4丁目2-6 0123-24-2177
　　  夕張出張所 068-0403 夕張市本町5丁目5 0123-52-4411
小樽検疫所 047-0007 小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎 0134-22-5234
　 千歳空港検疫所支所 066-0012 千歳市美- 新千歳空港内 0123-45-7007
　    留萌・石狩出張所 077-0048 留萌市大町3丁目37 留萌港湾合同庁舎 小樽検疫所に連絡
　    稚内出張所 097-0023 稚内市開運2丁目2-1 稚内港湾合同庁舎 0162-23-4403
　    紋別出張所 094-0012 紋別市新港町2丁目28-2 紋別市港湾合同庁舎 旭川空港出張所に連絡

　    網走出張所 093-0032 網走市港町5-8 網走港港湾管理事務所 釧路出張所に連絡
　    花咲出張所 087-0032 根室市花咲港434 花咲港湾合同庁舎 釧路出張所に連絡
　    釧路出張所 085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 0154-23-3340
　    室蘭出張所 051-0023 室蘭市入江町1-13 室蘭地方合同庁舎 千歳空港検疫所支所に連絡

　    苫小牧出張所 053-0004 苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎 千歳空港検疫所支所に連絡

　    函館出張所 040-0061 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 函館空港出張所に連絡

　    函館空港出張所 042-0952 函館市高松町511 0138-59-0248
　    旭川空港出張所 071-1562 上川郡東神楽町東2線16-98 旭川空港ビル 0166-83-5180

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

042-0932 函館市湯川町1丁目35-20 0138-59-2751

農林水産省

北海道農政事務所 064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22　エムズ南22条ビル 011-330-8800
横浜植物防疫所札幌支所 062-0045 札幌市豊平区羊ケ丘1 011-852-1808
　 　 釧路出張所 085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 0154-22-4291
　 　 小樽出張所 047-0007 小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎 0134-23-4166
　　  室蘭・苫小牧出張所 053-0004 苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎 0144-33-2913
　 　 函館出張所 040-0061 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 0138-42-6671

　 　 新千歳空港出張所 066-0012 千歳市美々 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 0123-24-6154

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0325.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0327.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0328.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0329.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0330.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0331.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0332.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0333.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0334.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0336.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0337.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0338.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0339.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0341.html
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping/kantoku0335.html
http://www.forth.go.jp/keneki/otaru/
http://www.rehab.go.jp/hakodate/
http://www.rehab.go.jp/hakodate/
http://www.maff.go.jp/hokkaido/
http://www.maff.go.jp/pps/index.html


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

農林水産省

動物検疫所北海道・東北支所 066-0012 千歳市美々 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 0123-24-7011
　 　 胆振分室（動物けい留施設） 059-1743 勇払郡厚真町字共和17 0145-28-3724
　 　 函館空港出張所 042-0952 函館市高松町511 0138-84-5415
　 　 小樽港事務所 047-0007 小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎 0134-33-2460
　 　 仙台空港出張所 989-2401 宮城県名取市下増田字南原　仙台空港ターミナルビル 022-383-2302

林　野　庁

北海道森林管理局 064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70 011-622-5213
　 旭川事務所 070-8550 旭川市神楽3条5丁目3番11号 0166-62-6738
　 北見事務所 090-8588 北見市北斗町3丁目11-3 0157-23-1215
　 帯広事務所 080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2 0155-24-6111
　 函館事務所 040-8533 函館市新川町25番18号　函館地方合同庁舎6階 0138-86-6895
　 知床森林生態系保全センター 099-4355 斜里郡斜里町ウトロ東番外地（国設知床野営場内） 0152-24-3466
　 森林技術・支援センター 095-0015 士別市東5条6丁目 0165-23-2161
　 石狩地域森林ふれあい推進センター 064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 011-622-5114
　 常呂川森林ふれあい推進センター 090-8588 北見市北斗町3丁目11-3 0157-23-2960
　 釧路湿原森林ふれあい推進センター 085-0825 釧路市千歳町6-11 0154-44-0533
　 駒ヶ岳・大沼森林ふれあい推進センター 040-8533 函館市新川町25番18号　函館地方合同庁舎6階 0138-86-6895
　 石狩森林管理署 064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 011-622-5111
　 空知森林管理署 068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番地 0126-22-1940
　　  北空知支署 074-0414 雨竜郡幌加内町字清月 0165-35-2221
　 胆振東部森林管理署 059-0903 白老郡白老町日の出町3丁目4番1号 0144-82-2161
　 日高北部森林管理署 055-2303 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3 01457-6-3151
　 日高南部森林管理署 056-0004 日高郡新ひだか町静内緑町5丁目6番5号 0146-42-1615
　 留萌北部森林管理署 098-3392 天塩郡天塩町新栄通6丁目 01632-2-1151
　 留萌南部森林管理署 077-0037 留萌市沖見町2丁目71番地1 0164-42-2515
　 上川北部森林管理署 098-1202 上川郡下川町緑町21番地4 01655-4-2551
　 宗谷森林管理署 097-0021 稚内市港4丁目6番6号 0162-23-3617
　 上川中部森林管理署 070-8003 旭川市神楽3条5丁目3番11号 0166-61-0206
　 上川南部森林管理署 079-2401 空知郡南富良野町字幾寅 0167-52-2772
　 網走西部森林管理署 099-0404 紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1 0158-42-2165
　　  西紋別支署 099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地 0158-29-2231
　 網走中部森林管理署 099-1100 常呂郡置戸町字置戸398-99 0157-52-3011
　 網走南部森林管理署 099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24番21号 0152-62-2211
　 根釧西部森林管理署 085-0825 釧路市千歳町6-11 0154-41-7126
　 根釧東部森林管理署 086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号 0153-82-2202
　 十勝東部森林管理署 089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1 0156-25-3161
　 十勝西部森林管理署 080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2 0155-24-6118
　　  東大雪支署 080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線231 01564-2-2141

　 後志森林管理署 044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目 0136-22-0145

http://www.maff.go.jp/aqs/
http://www.maff.go.jp/aqs/
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/siretoko/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/gizyutu_c/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/isikari_fc/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/tokorogawa_fc/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/kusiro_fc/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/komagatake_fc/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/isikari/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/sorati/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/kitasorati/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/iburitoubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/hidakahokubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/hidakananbu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/rumoihokubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/rumoinanbu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/kamikawahokubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/souya/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/kamikawatyuubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/kamikawananbu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/abasiriseibu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/nisimonbetu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/abasirichubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/abasirinanbu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/konsenseibu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/konsentoubu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/tokatitobu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/tokatiseibu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/higasidaisetu/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/siribesi/index.html


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

農林水産省
林　野　庁

　 檜山森林管理署 043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28 0139-64-3201
　 渡島森林管理署 049-3115 ニ海郡八雲町出雲町13-4 0137-63-2141

水　産　庁 北海道漁業調整事務所 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2382

経済産業省
北海道経済産業局 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
北海道産業保安監督部 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311

　 釧路産業保安監督署 085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 0154-23-3210

国土交通省

北海道開発局 060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311
　 札幌開発建設部 060-8506 札幌市中央区北2条西19丁目 札幌開発総合庁舎 011-611-0111
　　  札幌河川事務所 005-0032 札幌市南区南32条西8丁目2-1 011-581-3235
　　  岩見沢河川事務所 068-0007 岩見沢市7条東9丁目3-1 0126-23-9555
　　  空知川河川事務所 075-0000 芦別市滝里町683 0124-24-4111
　　  江別河川事務所 067-0074 江別市高砂町5 011-382-2358
　　  千歳川河川事務所 066-0026 千歳市住吉1丁目1-1 0123-24-1114
　　  滝川河川事務所 073-1103 樺戸郡新十津川町字中央89 0125-76-2211
　　  豊平川ダム統合管理事務所 005-0032 札幌市南区南32条西8丁目2-1 011-583-8110
　　  夕張川ダム総合管理事務所 068-0546 夕張市南部青葉町573 0123-55-5151
　　  札幌道路事務所 062-8511 札幌市豊平区月寒東2条8丁目3-1 011-854-6111
　　  岩見沢道路事務所 068-0824 岩見沢市日の出北2丁目1-5 0126-22-4000
　　  千歳道路事務所 066-0073 千歳市北斗6丁目13-3 0123-23-2191
　　  滝川道路事務所 073-0033 滝川市新町2丁目1-31 0125-22-4147
　　  深川道路事務所 074-1271 深川市音江町字広里306 0164-25-1155
　　  国営滝野すずらん丘陵公園事務所 005-0862 札幌市南区滝野247 011-594-2100
　　  岩見沢農業事務所 068-0005 岩見沢市5条東15丁目7-7 0126-22-1760
　　  札幌北農業事務所 067-0071 江別市萩ケ丘1-5 011-391-0590
　　  深川農業事務所 074-0001 深川市1条15番16号 0164-22-4151
　　  札幌南農業事務所 061-1121 北広島市中央6丁目8 011-376-6030
　　  幾春別川ダム建設事業所 068-2113 三笠市幾春別山手町91-1 01267-6-7101
      雨竜川ダム調査事業所 073-1103 樺戸郡新十津川町字中央89番地 0125-76-2156
　　  千歳空港建設事業所 066-0044 千歳市平和 0123-24-7111
　 函館開発建設部 040-8501 函館市大川町1-27 0138-42-7505
　 　 今金河川事務所 049-4308 瀬棚郡今金町字今金414-7 0137-82-0041
　 　 函館道路事務所 049-0101 北斗市追分4丁目11-2 0138-49-2631
　 　 八雲道路事務所 049-3105 二海郡八雲町東雲町23 0137-63-3154
　 　 江差道路事務所 043-0025 檜山郡江差町字泊町172 0139-52-0107
　 　 函館港湾事務所 040-0061 函館市海岸町25-7 0138-41-4156
　 　 江差港湾事務所 043-0041 檜山郡江差町字姥神町159 0139-52-1041
　 　 函館農業事務所 049-4308 瀬棚郡今金町字今金71番地の3 0137-82-1511

　 小樽開発建設部 047-8555 小樽市潮見台1丁目15-5 0134-23-5136

http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/hiyama/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/introduction/gaiyou_syo/osima/index.html
http://www.jfa.maff.go.jp/
http://www.jfa.maff.go.jp/hokkaido/
http://www.hkd.meti.go.jp/
http://www.safety-hokkaido.meti.go.jp/
http://www.hkd.mlit.go.jp/
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/
http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/
http://www.ot.hkd.mlit.go.jp/


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

国土交通省

　 　 倶知安開発事務所 044-0007 虻田郡倶知安町北7条東1丁目4-9 0136-22-0133
　 　 小樽道路事務所 047-0036 小樽市長橋4丁目14-34 0134-22-9116
　 　 岩内道路事務所 045-0002 岩内郡岩内町字東山104 0135-62-1491
　 　 小樽港湾事務所 047-0008 小樽市築港2-2 0134-22-6131
　 　 後志中部農業開発事業所 048-1552 虻田郡ニセコ町字宮田157 0136-44-2955
　 旭川開発建設部 078-8513 旭川市宮前1条3丁目3番15号 0166-32-1111
　 　 旭川河川事務所　 079-8411 旭川市永山1条21丁目3-21 0166-48-2131 
　 　 名寄河川事務所 096-0016 名寄市西6条南9丁目 01654-3-3177
　 　 旭川道路事務所 070-8001 旭川市神楽1条6丁目 0166-61-0136
　 　 士別道路事務所 095-0029 士別市大通西15丁目3142-31 0165-23-3146
　 　 富良野道路事務所 076-0006 富良野市西扇山1 0167-23-3171
　 　 旭川農業事務所 078-8513 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 0166-32-3594
　 　 名寄農業開発事業所 096-0015 名寄市西5条南10丁目2-91 01654-3-4637
　 　 富良野地域農業開発事業所 076-0038 富良野市桂木町6-10 0167-23-3541
　 室蘭開発建設部 051-8524 室蘭市入江町1-14 0143-22-9171
　 　 苫小牧河川事務所 059-1362 苫小牧市字柏原32-40 0144-57-9800
　 　 苫小牧道路事務所 053-0816 苫小牧市日吉町2丁目1-5 0144-72-5165
　 　 室蘭道路事務所 059-0025 登別市大和町2丁目34-1 0143-85-3135
　 　 有珠道路事務所 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江54-10 0142-76-2550
　 　 日高道路事務所 055-2307 沙流郡日高町松風町2丁目251-4 01457-6-3154
　 　 浦河道路事務所 057-0034 浦河郡浦河町堺町西4丁目8-1 0146-22-2206
　 　 室蘭港湾事務所 051-0036 室蘭市祝津町1丁目1-6 0143-27-2101
　 　 苫小牧港湾事務所 053-0011 苫小牧市末広町1丁目1-1 0144-33-9111
　 　 浦河港湾事務所 057-0024 浦河郡浦河町築地1丁目4-23 0146-22-2469
　 　 胆振農業事務所 059-1505 勇払郡安平町早来栄町133番地10 0145-22-2521
　 　 沙流川ダム建設事業所 055-0101 沙流郡平取町字二風谷24番地4 01457-2-2111
　 　 二風谷ダム管理所 055-0101 沙流郡平取町字二風谷24-4 01457-2-4262
　 　 厚真川水系砂防事業所 059-1362 苫小牧市字柏原32番地の40 0144-57-9832
　 釧路開発建設部 085-8551 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-24-7000
　 　 釧路河川事務所 085-8551 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-21-5500
　 　 釧路道路事務所 085-0816 釧路市貝塚3丁目3番15号 0154-41-8101
　 　 根室道路事務所 087-0026 根室市敷島町1丁目5 0153-24-4188
　 　 弟子屈道路事務所 088-3202 川上郡弟子屈町鈴蘭4丁目4-1 015-482-2327
　 　 中標津道路事務所 086-1063 標津郡中標津町東23条北1丁目1 0153-72-3221
　 　 釧路港湾事務所 084-0914 釧路市西港1丁目 0154-51-4381
　 　 根室港湾事務所 087-0055 根室市琴平町1丁目38 根室港湾合同庁舎 0153-24-4355
　 　 釧路農業事務所 085-8551 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-24-7445

　 　 根室農業事務所 086-0214 野付郡別海町別海緑町116-3 0153-79-5155

http://www.as.hkd.mlit.go.jp/
http://www.as.hkd.mlit.go.jp/asriver/
http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/topics/005_nayoro/index.html
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/
http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

国土交通省

　 帯広開発建設部 080-8585 帯広市西5条南8丁目 0155-24-4121 
　 　 帯広河川事務所 089-0536　中川郡幕別町札内西町73-6 0155-25-1294
　 　 池田河川事務所 083-0032　中川郡池田町字利別東町 015-572-2661
　 　 帯広道路事務所 089-0536　中川郡幕別町札内西町73-6 0155-25-1250 
　 　 広尾道路事務所 089-2624　広尾郡広尾町並木通東2丁目5 01558-2-3148
　 　 足寄道路事務所 089-3718　足寄郡足寄町栄町1丁目43 0156-25-2601
　 　 帯広農業事務所 080-8585　　帯広市西5条南8丁目 0155-24-3196
　 　 鹿追地域農業開発事業所 081-0212　河東郡鹿追町泉町1丁目 0156-66-2101
　 網走開発建設部 093-8544 網走市新町2丁目6-1 0152-44-6171
　 　 遠軽開発事務所 099-0404 紋別郡遠軽町大通北7丁目 0158-42-2181
　 　 北見河川事務所 090-0802 北見市田端町71 0157-23-6118
　 　 北見道路事務所 090-0838 北見市西三輪5丁目9-1 0157-36-2281
　 　 網走道路事務所 093-0045 網走市大曲1丁目6-3 0152-43-4328
　 　 興部道路事務所 098-1603 紋別郡興部町字興部120-2 0158-82-2155
　 　 網走港湾事務所 093-0032 網走市港町3 0152-44-5251
　 　 紋別港湾事務所 094-0003 紋別市弁天町1丁目2-10 0158-23-5281
　 　 北見農業事務所 090-0837 北見市中央三輪7丁目446-62 0157-36-2371
　 　 網走農業事務所 093-8544 網走市新町2丁目6-1 0152-44-6940
　 留萌開発建設部 077-8501 留萌市寿町1丁目68 0164-42-2310
　 　 留萌開発事務所 077-0022 留萌市堀川町2丁目78 0164-42-3126
　 　 幌延河川事務所 098-3223 天塩郡幌延町字幌延153-2 01632-5-1231
　 　 羽幌道路事務所 078-4123 苫前郡羽幌町栄町57-2 0164-62-2195
　 　 留萌港湾事務所 077-0048 留萌市大町1丁目1-1 0164-42-1205
　 　 天塩地域農業開発事業所 098-3312 天塩郡天塩町川口5692-10 01632-2-1424
　 稚内開発建設部 097-8527 稚内市末広5丁目6-1 0162-33-1000
　 　 稚内道路事務所 097-0002 稚内市潮見5丁目7-37 0162-33-5276
　 　 浜頓別道路事務所 098-5738 枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘6丁目1 01634-2-2173
　 　 稚内港湾事務所 097-0001 稚内市末広4丁目5-33 0162-33-2758
　 　 稚内農業事務所 097-8527 稚内市末広5丁目6-1 0162-33-1190
北海道運輸局 060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 011-290-2711
　 札幌運輸支局 065-0028　札幌市東区北28条東1丁目 011-731-7166
　 函館運輸支局 041-0824　函館市西桔梗町555-24 0138-49-8862
　 旭川運輸支局 070-0902　旭川市春光町10番地1 0166-51-5271
　　  稚内庁舎 097-0023　 稚内市開運2丁目2-1 稚内港湾合同庁舎 0162-23-5047
　 室蘭運輸支局 050-0081　室蘭市日の出町3丁目4-9 0143-44-3011
　　  入江町庁舎 051-0023　室蘭市入江町1番地 室蘭地方合同庁舎 0143-23-5001
　　  苫小牧海事事務所 053-0004　苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎 0144-32-5901

　 釧路運輸支局 084-0906　釧路市鳥取大通6丁目2-13 0154-51-2522

http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/
http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/
http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/office/horonobekasen/index.html
http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/office/kowanjimusyo/index.html
http://www.wk.hkd.mlit.go.jp/
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/sapporo/index.htm
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/hakodate/index.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/asahikawa/index.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/muroran/top/index.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/tomakomai/index.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/kushiro/index.html


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

国土交通省

　 帯広運輸支局 080-2459　帯広市西19条北1丁目8-4 0155-33-3286
　 北見運輸支局 090-0836　北見市東三輪3丁目23-2 0157-24-7631
東京航空局
　 丘珠空港事務所 007-0880 札幌市東区丘珠町 011-781-4161
　 新千歳空港事務所 066-8504 千歳市美々 新千歳空港内 0123-23-4101
　 稚内空港事務所 098-6643 稚内市大字声問村字声問6744 0162-27-2727
　 函館空港事務所 042-0952 函館市高松町511 0138-57-1737
　 釧路空港事務所 084-0926 釧路市鶴丘2-260 0154-57-6281
　 旭川空港出張所 071-1562 上川郡東神楽町東2線15-96 0166-83-2541
　 帯広空港出張所 089-1245 帯広市泉町西9線中8-40 0155-64-4707
　 女満別空港出張所 099-2371 網走郡大空町女満別中央256 女満別空港内 0152-74-2673
札幌航空交通管制部 007-0837 札幌市東区北37条東26丁目1-25 011-787-4011

国土地理院 北海道地方測量部 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311

海難審判所 函館地方海難審判所 040-0061 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 0138-43-4352

運輸安全委員会 函館事務所 040-0061 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 0138-43-5517

気　象　庁

札幌管区気象台 060-0002 札幌市中央区北2条西18丁目2 011-611-6127
　 新千歳航空測候所 066-0012 千歳市美々 新千歳空港内 0123-45-7713
　 函館地方気象台 041-0806 函館市美原3丁目4-4　函館第2地方合同庁舎 0138-46-2214
　 旭川地方気象台 078-8391 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 0166-32-7101
　 室蘭地方気象台 051-0012 室蘭市山手町2丁目6-8 0143-22-2598
　 釧路地方気象台 085-8586 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-31-5145
　　  帯広測候所 080-0804 帯広市東4条南9丁目2-1 0155-25-2334
　 網走地方気象台 093-0031 網走市台町2丁目1-6 0152-44-6891
　 稚内地方気象台 097-0023 稚内市開運2丁目2-1 稚内港湾合同庁舎 0162-23-6016

海上保安庁

第一管区海上保安本部 047-8560 小樽市港町5-2　小樽地方合同庁舎 0134-27-0118　
　 函館海上保安部 040-0061 函館市海岸町24-4　函館港湾合同庁舎 0138-42-1118
　　  江差海上保安署 043-0041 檜山郡江差町字姥神町167　江差地方合同庁舎 01395-2-5118
　　  瀬棚海上保安署 049-4821 久遠郡せたな町瀬棚区三本杉30-1 01378-7-2634
　 小樽海上保安部 047-0007 小樽市港町5-2　小樽地方合同庁舎 0134-27-6118
　 室蘭海上保安部 051-0023 室蘭市入江町1-13 室蘭地方合同庁舎 0143-23-0118
　　  苫小牧海上保安署 053-0004 苫小牧市港町1丁目6-15 苫小牧港湾合同庁舎 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5-9　釧路港湾合同庁舎 0154-22-0118
　　  広尾海上保安署 089-2624 広尾郡広尾町並木通東1丁目12-1 01558-2-0118
　 留萌海上保安部 077-0048 留萌市大町3丁目37-1　留萌港湾合同庁舎 0164-42-0656
　 稚内海上保安部 097-0023 稚内市開運2-2-1　稚内港湾合同庁舎 0162-22-0118
　 紋別海上保安部 094-0011 紋別市港町5丁目3-10 0158-23-0118

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

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/obihiro/index.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kitami/index.html
http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr14_000103.html
http://www.gsi.go.jp/
http://www.gsi.go.jp/hokkaido/
http://www.mlit.go.jp/jmat/index.htm
http://www.mlit.go.jp/jtsb/
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/newchitose-airport/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/hakodate-c/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/asahikawa/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/muroran/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/kushiro/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/obihiro/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/abashiri/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.jma-net.go.jp/wakkanai/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/otaru/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/kushiro/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/kushiro/hp_hiroo/top/top.html
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/rumoi/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

国土交通省 海上保安庁

　 根室海上保安部 087-0055 根室市琴平町1丁目38　根室港湾合同庁舎 0153-24-3118
　 　 花咲分室 087-0032 根室市花咲港434番地 0153-25-4012
　 　 羅臼海上保安署 086-1832 目梨郡羅臼町船見町132 0153-87-2274
　 函館航空基地 042-0913 函館市赤坂町65番1号 0138-58-3515
　 釧路航空基地 084-0926 釧路市鶴丘2番地 釧路空港内 0154-57-4118

　 千歳航空基地 066-0044 千歳市平和 千歳空港内 0123-23-9118

環　境　省

北海道地方環境事務所 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-299-1950

　 　 大雪山国立公園管理事務所 078-1741 上川郡上川町中央町603 01658-2-2574

　 　 大雪山国立公園管理事務所
　　　　　  東川管理官事務所

071-1423 上川郡東川町東町1丁目13-15 0166-82-2527

　 　 大雪山国立公園管理事務所
　 　　  上士幌管理官事務所

080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線235-33 01564-2-3337

　 　 支笏洞爺国立公園管理事務所 066-0281 千歳市支笏湖温泉 0123-25-2350

　    支笏洞爺国立公園管理事務所
　　　　　　　    洞爺湖管理官事務所

049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5 　洞爺湖ビジターセンター内 0142-73-2600

　　  稚内自然保護官事務所 097-8527 稚内市末広5丁目6-1 稚内地方合同庁舎 0162-33-1100

　　  羽幌自然保護官事務所 078-4116 苫前郡羽幌町北6条1丁目 北海道海鳥センター内 0164-69-1101

　　  苫小牧自然保護官事務所 059-1365 苫小牧市植苗156-26　ウトナイ湖野生鳥獣保護センター内 0144-58-2271
　　  えりも自然保護官事務所 058-0203 幌泉郡えりも町字新浜61-15 01466-2-2204

　　  帯広自然保護官事務所 080-0047 帯広市西17条北3丁目13-12 0155-34-5500
　 釧路自然環境事務所 085-8693 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎 0154-32-7500 
　 　 阿寒摩周国立公園管理事務所 088-3465 川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-2 015-483-2335

　 　 阿寒摩周国立公園管理事務所
　　　　　　　　 阿寒湖管理官事務所

085-0467
釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-1-1　阿寒湖畔エコミュージアムセンター
内

0154-67-2624

　 　 ウトロ自然保護官事務所 099-4354 斜里郡斜里町ウトロ西186-10　知床世界遺産センター内 0152-24-2297

　 　 羅臼自然保護官事務所 086-1822 目梨郡羅臼町湯の沢6-27 0153-87-2402

　 　 釧路湿原自然保護官事務所 084-0922 釧路市北斗2-2101　釧路湿原野生生物保護センター内 0154-56-2345

原子力規制庁 泊原子力規制事務所 048-2202 岩内郡共和町南幌似141-1 北海道原子力防災センター 0135-71-2880

防　衛　省 陸上自衛隊

北部方面隊
　 北部方面総監部 064-8510 札幌市中央区南26条西10丁目　札幌駐屯地 011-511-7116
　 第2師団司令部 070-8630 旭川市春光町国有無番地　旭川駐屯地 0166-51-6111
　 　 第3普通科連隊 096-8584 名寄市字内淵84　名寄駐屯地 01654-3-2137
　 　 第25普通科連隊 099-0497 紋別郡遠軽町向遠軽272番地　遠軽駐屯地 0158-42-5275
　 　 第26普通科連隊 077-8555 留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地　留萌駐屯地 0164-42-2655
　 　 第2特科連隊 070-8630 旭川市春光町国有無番地　旭川駐屯地 0166-51-6111
　 　 第2高射特科大隊 070-8630 旭川市春光町国有無番地　旭川駐屯地 0166-51-6111

　 　 第2戦車連隊 071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948　上富良野駐屯地 0167-45-3101

http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/nemuro/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/nemuro/sigoto/syoukai/hanasaki_bun/hanasaki_bun.htm
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/nemuro/sigoto/syoukai/rausu_hoan/rausu_hoan.htm
http://hokkaido.env.go.jp/
http://hokkaido.env.go.jp/kushiro/index.html
https://www.nsr.go.jp/jimusho/tomari/
http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/
http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/2d/


行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

防　衛　省 陸上自衛隊

　 　 第2施設大隊 070-8630 旭川市春光町国有無番地　旭川駐屯地 0166-51-6111
　 　 第2後方支援連隊 070-8630 旭川市春光町国有無番地　旭川駐屯地 0166-51-6111
　 　 第2通信大隊 070-8630 旭川市春光町国有無番地　旭川駐屯地 0166-51-6111
　 第7師団司令部 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第11普通科連隊 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第71戦車連隊 066-8668 千歳市北信濃724番地　北千歳駐屯地 0123-23-2106
　 　 第72戦車連隊 061-1423 恵庭市柏木町531番地　北恵庭駐屯地 0123-32-2101
　 　 第73戦車連隊 061-1411 恵庭市恵南63番地　南恵庭駐屯地 0123-32-3101
　 　 第7特科連隊 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第7高射特科連隊 059-2598 日高郡新ひだか町静内浦和125　静内駐屯地 0146-44-2121
　 　 第7施設大隊 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第7後方支援連隊 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第7通信大隊 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 第5旅団司令部 080-8639 帯広市南町南7線31番地　帯広駐屯地 0155-48-5121
　 　 第4普通科連隊 080-8639 帯広市南町南7線31番地　帯広駐屯地 0155-48-5121
　 　 第6普通科連隊 092-8501 網走郡美幌町字田中国有地　美幌駐屯地 0152-73-2114
　 　 第27普通科連隊 088-0604 釧路郡釧路町別保112番地　釧路駐屯地 0154-40-2011
　 　 第5特科隊 080-8639 帯広市南町南7線31番地　帯広駐屯地 0155-48-5121
　 　 第5高射特科中隊 080-8639 帯広市南町南7線31番地　帯広駐屯地 0155-48-5121
　 　 第5戦車大隊 081-0294 河東郡鹿追町笹川北12線10番地　鹿追駐屯地 0156-66-2211
　 　 第5施設隊 080-8639 帯広市南町南7線31番地　帯広駐屯地 0155-48-5121
　 　 第5後方支援隊 080-8639 帯広市南町南7線31番地　帯広駐屯地 0155-48-5121
　 　 第5通信隊 080-8639 帯広市南町南7線31番地　帯広駐屯地 0155-48-5121
　 第11旅団司令部 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 第10即応機動連隊 073-8510 滝川市泉町236　滝川駐屯地 0125-22-2141
　 　 第18普通科連隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 第28普通科連隊 042-8567 函館市広野町6番18号　函館駐屯地 0138-51-9171
　 　 第11特科隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 第11高射特科隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 第11戦車隊 061-1423 恵庭市柏木町531番地　北恵庭駐屯地 0123-32-2101
　 　 第11施設隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 第11後方支援隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 第11通信隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 第1特科団本部 066-8668 千歳市北信濃724　北千歳駐屯地 0123-23-2106
　 　 第1地対艦ミサイル連隊 066-8668 千歳市北信濃724　北千歳駐屯地 0123-23-2106
　 　 第2地対艦ミサイル連隊 072-0821 美唄市南美唄町上1条4丁目　美唄駐屯地 0126-62-7141
　 　 第3地対艦ミサイル連隊 071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948　上富良野駐屯地 0167-45-3101

　 　 第1特科群 066-8668 千歳市北信濃724番地　北千歳駐屯地 0123-23-2106
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行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

防　衛　省

陸上自衛隊

　 　 第4特科群 071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948　上富良野駐屯地 0167-45-3101
　 第1高射特科団本部 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第1高射特科群 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第4高射特科群 096-8584 名寄市字内淵84　名寄駐屯地 01654-3-2137
　 第3施設団本部 061-1411 恵庭市恵南63　南恵庭駐屯地 0123-32-3101
　 　 第12施設群 068-0822 岩見沢市日の出台4丁目313　岩見沢駐屯地 0126-22-1001
　 　 第13施設群 059-0024 登別市緑町3-1　幌別駐屯地 0143-85-2011
　 　 第14施設群 071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948　上富良野駐屯地 0167-45-3101
　 北部方面混成団本部 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第1陸曹教育隊 066-8577 千歳市祝梅1016　東千歳駐屯地 0123-23-5131
　 　 第52普通科連隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 第120教育大隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
　 　 冬季戦技教育隊 005-8543 札幌市南区真駒内17番地　真駒内駐屯地 011-581-3191
北海道補給処 061-1393 恵庭市西島松308　島松駐屯地 0123-36-8611
 　苗穂支処 065-0043 札幌市東区苗穂7丁目1-1　苗穂分屯地 011-711-4251
 　近文台弾薬支処 070-8630 旭川市字近文7-1　近文台分屯地 0166-51-6455
 　安平弾薬支処 059-1511 勇払郡安平町安平番外地　安平駐屯地 0145-23-2231
 　足寄弾薬支処 089-3725 足寄郡足寄町平和173　足寄分屯地 0156-25-5811
 　多田弾薬支処 071-0595 空知郡上富良野町字上富良野　多田分屯地 0167-45-4411
 　白老弾薬支処 059-0900 白老郡白老町字白老782-1　白老駐屯地 0144-82-2107
 　近文台燃料支処 070-0821 旭川市字近文5-2　近文台分屯地 0166-51-6031
 　早来燃料支処 059-1503 勇払郡安平町東早来番外地　早来分屯地 0145-22-2505
 　日高弾薬支処 055-2314 沙流郡日高町字千栄75　日高分屯地 01457-6-2241
 　沼田弾薬支処 078-2222 雨竜郡沼田町字沼田1142-1　沼田分屯地 0164-35-1910

海上自衛隊

大湊地方隊
　 函館基地隊 040-8642 函館市大町10番3号 0138-23-4241
    　第45掃海隊 040-8642 函館市大町10番3号 0138-23-4241
　　　松前警備所 094-1501 松前郡松前町字建石53 0139-42-2336
　 余市防備隊 046-0024 余市郡余市町港町番外地 0135-23-2243
　 　 第1ミサイル艦隊 046-0024 余市郡余市町港町番外地 0135-23-2243
　 稚内基地分遣隊 097-0025 稚内市恵比寿5丁目2番1号 0162-22-4847

航空自衛隊

航空総隊
　 北部航空方面隊
　 　 第2航空団

066-0044　千歳市平和　千歳基地 0123-23-3101

　 　 第3高射群 066-0044　千歳市平和　千歳基地 0123-23-3101
　 　 　 長沼分屯基地 069-1394 夕張郡長沼町馬追台 0123-88-2604

　 航空救難団
　 　 千歳救難隊

066-0044　千歳市平和　千歳基地 0123-23-3101
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行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

防　衛　省

航空自衛隊

航空支援集団
　 特別航空輸送隊

066-0044　千歳市平和　千歳基地 0123-23-3101

　 千歳管制隊 066-0044　千歳市平和　千歳基地 0123-23-3101
　 千歳気象隊 066-0044　千歳市平和　千歳基地 0123-23-3101
   長沼分屯基地　（第3高射群：千歳基地） 069-1394 夕張郡長沼町馬追台 0123-88-2604

   稚内分屯基地
       （北部航空警戒管制団：三沢基地）

097-0025 稚内市恵比須5丁目2-1 0162-23-5377

   根室分屯基地　　　　　同　上 087-8555　根室市光洋町4-15 0153-24-8004

   網走分屯基地　　　　　同　上 093-8666　網走市字美岬官有地無番地 0152-43-3666
   奥尻島分屯基地　　　 同　上 043-1496　奥尻郡奥尻町字湯浜 01397-2-2046
   襟裳分屯基地    　　　同　上 058-0342 幌泉郡えりも町えりも岬407 01466-3-1136
   当別分屯基地　　　　　同　上 061-0294 石狩郡当別町字弁華別番外地 0133-23-2344
   八雲分屯基地　（第6高射群：三沢基地） 049-3118　二海郡八雲町緑町34 0137-62-2262

陸・海・空自衛隊の
共同機関

自衛隊札幌病院 005-8543 札幌市南区真駒内17 011-581-3101

自衛隊札幌地方協力本部 060-8542 札幌市中央区北4条西15丁目1 011-631-5471
　 苫小牧出張所 053-0022 苫小牧市表町5丁目5-7 北星ビル2階 0144-32-3725
　 　 千歳地域事務所 066-0064 千歳市錦町4丁目33 0123-23-2642
　 　 室蘭地域事務所 050-0083 室蘭市東町2丁目21-9 石井ビル1階 0143-44-9533
　 　 恵庭地域事務所 061-1441 恵庭市住吉町2丁目76-1　ＨＴＡビル3階 0123-34-5438
　 　 静内分駐所 059-2598 日高郡新ひだか町静内浦和125 静内駐屯地 0146-44-2855
　 　 北部地区隊 064-0926 札幌市中央区南26条西10丁目 札幌駐屯地 011-511-9136
　 　 南部地区隊 005-8543 札幌市南区真駒内17 真駒内駐屯地 011-581-0736
　 　 大通募集案内所 060-0042 札幌市中央区大通西5丁目8　昭和ビル9階 011-219-5755
　 　 月寒募集案内所 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通6丁目3-28　メトロ月寒中央 011-851-7801
　 　 白石募集案内所 003-0002 札幌市白石区東札幌2条6丁目6-37 渡会ビル2階 011-813-5062
　 　 江別地域事務所 069-0813 江別市野幌町40-15 Ｇ＆Ｔビル2階 011-383-8955
　 　 小樽地域事務所 047-0032 小樽市稲穂2丁目70-3 樽石ビル2階 0134-22-5521
　 　 滝川地域事務所 073-0031 滝川市栄町2丁目224 旭専ビル1階 0125-22-2140
　 　 岩見沢地域事務所 068-0026 岩見沢市6条西6丁目6番地3 0126-23-5514
　 　 倶知安地域事務所  044-0013 虻田郡倶知安町南3条東1丁目1-1 0136-23-3540
　 　 札幌地域援護センタ- 064-8510 札幌市中央区南26条西10丁目 札幌駐屯地内 011-533-2256
　 　 滝川分室  073-8510　滝川市泉町236 滝川駐屯地内 0125-22-2141
　 　 美唄分室 072-0821　美唄市南美唄町上1条4丁目 美唄駐屯地内 0126-62-7141
　 　 岩見沢分室 068-0822　岩見沢市日の出台4丁目313 岩見沢駐屯地内 0126-22-1001
　 　 倶知安分室 044-0076 虻田郡倶知安町字高砂232-2 倶知安駐屯地内 0136-22-1195
　 　 札幌常駐組 064-8510 札幌市中央区南26条西10丁目 札幌駐屯地内 011-511-7116
　 　 真駒内常駐組 005-0008 札幌市南区真駒内17 真駒内駐屯地内 011-581-3191
　 　 丘珠常駐組 007-8503 札幌市東区丘珠町161 丘珠駐屯地内 011-781-8321
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行　政　機　関　所　在　地　一　覧　（　府　省　庁　別　）
(行政機関） 令和3年7月1日現在

府　省　等　名
外局等名

行政機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

防　衛　省

陸・海・空自衛隊の
共同機関

　 　 千歳・恵庭地域援護センタ- 066-8668 千歳市北信濃724 北千歳駐屯地内 0123-23-2157
　 　 幌別分室 059-0024 登別市緑町3-1 幌別駐屯地内 0143-85-2011
　 　 静内分室 059-2562 日高郡新ひだか町静内浦和125 静内駐屯地内 0145-44-2121
　 　 東千歳常駐組 066-8577 千歳市祝梅1016 東千歳駐屯地内 0123-23-5131
　 　 北千歳常駐組 066-8668 千歳市北信濃724 北千歳駐屯地内 0123-23-2106
　 　 南恵庭常駐組 061-1411 恵庭市恵南63 南恵庭駐屯地内 0123-32-3101
　 　 北恵庭常駐組 061-1423 恵庭市柏木町531 北恵庭駐屯地内 0123-32-2101
　 　 島松常駐組 061-1393 恵庭市西島松308 島松駐屯地内 0123-36-8611
自衛隊旭川地方協力本部 070-0902 旭川市春光町国有無番地 0166-51-6055
　 名寄出張所 096-0011 名寄市西1条南9丁目45 01654-2-3921
　 　 南地区隊 070-0902 旭川市春光町国有無番地 0166-54-5617
　 　 北地区隊 070-0902 旭川市春光町国有無番地 0166-54-5617
　 　 稚内地域事務所 097-0005 稚内市大黒4丁目6-34 0162-23-2721
　 　 留萌地域事務所 077-0042 留萌市開運町1丁目51-2 0164-42-4650
　 　 紋別地域事務所 094-0006 紋別市潮見町1丁目2-8 0158-23-2696
　 　 上富良野地域事務所 071-0544 空知郡上富良野町栄町2丁目1-47 0167-45-3412
　 　 遠軽地域事務所 099-0415 紋別郡遠軽町岩見通3丁目1-4 0158-42-6616
　 　 枝幸地域事務所 098-5825 枝幸郡枝幸町新栄町812 0163-62-1593
　 　  1・9まもるん（自衛官募集案内所）  070-0031 旭川市1条通9丁目90-21TR1 1・9ビル1階
自衛隊函館地方協力本部 042-0934 函館市広野町6-25 0138-53-6241
　 　 函館地区隊 042-0934 函館市広野町6-25 0138-53-6241
　 　 函館募集案内所 040-0032 函館市新川町25-18　函館地方合同庁舎6階 0138-27-4625
　 　 今金地域事務所 049-4308 瀬棚郡今金町字今金148-1 0137-82-0258
　 　 八雲地域事務所 049-3112 二海郡八雲町末広町111-2 0137-62-2692
　 　 江差地域事務所 043-0041 檜山郡江差町字姥神町10-13 0139-52-2476
　 　 松前地域事務所 049-1501 松前郡松前町字建石49-42 0139-42-3774
自衛隊帯広地方協力本部 080-0024 帯広市西14条南14丁目4 0155-23-5882
　 釧路出張所   085-0017 釧路市幸町10丁目3番地　釧路地方合同庁舎3階 0154-22-1053
　 　 帯広募集案内所 080-0015 帯広市西5条南14丁目13 ＮＣサウスビル 0155-23-8718
　 　 北見地域事務所 090-0020 北見市大通東3丁目12 0157-23-6826
　 　 網走地域事務所 093-0076 網走市北6条西2丁目8-1 0152-44-5743
　 　 中標津地域事務所 086-1001 標津郡中標津町東1条南1丁目7-1 0153-72-0120
　 　 根室地域事務所 087-0009 根室市弥栄町1丁目18 　根室地方合同庁舎4階 0153-24-3651
北海道防衛局 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-272-7578
　 帯広防衛支局 080-0016 帯広市西6条南7丁目3 帯広地方合同庁舎 0155-22-1181
　 千歳防衛事務所 066-0042 千歳市東雲町3丁目2-1 0123-23-3145

防衛装備疔 千歳試験場 066-0011 千歳市駒里1032 0123-42-3501
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