独 立 行 政 法 人 所 在 地 一 覧 （ 所 管 府 省 別 ）
（独立行政法人）
所管府省名
法人名
内 閣 府 北方領土問題対策協会
外 務 省

国際協力機構
国立青少年教育振興機構
宇宙航空研究開発機構
日本学生支援機構

文部科学省
国立高等専門学校機構

日本原子力研究開発機構

道内主要機関名
札幌事務所

郵便番号
住
所
060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目２-２ 札幌センタービル

電話番号
011-205-6121

北海道国際センター（札幌）
北海道国際センター（帯広）
国立大雪青少年交流の家

003-0026 札幌市白石区本通16丁目南4－25
080-2470 帯広市西20条南６丁目１－２
071-0235 上川郡美瑛町白金温泉

011-866-8333
0155-35-1210
0166-94-3121

国立日高青少年自然の家
大樹航空宇宙実験場
北海道支部
函館工業高等専門学校
苫小牧工業高等専門学校
釧路工業高等専門学校
旭川工業高等専門学校

055-2315
089-2115
060-0042
042-8501
059-1275
084-0916
071-8142

01457-6-2311
01558-9-9013
011-211-0448
0138-59-6312
0144-67-0213
0154-57-7203
0166-55-8000

幌延深地層研究センター

098-3224 天塩郡幌延町字北進432－２

01632-5-2022

060-0004 札幌市中央区北４条西３丁目１ 北海道建設会館

011-261-6186

062-0902 札幌市豊平区豊平２条１丁目１-１第７ナベビル 北海道酒造組合

011-887-0047

060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目１ 林業会館

011-251-0683

063-0804
001-0024
070-0034
063-0804

011-640-8822
011-747-8231
0166-26-8231
011-640-8822

建設業退職金共済事業本部
北海道支部
清酒製造業退職金共済事業本部
勤労者退職金共済機構
北海道支部
林業退職金共済事業本部
北海道支部
北海道支部
北海道障害者職業センター
旭川支所
北海道職業能力開発促進センター
北海道職業能力開発促進センター
高齢・障害・求職者雇用支援
旭川訓練センター
機構
北海道職業能力開発促進センター
厚生労働省
釧路訓練センター
北海道職業能力開発促進センター
函館訓練センター
北海道職業能力開発大学校
北海道中央労災病院
治療就労両立支援センター
北海道
せき損センター
労働者健康安全機構
釧路労災病院
勤労者医療総合センター
北海道産業保健総合支援センター
労働者健康安全機構
釧路労災看護専門学校
国立病院機構
北海道がんセンター

沙流郡日高町字富岡
広尾郡大樹町美成169 大樹町多目的航空公園内
札幌市中央区大通西３丁目11番地 北洋ビル10階
函館市戸倉町14－１
苫小牧市字錦岡443
釧路市大楽毛西２丁目32－１
旭川市春光台２条２丁目１－６

札幌市西区二十四軒４条１丁目４－１
札幌市北区北24条西５丁目１-１ 札幌サンプラザ
旭川市４条通８丁目右１号 ツジビル
札幌市西区二十四軒４条１丁目４－１

079-8418 旭川市永山８条20丁目３－１

0166-48-2412

084-0915 釧路市大楽毛南４丁目５－57

0154-57-8114

041-0841 函館市日吉町３丁目23－１

0138-52-0323

047-0292
068-0004
068-0004
072-0015
085-8533
085-8533
060-0001

0134-62-3553
0126-22-1300
0126-22-1300
0126-63-2151
0154-22-7191
0154-22-7191
011-242-7701

小樽市銭函３丁目190
岩見沢市４条東16丁目５
岩見沢市４条東16丁目５
美唄市東４条南１丁目３-１
釧路市中園町13－23
釧路市中園町13－23
札幌市中央区北１条西７丁目１ プレスト１・７ビル

085-0052 釧路市中園町13－38
003-0804 札幌市白石区菊水４条２丁目３－54

0154-25-9817
011-811-9111

独 立 行 政 法 人 所 在 地 一 覧 （ 所 管 府 省 別 ）
（独立行政法人）
所管府省名

法人名

国立病院機構

道内主要機関名
北海道医療センター
函館病院
旭川医療センター
帯広病院
八雲病院

郵便番号
063-0005
041-8512
070-8644
080-8518
049-3198

国立研究開発法人
薬用植物資源研究センター
096-0065
医薬基盤・健康・栄養研究所
北海道研究部
北海道病院
062-8618
厚生労働省
健康管理センター
062-8618
付属介護老人保健施設
062-8618
附属居宅介護支援センター
062-8618
札幌北辰病院
004-8618
地域医療機能推進機構
健康管理センター
004-8618
登別病院
059-0598
健康管理センター
059-0598
附属訪問看護ステーション
059-0598
附属居宅介護支援センター
059-0016
001-0010
札幌センター（道北ビル北庁舎）
農林水産消費安全技術セン （所長、業務管理課、規格検査課、表示指導課)
ター
060-0042
札幌センター（札幌第２合同庁舎）
（次長、肥飼料検査課）
新冠牧場
056-0141
家畜改良センター
十勝牧場
080-0572
北海道農業研究センター
062-8555
農業・食品産業技術総合研
芽室研究拠点
082-0081
究機構
動物衛生研究部門
062-0045
北海道研究調整監
北海道中央農場
061-1102
農林水産省
後志分場
048-1601
種苗管理センター
胆振農場
059-1434
十勝農場
089-1246
北海道支所
062-8516
国立研究開発法人森林研
林木育種センター北海道育種場
069-0836
究・整備機構
森林総合研究所
森林整備センター東北北海道整備局
060-0004
札幌水源林整備事務所
水産研究・教育機構

北海道区水産研究所
徳志別さけます事業所
斜里さけます事業所

住
札幌市西区山の手５条７丁目１－１
函館市川原町18－16
旭川市花咲町７丁目4048
帯広市西18条北２丁目16
二海郡八雲町宮園町128

所

電話番号
011-611-8111
0138-51-6281
0166-51-3161
0155-33-3155
0137-63-2126

名寄市字大橋108-４

01654-2-3605

札幌市豊平区中の島１条８丁目３－18
札幌市豊平区中の島１条８丁目３－18
札幌市豊平区中の島１条８丁目３－18
札幌市豊平区中の島１条８丁目３－18
札幌市厚別区厚別中央２条６丁目２－１
札幌市厚別区厚別中央２条６丁目２－１
登別市登別温泉町133
登別市登別温泉町133
登別市登別温泉町133
登別市片倉町６丁目９番地１ 総合福祉センターしんた21
札幌市北区北10条西４丁目１-13 道新北ビル

011-831-5151
011-831-2609
011-813-2222
011-813-2222
011-893-3000
011-893-3000
0143-84-2165
0143-84-2165
0143-84-2165
0143-88-2107
050-3797-1758

札幌市中央区大通西10丁目４－１ 札幌第２合同庁舎

050-3797-2716

日高郡新ひだか町静内御園587－１
河東郡音更町駒場並木８－１
札幌市豊平区羊ケ丘１
河西郡芽室町新生南９-４

0146-46-2011
0155-44-2131
011-851-9141
0155-62-2721

札幌市豊平区羊ケ丘４

011-651-5226

北広島市西の里1089
虻田郡真狩村字美原276-１
勇払郡安平町早来富岡499
帯広市幸福町東4線210-６
札幌市豊平区羊ヶ丘７

011-375-3611
0136-45-2200
0145-22-2042
0155-64-5234
011-851-4131

江別市文京台緑町561－１

011-386-5087

札幌市中央区北４条西5丁目1 北海道林業会館

011-251-4586

062-0922 札幌市豊平区中の島２条２丁目４－１
098-5801 枝幸郡枝幸町徳志別1277－２
099-4404 斜里郡清里町字江南807－17

011-822-2131
0163-67-5518
0152-25-2769

独 立 行 政 法 人 所 在 地 一 覧 （ 所 管 府 省 別 ）
（独立行政法人）
所管府省名

農林水産省

法人名

水産研究・教育機構

農畜産業振興機構
国立研究開発法人
産業技術総合研究所
製品評価技術基盤機構
日本貿易振興機構
経済産業省

石油天然ガス・金属鉱物資
源機構

中小企業基盤整備機構

土木研究所
海技教育機構
航空大学校
国土交通省
自動車技術総合機構

鉄道建設・運輸施設整備支
援機構

道内主要機関名
伊茶仁さけます事業所
根室さけます事業所
虹別さけます事業所
鶴居さけます事業所
十勝さけます事業所
静内さけます事業所
八雲さけます事業所
尻別さけます事業所
千歳さけます事業所
天塩さけます事業所
釧路庁舎
厚岸庁舎
札幌事務所
北海道センター
札幌大通サイト
北海道支所
北海道貿易情報センター
帯広相談窓口
旭川相談窓口
函館相談窓口
苫小牧東部国家石油備蓄基地事務所
北海道鉱害防止支援・地熱開発事務所
北海道本部
北見オフィス
函館オフィス
釧路オフィス
中小企業大学校旭川校
寒地土木研究所
道北支所
道東支所
国立小樽海上技術学校
帯広分校
北海道検査部
函館事務所
旭川事務所
室蘭事務所
釧路事務所
帯広事務所
北見事務所
鉄道建設本部
北海道新幹線建設局

郵便番号
086-1451
086-1109
088-2462
085-1211
089-1552
056-0141
049-3117
048-0600
066-0068
098-2243
085-0802
088-1108
060-0003
062-8517
060-0042
060-0808
060-0001
080-8711
070-8540
040-0063
059-1363
052-0023
060-0002
090-0013
040-0063
085-0847
078-8555
062-8602
070-0031
085-0014
047-0156
089-1245
065-0028
041-0824
070-0902
050-0081
084-0906
080-2459
090-0836

住
所
標津郡標津町字川北3491
標津郡中標津町西９条南１丁目１
川上郡標茶町字虹別728－１
阿寒郡鶴居村字雪裡北６線東４
河西郡更別村字勢雄428－３
日高郡新ひだか町静内御園394
二海郡八雲町上八雲59
島牧郡島牧村字賀老11－１
千歳市蘭越９
中川郡美深町西３条南４丁目１－１
釧路市桂恋116
厚岸郡厚岸町筑紫恋２-１
札幌市中央区北３条西７丁目１ 酪農センター
札幌市豊平区月寒東２条17丁目２－１
札幌市中央区大通西５丁目８ 昭和ビル
札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎
札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センター
帯広市西３条南９丁目１ 帯広経済センタービル
旭川市常盤通１丁目 道北経済センタービル
函館市若松町７－15 函館商工会議所ビル
苫小牧市字静川308
伊達市元町30－７
札幌市中央区北2条西１丁目１－７ ORE札幌ビル
北見市柏陽町603-２ 北見工業大学社会連携推進センター
函館市若松町７－15 函館商工会議所ビル
釧路市大町１丁目１－１ 道東経済センタービル
旭川市緑が丘東３条２丁目２－１
札幌市豊平区平岸１条３丁目１－34
旭川市１条通９丁目50－３ 旭川緑橋第一生命ビルディング
釧路市末広町10丁目１-６ 大同生命釧路ビル
小樽市桜３丁目21－１
帯広市泉町西９線中８－12
札幌市東区北28条東１丁目
函館市西桔梗町555－24
旭川市春光町10－１
室蘭市日の出町３丁目４－９
釧路市鳥取大通６丁目２－13
帯広市西19条北１丁目8－４
北見市東三輪３丁目23－２

060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目１ マルイト札幌ビル

電話番号
0153-82-2208
0153-72-2812
015-488-2460
0154-64-2254
0155-52-3273
0146-46-2246
0137-64-2931
0136-74-5866
0123-23-2804
01656-2-1152
0154-91-9136
0153-52-4767
011-221-0786
011-857-8400
011-219-3359
011-709-2324
011-261-7434
0155-20-3076
0166-29-1911
0138-21-4022
0144-56-2466
0142-25-1113
011-210-7470
0157-57-5677
0138-24-6600
0154-68-4866
0166-65-1200
011-841-1624
0166-72-6001
0154-25-6777
0134-54-2122
0155-64-5671
011-731-7172
0138-49-8640
0166-51-2866
0143-44-7120
0154-51-2877
0155-33-3530
0157-24-7591
011-231-3456

独 立 行 政 法 人 所 在 地 一 覧 （ 所 管 府 省 別 ）
（独立行政法人）
所管府省名

法人名
自動車事故対策機構

国土交通省
都市再生機構
住宅金融支援機構

道内主要機関名
札幌主管支所
函館支所
釧路支所
旭川支所
東日本都市再生本部
札幌都市再生事務所

郵便番号
060-0032
041-0806
084-0906
079-8442

住
所
札幌市中央区北２条東12-98-42 北２条新川ビル８階
函館市美原１丁目18-10 函館東京海上日動ビル
釧路市鳥取大通６丁目１-１ 釧根自動車会館
旭川市流通団地２条４丁目32-１ 旭川地区トラック研修センター

電話番号
011-218-8155
0138-88-1007
0154-51-7337
0166-40-0111

060-0003 札幌市中央区北３条西３丁目１-44 ヒューリック札幌ビル

011-223-3691

北海道支店

060-0003 札幌市中央区北３条西13丁目３－13

011-261-8301

