
国　立　大　学　法　人　所　在　地　一　覧　（　国　立　大　学　法　人　別　）
（国立大学法人） 令和3年7月1日現在

所管府省名 法人名 道内等主要機関名 郵便番号 住　　　　所 電話番号

文部科学省

北海道大学 060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 011-716-2111

大学院水産科学研究院　大学院水産科学院　水産
学部

041-8611 函館市港町3丁目1-1 0138-40-5505

北海道大学病院 060-8648 札幌市北区北14条西5丁目 011-716-1161
北方生物圏フィールド科学センター植物園 060-0003 札幌市中央区北3条西8丁目 011-221-0066
附属図書館 060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 011-706-3956
動物医療センター 060-0819 札幌市北区北19条西10丁目 011-706-5239
総合博物館 060-0810 札幌市北区北10条西8丁目 011-706-2658
　 水産科学館 041-8611 函館市港町3丁目1-1 0138-40-5553
北大インフォメーションセンター　エルムの森 060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 011-706-4680
北海道地区国立大学大滝セミナーハウス 052-0017 伊達市大滝区優徳町32 0142-68-6155

北海道教育大学 002-8501 札幌市北区あいの里5条3丁目1-3 011-778-0206
札幌校 002-8502 札幌市北区あいの里5条3丁目1-5 011-778-0304
旭川校 070-8621 旭川市北門町9丁目 0166-59-1410
釧路校 085-8580 釧路市城山1丁目15-55 0154-44-3205
函館校 040-8567 函館市八幡町1-2 0138-44-4411
岩見沢校 068-8642 岩見沢市緑が丘2丁目34-1 0126-32-0250

附属図書館
　 札幌館

002-8503 札幌市北区あいの里5条3丁目1-6 011-778-0288

　 旭川館 070-8621 旭川市北門町9丁目 0166-59-1410
　 釧路館 085-8580 釧路市城山1丁目15-55 0154-44-3243
　 函館館 040-8567 函館市八幡町1-2 0138-44-4231
　 岩見沢館 068-8642 岩見沢市緑が丘2丁目34-1 0126-32-0240
附属旭川幼稚園 070-0875 旭川市春光5条2丁目1-1 0166-54-3556
附属函館幼稚園 041-0806 函館市美原3丁目48-6 0138-46-2237
附属札幌小学校 002-8075 札幌市北区あいの里5条3丁目1-10 011-778-0471
附属旭川小学校 070-0874 旭川市春光4条1丁目1-1 0166-52-2361
附属函館小学校 041-0806 函館市美原3丁目48-6 0138-46-2235
附属札幌中学校 002-8075 札幌市北区あいの里5条3丁目1-11 011-778-0481
附属札幌小学校・中学校特別支援学級 002-8075 札幌市北区あいの里5条3丁目1-12 011-778-0473
附属旭川中学校 070-0874 旭川市春光4条2丁目1-1 0166-53-2751
附属函館中学校 041-0806 函館市美原3丁目48-6 0138-46-2233
附属釧路義務教育学校前期課程 085-0805 釧路市桜ケ岡7丁目12-48 0154-91-6322
附属釧路義務教育学校後期課程 085-0805 釧路市桜ケ岡7丁目12-2 0154-91-6857
附属特別支援学校 041-0806 函館市美原3丁目48-1 0138-46-2515

札幌駅前サテライト 060-0005 札幌市中央区北5条西5丁目7　sapporo55ビル 011-211-4100
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文部科学省

北海道教育大学 アーツ＆スポーツ文化複合施設　ＨＵＧ 060-0031 札幌市中央区北１条東２丁目４番地 011-300-8989
室蘭工業大学 050-8585 室蘭市水元町27-1 0143-46-5000

附属図書館 050-8585 室蘭市水元町27-1 0143-46-5189
札幌オフィス 060-0042 札幌市中央区大通西5丁目8　昭和ビル 011-219-3359

小樽商科大学 047-8501 小樽市緑3丁目5-21 0134-27-5206
附属図書館 047-8501 小樽市緑3丁目5-21 0134-27-5273
札幌サテライト 060-0005 札幌市中央区北5条西5丁目7　sapporo55ビル 011-218-6377

帯広畜産大学 080-8555 帯広市稲田町西2線11 0155-49-5216
動物医療センター 080-8555 帯広市稲田町西2線11 0155-49-5683
附属図書館 080-8555 帯広市稲田町西2線11 0155-49-5340

旭川医科大学 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 0166-65-2111
旭川医科大学病院 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 0166-65-2111
図書館 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 0166-68-2239

北見工業大学 090-8507 北見市公園町165 0157-26-9113
図書館 090-8507 北見市公園町165 0157-26-9192
社会連携推進センター 090-0013 北見市柏陽町603-2 0157-26-4161

東京大学

大学院農学生命科学研究科附属演習林
　 北海道演習林山部事務所

079-1563 富良野市山部東町9-61 0167-42-2111

大学院人文社会系研究科附属
　 北海文化研究常呂実習施設

093-0216 北見市常呂町字栄浦376 0152-54-2387

東海国立大学機構
名古屋大学

宇宙地球環境研究所附属国際連携研究センター
　 母子里観測所

074-0741 雨竜郡幌加内町字母子里北西3 0165-38-2345

　 陸別観測所 089-4301 足寄郡陸別町字遠別 0156-27-8103

京都大学
フィールド科学教育研究センター北海道研究林
　標茶区

088-2339 川上郡標茶町字多和553 015-485-2637

　白糠区 088-0322 白糠郡白糠町西2条北8丁目1-10 （標茶区に連絡）

九州大学
農学部附属演習林
　 北海道演習林

089-3705 足寄郡足寄町北5条1丁目85 0156-25-2608
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