各地区分区担当窓口一覧
地区・分区 郵便番号

市
地
区

空
知

石
狩

後
志

胆
振

札幌市
函館市
小樽市
旭川市
室蘭市
釧路市
帯広市
北見市
夕張市
岩見沢市
網走市
留萌市
苫小牧市
稚内市
美唄市
芦別市
江別市
赤平市
紋別市
士別市
名寄市
三笠市
根室市
千歳市
滝川市
砂川市
歌志内市
深川市
富良野市
登別市
恵庭市
伊達市
北広島市
石狩市
北斗市
空知
南幌町
奈井江町
上砂川町
由仁町
長沼町
栗山町
月形町
浦臼町
新十津川町
妹背牛町
秩父別町
雨竜町
北竜町
沼田町
石狩
当別町
新篠津村
後志
島牧村
寿都町
黒松内町
蘭越町
ニセコ町
真狩村
留寿都村
喜茂別町
京極町
倶知安町
共和町
岩内町
泊村
神恵内村
積丹町
古平町
仁木町
余市町
赤井川村
胆振
豊浦町
洞爺湖町
壮瞥町
白老町
安平町
厚真町
むかわ町

060-8611
040-8666
047-0034
070-8525
050-0083
085-8505
080-8670
090-8501
068-0492
068-8686
093-8555
077-8601
053-8722
097-8686
072-8660
075-8711
067-8674
079-1192
094-8707
095-0015
096-8686
068-2192
087-8711
066-0042
073-0032
073-0195
073-0492
074-8650
076-0018
059-8701
061-1446
052-0024
061-1133
061-3216
049-0192
068-8558
069-0235
079-0313
073-0292
069-1203
069-1392
069-1512
061-0511
061-0692
073-1103
079-0592
078-2192
078-2692
078-2512
078-2202
060-8558
061-0234
068-1192
044-8588
048-0621
048-0406
048-0101
048-1392
048-1595
048-1631
048-1731
044-0201
044-0101
044-0001
048-2292
045-8555
045-0202
045-0301
046-0292
046-0192
048-2492
046-0025
046-0501
051-8558
049-5411
049-5692
052-0101
059-0995
059-1911
059-1692
054-8660

令和3年4月1日現在

住所

担当部署など

電話番号

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所13階
函館市東雲町4番13号
小樽市緑1-1-1 小樽赤十字会館内
旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎
室蘭市東町2丁目3-3 ハートセンタービル
釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市役所内
北見市大通西3丁目1番地 1階
夕張市本町4丁目2番地
岩見沢市鳩が丘1丁目1-1
網走市南6条東4丁目
留萌市幸町1丁目11番地
苫小牧市旭町4丁目5番6号
稚内市中央3丁目13-15
美唄市西3条南1丁目1-1
芦別市北1条東1丁目3番地
江別市高砂町6番地
赤平市泉町4丁目1番地
紋別市幸町2丁目1-18
士別市東5条3丁目1番地1 サポートセンターしべつ内
名寄市大通南1丁目1番地
三笠市幸町2番地 三笠市福祉事務所福祉総務係内
根室市常盤町2丁目27番地
千歳市東雲町1丁目11番地
滝川市明神町1丁目3番地1号 NTT東日本滝川ビル1階
砂川市西7条北2丁目1番1号
歌志内市字本町5番地
深川市2条17番17号
富良野市弥生町1番3号 富良野市総合保健センター2階
登別市中央町6丁目11番地
恵庭市末広町124番地
伊達市鹿島町20番地1
北広島市栄町1丁目5番地2 北広島エルフィンビル2階
石狩市花川北6条1丁目41-1 石狩市総合保健福祉センター2階
北斗市中央1丁目3番10号
岩見沢市8条西5丁目
空知郡南幌町中央3丁目4-26 南幌町保健福祉総合センターあいくる
空知郡奈井江町字奈井江町243番地24 文化ホール内
空知郡上砂川町中央北1条5丁目1番7号
夕張郡由仁町東栄87番地1 由仁町健康元気づくり館内
夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
夕張郡栗山町松風3丁目252番地
樺戸郡月形町1466番地1 月形町保健福祉総合センター内
樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15
樺戸郡新十津川町字中央302番地2
雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地 妹背牛町保健センター
雨竜郡秩父別町4101番地
雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
雨竜郡北竜町字和11番地1
雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館5階
石狩郡当別町西町32番地2 当別町総合保健福祉センターゆとろ
石狩郡新篠津村第47線北13番地
虻田郡倶知安町北1条東2丁目
島牧郡島牧村字泊29番地1
寿都郡寿都町字渡島町140番地1
寿都郡黒松内町字黒松内586番地1 黒松内保健福祉センター内
磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
虻田郡ニセコ町字富士見47番地
虻田郡真狩村字真狩118番地
虻田郡留寿都村字留寿都175番地
虻田郡喜茂別町字喜茂別13番地の3
虻田郡京極町字京極527番地
虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
岩内郡共和町南幌似38番地2
岩内郡岩内町字高台134番地1
古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191番地の7
古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地4
積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地5
古平郡古平町大字浜町40番地4
余市郡仁木町西町1丁目36番地1
余市郡余市町富沢町5丁目13番地 余市町福祉センター内
余市郡赤井川村字赤井川318番地1
室蘭市海岸町1丁目4-1 むろらん広域センタービル2階
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1 豊浦町総合保健福祉施設やまびこ
虻田郡洞爺湖町字栄町58番地
有珠郡壮瞥町字滝之町284番地2
白老郡白老町大町1丁目1-1
勇払郡安平町早来大町95番地
勇払郡厚真町京町120番地
勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地

札幌市市民文化局内
函館市役所 保健福祉部管理課
小樽市地区事務所
旭川市役所 福祉保険部福祉保険課地域福祉係
室蘭市社会福祉協議会
釧路市役所 福祉部地域福祉課地域福祉係
帯広市役所 市民福祉部地域福祉室地域福祉課総務係
北見市役所 保健福祉部 総務課
夕張市役所 生活福祉課生活福祉係
岩見沢市役所 健康福祉部福祉課総務グループ
網走市役所 健康福祉部社会福祉課庶務係
留萌市役所 市民健康部社会福祉課社会福祉係
苫小牧市役所 福祉部総合福祉課
稚内市役所 生活福祉部社会福祉課障がい福祉グループ
美唄市役所 市民部生活環境課生活交通係
芦別市役所 市民福祉部福祉課福祉係
江別市役所 健康福祉部管理課総務係
赤平市役所 社会福祉課地域福祉係
紋別市役所 保健福祉部社会福祉課庶務係
士別市社会福祉協議会内 日赤士別市地区
名寄市役所 健康福祉部社会福祉課福祉総務係
三笠市福祉事務所 福祉総務係
根室市役所 市民福祉部社会福祉課社会援護担当
千歳市社会福祉協議会 総務課総務係
滝川市社会福祉協議会 総務課事業係
砂川市役所 保健福祉部社会福祉課社会福祉係
歌志内市役所 保健福祉課福祉事業グループ
深川市役所 市民福祉部社会福祉課福祉庶務係
富良野市役所 保健福祉部福祉課福祉係
登別市役所 保健福祉部社会福祉グループ
恵庭市社会福祉協議会 事業管理課
伊達市役所 健康福祉部社会福祉課社会係
北広島市社会福祉協議会 地域福祉推進グループ
石狩市社会福祉協議会 総務課
北斗市役所 民生部社会福祉課社会福祉係
空知総合振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
南幌町役場 保健福祉課福祉障がいグループ
奈井江町社会福祉協議会
上砂川町役場 福祉課
由仁町役場 保健福祉課福祉・児童担当
長沼町役場 税務住民課国保年金係
栗山町役場 福祉課福祉・子育てグループ
月形町役場 保健福祉課地域福祉係
浦臼町役場 くらし応援課生活係
新十津川町社会福祉協議会 福祉係
妹背牛町役場 健康福祉課福祉グループ
秩父別町役場 住民課
雨竜町役場 住民課福祉担当
北竜町役場 住民課福祉係
沼田町役場 保健福祉課福祉グループ
石狩振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
当別町役場 保健福祉課福祉係
新篠津村役場 住民課福祉係
後志総合振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
島牧村社会福祉協議会
寿都町役場 町民課社会福祉係
黒松内町社会福祉協議会
蘭越町役場 住民福祉課福祉係
ニセコ町役場 保健福祉課福祉係
真狩村役場 住民課保健係
留寿都村役場 保健医療課介護保険係
喜茂別町役場 元気応援課社会福祉係
京極町役場 健康推進課
倶知安町役場 住民環境課生活安全係
共和町役場 保健福祉課福祉介護係
岩内町役場 健康福祉部社会福祉課福祉調整係
泊村役場 住民福祉課
神恵内村役場 住民課福祉係
積丹町役場 住民福祉課
古平町役場 町民課社会福祉係
仁木町役場 住民課福祉あんしん係
余市町役場 民生部福祉課
赤井川村役場 保健福祉課保健福祉係
胆振総合振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
豊浦町社会福祉協議会
洞爺湖町役場 総務部健康福祉課
壮瞥町役場 住民福祉課福祉係
白老町役場 生活環境課交通・町民活動グループ
安平町役場 健康福祉課福祉グループ
厚真町役場 町民福祉課福祉グループ
むかわ町役場 健康福祉課子育て福祉グループ

011-211-3339
0138-21-3255
0134-22-1704
0166-25-6425
0143-83-5031
0154-23-5151
0155-65-4146
0157-33-1136
0123-52-1059
0126-23-4111
0152-44-6111
0164-42-1807
0144-32-6189
0162-23-6453
0126-62-3142
0124-27-7368
011-381-1090
0125-32-2216
0158-24-2111
0165-22-3012
01654-3-2111
01267-2-3995
0153-23-6111
0123-27-2525
0125-24-8640
0125-54-2121
0125-42-3213
0164-26-2144
0167-39-2211
0143-85-1911
0123-33-9436
0142-82-3193
011-372-1698
0133-72-8181
0138-73-3111
0126-20-0105
011-378-5888
0125-65-6066
0125-62-2222
0123-83-4750
0123-76-8013
0123-73-2222
0126-53-3155
0125-68-2112
0125-76-2600
0164-32-2413
0164-33-2111
0125-77-2212
0164-34-2111
0164-35-2120
011-231-4111
0133-23-3019
0126-57-2111
0136-23-1938
0136-75-6500
0136-62-2513
0136-72-3124
0136-55-6436
0136-44-2121
0136-45-3612
0136-46-3131
0136-55-5101
0136-42-2111
0136-56-8005
0135-73-2011
0135-67-7083
0135-75-2134
0135-76-5011
0135-44-2113
0135-42-2181
0135-32-2513
0135-22-6228
0135-35-2050
0143-24-9836
0142-83-2662
0142-74-3001
0142-66-2340
0144-82-2265
0145-29-7071
0145-26-7872
0145-42-2415

地区・分区 郵便番号

日
高

渡
島

檜
山

上
川

留
萌

宗
谷

オ
ホ
ー
ツ
ク

日高
日高町
平取町
新冠町
新ひだか町
浦河町
様似町
えりも町
渡島
松前町
福島町
知内町
木古内町
七飯町
鹿部町
森町
八雲町
長万部町
檜山
江差町
上ノ国町
厚沢部町
乙部町
奥尻町
せたな町
今金町
上川
幌加内町
鷹栖町
東神楽町
当麻町
比布町
愛別町
上川町
東川町
美瑛町
和寒町
剣淵町
下川町
上富良野町
中富良野町
南富良野町
占冠村
美深町
音威子府村
中川町
留萌
増毛町
小平町
苫前町
羽幌町
初山別村
遠別町
天塩町
宗谷
幌延町
猿払村
浜頓別町
中頓別町
枝幸町
豊富町
礼文町
利尻町
利尻富士町
オホーツク
大空町
美幌町
津別町
斜里町
清里町
小清水町
訓子府町
置戸町
佐呂間町
遠軽町
湧別町
滝上町
興部町
西興部村
雄武町

057-8558
059-2192
055-0107
059-2492
056-8650
057-8511
058-8501
058-0292
041-8558
049-1592
049-1392
049-1103
049-0422
041-1192
041-1498
049-2393
049-3111
049-3521
043-8558
043-8560
049-0698
043-1113
043-0103
043-1401
049-4592
049-4308
079-8610
074-0412
071-1201
071-1592
078-1393
078-0392
078-1492
078-1753
071-1492
071-0292
098-0132
098-0338
098-1206
071-0561
071-0753
079-2403
079-2201
098-2252
098-2501
098-2892
077-8585
077-0292
078-3301
078-3792
078-4198
078-4492
098-3543
098-3398
097-8558
098-3207
098-6234
098-5792
098-5551
098-5892
098-4110
097-1201
097-0401
097-0101
093-8585
099-2392
092-8650
092-0292
099-4192
099-4405
099-3698
099-1498
099-1100
093-0592
099-0403
099-6404
099-5692
098-1603
098-1501
098-1792

住所
浦河郡浦河町栄丘東通56号
沙流郡日高町門別本町210番地の1
沙流郡平取町本町88番地1
新冠郡新冠町字北星町3番地の2
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
浦河郡浦河町築地1丁目3番1号
様似郡様似町大通1丁目21番地
幌泉郡えりも町字本町206番地
函館市美原4丁目6番16号
松前郡松前町字福山248番地1
松前郡福島町字福島820
上磯郡知内町字重内21番地1
上磯郡木古内町字本町218番地
亀田郡七飯町本町6丁目1番1号
茅部郡鹿部町字宮浜252番地1
茅部郡森町字御幸町144-1
二海郡八雲町住初町138番地
山越郡長万部町字長万部453番地1
檜山郡江差町字陣屋町336-3
檜山郡江差町字中歌町193番地の1
檜山郡上ノ国町字大留100番地
檜山郡厚沢部町新町181番地6 保健福祉センター
爾志郡乙部町字緑町388番地
奥尻郡奥尻町字奥尻462番地 奥尻町保健福祉センター
久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
瀬棚郡今金町字今金17番地の2 総合福祉施設としべつ
旭川市永山6条19丁目1-1

担当部署など

日高振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
日高町役場 住民生活課環境生活・アイヌ政策グループ
平取町社会福祉協議会
新冠町役場 町民生活課町民生活グループ社会係
新ひだか町役場 保健福祉部福祉課社会福祉グループ
浦河町役場 保健福祉課福祉係
様似町役場 税務町民課社会係
えりも町役場 町民生活課社会係
渡島総合振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
松前町役場 福祉課
福島町役場 町民課
知内町役場 生活福祉課福祉医療係
木古内町役場 町民課住民グループ
七飯町役場 民生部福祉課地域福祉係
鹿部町役場 保健福祉課福祉係
森町役場 住民生活課住民年金係
八雲町役場 住民生活課社会係
長万部町役場 保健福祉課
檜山振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
江差町役場 町民福祉課福祉子育て係
上ノ国町役場 住民課住民環境グループ
厚沢部町役場 保健福祉課福祉係
乙部町役場 町民課福祉係
奥尻町役場 保健福祉課福祉介護係
せたな町役場 保健福祉課社会福祉係
今金町役場 保健福祉課
上川総合振興局 保健福祉部社会福祉課地域福祉係
雨竜郡幌加内町字親和4596番地3 幌加内町保健福祉総合センターアルク 幌加内町役場 保健福祉課
上川郡鷹栖町南1条3丁目2-1 サンホールはぴねす内
鷹栖町役場 健康福祉課地域福祉係
上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号
東神楽町役場 健康ふくし課
上川郡当麻町3条東2丁目11番1号
当麻町役場 保健福祉課福祉係
上川郡比布町北町1丁目2番1号
比布町役場 保健福祉課福祉係
上川郡愛別町字本町179番地
愛別町役場 保健福祉課福祉係
上川郡上川町南町180番地
上川町役場 保健福祉課
上川郡東川町東町1丁目16番1号
東川町役場 保健福祉課社会福祉室
上川郡美瑛町本町4丁目6番1号
美瑛町役場 保健福祉課
上川郡和寒町字西町111番地 和寒町保健福祉センター内
和寒町役場 保健福祉課福祉係
上川郡剣淵町仲町28番1号 ふれあい健康センター内
剣淵町役場 健康福祉課
上川郡下川町幸町63番地
下川町役場 保健福祉課福祉・子育て支援グループ
空知郡上富良野町大町2丁目8番4号 保健福祉総合センターかみん内
上富良野町役場 保健福祉課福祉対策班
空知郡中富良野町南町10番10号
中富良野町役場 福祉課社会福祉係
空知郡南富良野町字幾寅708番地 保健福祉センターみなくる内
南富良野町役場 保健福祉課社会福祉係
勇払郡占冠村字中央
占冠村役場 福祉子育て支援課
中川郡美深町字西町18番地
美深町役場 保健福祉課保健福祉グループ福祉係
中川郡音威子府村字音威子府509番地88 音威子府村保健福祉センター内 音威子府村役場 住民課保健福祉室社会福祉係
中川郡中川町字中川337番地
中川町役場 住民課幸福推進室
留萌市住之江町2丁目1番地2 留萌合同庁舎
留萌振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
増毛町役場 福祉厚生課民生係
留萌郡小平町字小平216番地
小平町社会福祉協議会
苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町役場 保健福祉課福祉係
苫前郡羽幌町南町1番地の1
羽幌町役場 福祉課社会福祉係
苫前郡初山別村字初山別96番地1
初山別村役場 住民課戸籍住民係
天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
遠別町役場 福祉課福祉係
天塩郡天塩町新栄通8丁目1466-113
天塩町役場 福祉課福祉係
稚内市末広4丁目2-27
宗谷総合振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
天塩郡幌延町宮園町1番地1
幌延町役場 保健福祉課福祉グループ
宗谷郡猿払村鬼志別北町28番地 猿払村保健福祉総合センター
猿払村役場 保健福祉課福祉係
枝幸郡浜頓別町中央南1番地
浜頓別町役場 保健福祉課福祉係
枝幸郡中頓別町字中頓別175番地 中頓別町介護福祉センター内
中頓別町役場 保健福祉課保健福祉グループ
枝幸郡枝幸町本町916番地
枝幸町役場 保健福祉課
天塩郡豊富町字豊富大通6丁目
豊富町役場 町民課社会福祉係
礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558番地の5
礼文町役場 町民課地域福祉担当
利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1
利尻町役場 くらし支援課福祉係
利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地
利尻富士町役場 福祉課福祉介護係
オホーツク総合振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
網走市北7条西3丁目
網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
大空町役場 福祉課・住民福祉課
網走郡美幌町字東3条北2丁目25番地 美幌町役場内
美幌町社会福祉協議会
網走郡津別町字幸町41番地
津別町役場 保健福祉課福祉係
斜里郡斜里町青葉町40番地2 斜里町総合保健福祉センター内
斜里町役場 民生部保健福祉課福祉係
斜里郡清里町羽衣町35番地 清里町保健センター
清里町役場 保健福祉課福祉介護グループ
斜里郡小清水町元町2丁目1番1号
小清水町役場 保健福祉課福祉係
常呂郡訓子府町東町398番地 訓子府町総合福祉センターうらら
訓子府町社会福祉協議会
常呂郡置戸町字置戸246番地の3 置戸町地域福祉センター
置戸町役場 社会福祉係
常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1
佐呂間町役場 保健福祉課社会福祉係
紋別郡遠軽町1条通北1丁目1番地1 遠軽町保健福祉総合センター｢げんき21｣内
遠軽町役場 民生部保健福祉課
紋別郡湧別町栄町112番地の1
湧別町役場 福祉課
紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
滝上町役場 保健福祉課福祉係
紋別郡興部町興部138番地の1 興部町福祉保健総合センター内
興部町役場 福祉保健課
紋別郡西興部村字西興部100番地
西興部村役場 住民課福祉係
紋別郡雄武町字雄武700番地 雄武町庁舎別館
雄武町役場 保健福祉課社会福祉係

電話番号
0146-22-9472
01456-2-6182
01457-4-2267
0146-47-2112
0146-49-0286
0146-26-9003
0146-36-2112
01466-2-4621
0138-47-9531
0139-42-2640
0139-47-4681
01392-5-6161
01392-2-3131
0138-65-2514
01372-7-5291
01374-7-1084
0137-62-2112
01377-2-2454
0139-52-6651
0139-52-6720
0139-55-2311
0139-64-3319
0139-62-2855
01397-2-3381
0137-84-5984
0137-82-2780
0166-46-5982
0165-35-3090
0166-87-2112
0166-83-5430
0166-84-2111
0166-85-4804
01658-6-5111
01658-2-4055
0166-82-2111
0166-92-4245
0165-32-2000
0165-34-3955
01655-4-2511
0167-45-6987
0167-44-2125
0167-52-2211
0167-56-2125
01656-2-1683
01656-9-3050
01656-7-2813
0164-42-8317
0164-53-3111
0164-59-1643
0164-64-2215
0164-68-7004
0164-67-2211
01632-7-2114
01632-2-1728
0162-33-2573
01632-5-1113
01635-2-2040
01634-2-2551
01634-6-1995
0163-62-1337
0162-82-1001
0163-86-1001
0163-84-2345
0163-82-1113
0152-41-0687
0152-74-2111
0152-72-1165
0152-77-8381
0152-22-2500
0152-25-3847
0152-62-4473
0157-47-3536
0157-52-3333
01587-2-1212
0158-42-4813
01586-5-3761
0158-29-2111
0158-82-4120
0158-87-2114
0158-84-2023

地区・分区 郵便番号

十
勝

釧
路

根
室

十勝
音更町
士幌町
上士幌町
鹿追町
新得町
清水町
芽室町
中札内村
更別村
大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
本別町
足寄町
陸別町
浦幌町
釧路
釧路町
厚岸町
浜中町
標茶町
弟子屈町
鶴居村
白糠町
根室
別海町
中標津町
標津町
羅臼町

080-8588
080-0198
080-1214
080-1492
081-0222
081-0013
089-0111
082-8651
089-1392
089-1595
089-2195
089-2692
089-0692
083-0023
089-5392
089-3325
089-3797
089-4312
089-5621
085-8588
088-0628
088-1119
088-1592
088-2312
088-3292
085-1203
088-0392
087-8588
086-0203
086-1197
086-1631
086-1892

住所

担当部署など

帯広市東3条南3丁目1 北海道十勝合同庁舎
河東郡音更町元町2番地
河東郡士幌町字士幌西2線167番地 士幌町総合福祉センター
河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
河東郡鹿追町東町4丁目2番地1 鹿追町トリムセンター内
上川郡新得町3条南3丁目5番地 新得町保健福祉センターなごみ
上川郡清水町南3条2丁目1番地 清水町保健福祉センター
河西郡芽室町東2条2丁目14
河西郡中札内村東1条南1丁目2番地1
河西郡更別村字更別南1線93番地
広尾郡大樹町東本通33番地
広尾郡広尾町西4条7丁目1番地1
中川郡幕別町本町130番地1
中川郡池田町西3条5丁目2番地の7 池田町保健センター
中川郡豊頃町茂岩本町125番地
中川郡本別町西美里別6-15 本別町総合ケアセンター内
足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
足寄郡陸別町字陸別東2条3丁目2番地 陸別町保健福祉センター
十勝郡浦幌町字北町8番地1 浦幌町保健福祉センター
釧路市浦見2丁目2-54
釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1 釧路町保健福祉センターあいぱーる

厚岸郡厚岸町住の江1丁目2番地

厚岸町保健福祉総合センターあみか21

厚岸郡浜中町湯沸445番地
川上郡標茶町川上4丁目2番地
川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
根室市常盤町3丁目28番地
野付郡別海町別海西本町36番地
標津郡中標津町丸山2丁目22番地
標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号
目梨郡羅臼町栄町100番地83

保健福祉センターひまわり

十勝総合振興局 保険環境部社会福祉課地域福祉係
音更町役場 保険福祉部福祉課福祉係
士幌町役場 保健福祉課保健福祉グループ
上士幌町役場 保健福祉課福祉担当
鹿追町役場 保健福祉課福祉係
新得町役場 保健福祉課
清水町役場 保健福祉課福祉係
芽室町役場 健康福祉課 社会福祉係
中札内村役場 住民課住民グループ
更別村役場 住民生活課住民活動係
大樹町役場 住民課住民活動係
広尾町役場 保健福祉課福祉係
幕別町役場 住民福祉部福祉課 社会福祉係
池田町役場 福祉課福祉係
豊頃町役場 福祉課福祉係
本別町役場 保健福祉課社会福祉担当
足寄町役場 福祉課保健福祉室
陸別町役場 福祉担当
浦幌町役場 保健福祉課社会福祉係
釧路総合振興局 保健環境部社会福祉課地域福祉係
釧路町役場 健康福祉部福祉課地域福祉係
厚岸町役場 保健福祉課地域支援係
浜中町役場 福祉保健課福祉係
標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
弟子屈町役場 福祉課地域福祉係
鶴居村役場 保健福祉課福祉係
白糠町役場 保健福祉部介護福祉課社会福祉係
根室振興局 保健環境部社会福祉課
別海町社会福祉協議会
中標津町役場 町民生活部福祉課社会福祉係
標津町社会福祉協議会
羅臼町役場 保健福祉課

電話番号
0155-26-9079
0155-42-2111
01564-5-2006
01564-2-4296
0156-66-1311
0156-64-0533
0156-69-2222
0155-62-9723
0155-67-2493
0155-52-2112
01558-6-2116
01558-2-0172
0155-54-6612
015-572-2100
015-574-2214
0156-22-8520
0156-25-2571
0156-27-8001
015-576-5111
0154-43-9251
0154-40-5208
0153-53-3333
0153-62-2305
015-485-2111
015-482-2921
0154-64-2116
01547-2-2171
0153-23-6917
0153-75-2148
0153-73-3111
0153-82-1212
0153-87-2161

