
石狩市
【花川・樽川・花畔・緑苑台地区】
紅南小学校 体育館入口 石狩市花川北１条６丁目１－１ 0133-74-0318
紅葉山公園 管理棟 石狩市花川北２条３丁目２１０ 0133-74-7417
えるむ認定こども園 1階事務室 石狩市花川北２条５丁目６３ 0133-74-0696
石狩市民プール管理棟 １階事務所 石狩市花川北３条２丁目１９８－３ 0133-74-6611
花川北コミュニティーセンター １階事務所 石狩市花川北３条２丁目１９８－１ 0133-74-6525
花川北児童館 １階事務所 石狩市花川北３条２丁目１９９－２ 0133-74-2884
石狩市学び交流センター １階事務所 石狩市花川北３条３丁目１ 0133-74-8889
生活協同組合コープさっぽろいしかり店 １階サービスカウンター 石狩市花川北３条３丁目９－２ 0133-74-3531
花川北中学校 体育館入口 石狩市花川北３条４丁目１３０－１ 0133-74-5957
花川中学校 体育館入口 石狩市花川北４条１丁目２－１ 0133-74-2032
双葉小学校 １階玄関前 石狩市花川北４条３丁目１ 0133-74-0494
石狩市役所本庁舎 １階ホール 石狩市花川北６条１丁目３０－２ 0133-72-3177
総合保健福祉センター　りんくる 1階ホール・健康増進室 石狩市花川北６条１丁目４１－１ 0133-72-3194
総合保健福祉センター　りんくる【貸出器】スポーツ健康課 石狩市花川北６条１丁目４１－１ 0133-72-7014
石狩市公民館 石狩市花川北６条１丁目４２ 0133-74-2249
ハートの家　六番館 1階玄関 石狩市花川北６条３丁目１６ 0133-77-5283
キクチデンタルクリニック 1階廊下 石狩市花川北６条３丁目１８２－１ 0133-76-6480
石狩市民図書館 １階受付カウンター 石狩市花川北７条１丁目２６ 0133-72-2000
南線小学校 体育館入口 石狩市花川南３条１丁目１８ 0133-73-2042
南３条会館（花川南第５町内会） １階玄関前 石狩市花川南３条４丁目１３１ 0133-73-6144
花川整形外科医院 1階処置室 石狩市花川南３条４丁目２０６ 0133-73-1881
藤女子大学　花川校舎 １階玄関 石狩市花川南４条５丁目７－１ 0133-74-3111
花川南ふれあいデイサービスセンター １階カウンター 石狩市花川南５条３丁目１０９－１ 0133-75-7564
花川南小学校 体育館入口 石狩市花川南６条５丁目１ 0133-73-1924
花川南コミュニティーセンター １階事務所 石狩市花川南６条５丁目２７－２ 0133-73-5300
花川南公園 管理棟（冬期間は除く） 石狩市花川南６条５丁目９４ 0133-73-6917
介護老人保健施設　オアシス２１ 正面玄関 石狩市花川南７条５丁目３－３ 0133-72-0021
花川南第１会館（花川南第３町内会） １階玄関前 石狩市花川南８条１丁目３－５ 0133-74-2936
花川南児童館 １階事務所 石狩市花川南８条３丁目１５３－５ 0133-72-7311

1階校長室前廊下
第一体育館入口

カラダラボ石狩花川 運動室内 石狩市花川南９条２丁目２３７ 0133-72-3215
花川南中学校 体育館入口 石狩市花川南９条４丁目９４ 0133-73-6104
リフレッシュホーム和みの家 １階玄関前 石狩市花川南１０条１丁目１－１２ 0133-72-0753
いしかり福祉会えるむの森保育園 1階保健室 石狩市花川東９３－５ 0133-75-5522
ケアハウスりょくえん 1階玄関 石狩市花川東９３－１０ 0133-74-4884
北海道石狩翔陽高等学校 2階職員室・3階踊場・体育館入口石狩市花川東１２８－３１ 0133-74-5771
グループホーム笑顔の村三番地 1階玄関ホール 石狩市樽川３条３丁目４ 0133-72-6030
樽川デイサービスセンター　四季彩館 1階玄関 石狩市樽川３条３丁目７０ 0133-76-1230
樽川中学校 体育館前事務室 石狩市樽川６条３丁目６００ 0133-74-2352
花川小学校 体育館 石狩市花畔１条１丁目７ 0133-64-5316
はまなす医院 1階外来処置室 石狩市花畔４条１丁目１４１－１ 0133-64-6622
公益財団法人　石狩市体育協会
（B＆G海洋センター)
イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 １階サービスカウンター 石狩市緑苑台中央１丁目２ 0133-75-9800
緑苑台パークゴルフ場 受付カウンター 石狩市緑苑台中央３丁目６０１ 0133-72-5610
緑苑台小学校 体育館入口 石狩市緑苑台中央３丁目６０３ 0133-76-1990

【新港地区】
株式会社ホクビー石狩新港工場 2階事務所 石狩市新港西１丁目７２２－１１ 0133-73-8405
株式会社ホクビー本社石狩工場 2階事務所 石狩市新港西１丁目７２５－１ 0133-73-8401
株式会社あらた 1階事務所・1階廊下 石狩市新港西１丁目７３３－６ 0133-76-6105
苫小牧埠頭株式会社石狩事業所 1階事務所 石狩市新港西２丁目７４４－２ 0133-74-6161
日本通運株式会社石狩湾新港事業所 正面入口受付 石狩市新港西２丁目７４４－３ 0133-74-8844
樽川公園 管理棟 石狩市新港西２丁目７８４ 0133-73-6917
阿部鋼材株式会社石狩工場 1階工具室 石狩市新港西３丁目７４７－７ 0133-73-0840
株式会社酒井機材製作所 1階事務所 石狩市新港西３丁目７４９－１１ 0133-73-8141
株式会社MATEC石狩支店 1階事務所 石狩市新港南１丁目２２－５９ 0133-60-2000
ARS資源化工場 1階玄関 石狩市新港南１丁目２２－６８ 0133-60-2277
ダイナム石狩店 サービスカウンター 石狩市新港南２丁目７２９－１ 0133-64-0170
中央鉄建株式会社石狩加工センター 1階休憩所 石狩市新港南３丁目７００－７ 0133-60-2087
共和鉄工 石狩市新港南３丁目７００－４３ 0133-64-6451
北海道クリーンシステム株式会社 １階階段横 石狩市新港南３丁目７０４－１０ 0133-64-1500
株式会社ミクロ札幌 正面玄関 石狩市新港南３丁目７０５－２ 0133-64-3663
青葉公園 管理棟自販機 石狩市新港南３丁目７０６ 0133-64-0555

石狩市新港中央１丁目２０２－９
　　　　　　　　　　　　新港ビル２階

サンビレッジいしかり 1階事務室 石狩市新港中央１丁目７０１－１ 0133-64-1006
北海道東洋リース株式会社 2階事務所 石狩市新港中央２丁目７５６－３ 0133-64-2471

北海道石狩南高等学校 石狩市花川南８条５丁目１ 0133-73-4181

株式会社ニュートレンディングブリッジ石狩営業所 0133-64-2741

１階事務所 石狩市花畔３３７－４ 0133-64-1220



鹿島道路株式会社札幌合材製造所 2階事務所 石狩市新港中央２丁目７５７－４ 0133-64-1951
株式会社北舗道央支店 1階事務所 石狩市新港中央２丁目７５８－３ 0133-64-3011
株式会社鈴木商会道央支店石狩営業所 1階事務所 石狩市新港中央３丁目７５０－７ 0133-64-1877
北海道糖業株式会社 工場棟 石狩市新港中央３丁目７５３－２ 0133-64-2701
キャタピラー北海道株式会社 1階事務所 石狩市新港中央３丁目７６１－９ 0133-64-7111
株式会社MATEC東埠頭事務所 事務所棟 石狩市新港東４丁目８００－２ 0133-60-6600

【生振・志美・親船町・八幡地区】
生振小学校 体育館ステージ横 石狩市生振３７５－１ 0133-64-2018
生振の里 1階スタッフルーム 石狩市生振１６７－８ 0133-64-0033
石狩中学校 体育館入口 石狩市志美２９３－３０ 0133-62-5004
社団法人　石狩観光協会 事務所 石狩市親船町１０７ 0133-62-4611
あそびーち石狩（夏季のみ海水浴場開設期間）臨時警察官派出所 石狩市弁天町
八幡小学校 体育館入口 石狩市八幡４丁目１６７ 0133-66-3009
八幡コミュニティーセンター １階事務所 石狩市八幡２丁目３３２－１２ 0133-66-4261
特別養護老人ホーム石狩希久の園 １階養護室 石狩市八幡町高岡２７－９ 0133-66-4181

【厚田地区】
厚田総合センター・厚田保健センター １階事務所（総セン） 石狩市厚田区厚田４５－５ 0133-78-2350
厚田海浜プール（夏季のみ設置） 管理棟 石狩市厚田区厚田１２８６ 0133-78-2513
望来コミュニティーセンター（みなくる） 夏季：パークゴルフ場　冬季：事務所石狩市厚田区望来２７－７ 0133-77-3010
北石狩農業協同組合厚田支所 1階玄関 石狩市厚田区望来１１９－３１ 0133-77-2311
戸田記念墓地公園 管理センター 石狩市厚田区望来４１１－１ 0133-77-2321
太平洋クラブ＆アソシエイツ札幌コース 1階ロビー 石狩市厚田区聚富２４２－１４ 0133-66-4128
はるにれの里　厚田はまなす園 生活棟西棟食堂・新棟職員室石狩市厚田区小谷３３－１ 0133-78-2666
厚田学園 職員室前廊下 石狩市厚田区厚田１７１－１ 0133-78-2043
道の駅石狩「あいろーど厚田」 1階　地域観光情報コーナー 石狩市厚田区厚田９８－２ 0133-78-2300

【浜益地区】
浜益中学校 １階職員室 石狩市浜益区浜益５０－２２ 0133-79-2046
浜益コミュニティーセンター（きらり） 事務所 石狩市浜益区浜益６３０－１ 0133-79-5566
浜益保養センター（浜益温泉） １階ホール 石狩市浜益区実田２５４－４ 0133-79-3617
特別養護老人ホーム
（はまますあいどまり）
浜益小学校 １階職員室 石狩市浜益区柏木１－１７ 0133-79-3124
浜益スポーツセンター １階ホール 石狩市浜益区群別１－４１ 0133-64-1220
石狩観光協会浜益事務所（浜益支所内）
※海水浴期間は海水浴場に配備
JA北石狩浜益事業所 １階玄関 石狩市浜益区群別１－４１ 0133-64-1220

当別町

北海道当別高等学校 保健室・職員室 当別町春日町８４－４ 0133-23-2444
総合支援センター　はつらつ当別 2階事務所 当別町春日町９７－１ 0133-25-2801
当別中学校 職員室 当別町下川町１２５ 0133-23-2158
当別町役場 １階自販機 当別町白樺町５８－９ 0133-23-2330
当別町総合体育館 １階受付 当別町白樺町２７２９ 0133-22-3833
白樺コミュニティーセンター
（１０月～５月のみ設置）
ふれあい倉庫 事務室 当別町錦町２９４－４ 0133-27-6600
当別町学習交流センター 図書館 当別町錦町１２４８－７ 0133-23-0573
当別町総合保健福祉センター（ゆとろ） 事務室 当別町西町３２－２ 0133-25-2661
当別小学校 職員室 当別町元町１０２ 0133-23-2102
当別小学校水泳プール
（６月～９月のみ設置）
北海道医療大学 １階体育館　他18箇所 当別町金沢１７５７ 0133-23-1211
西当別コミュニティーセンター １階受付 当別町太美町２２－７ 0133-26-3300
西当別小学校 職員室 当別町太美町１４８１ 0133-26-2170
ふとみ銘泉 4階廊下 当別町太美町１６５９ 0133-26-2130

当別町太美町２３４３－３９ 0133-26-3344
当別町当別太１５４９－１ 0133-26-2454

西当別中学校 職員室 当別町獅子内５１３４－１ 0133-26-2252
当別・高岡アクティビティセンター 事務室 当別町字高岡１８１３－１ 0133-25-3661

当別町スウェーデンヒルズ２７８８－２８ 0133-26-2321
当別町ビトエ２２００－１ 0133-26-2874

ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 スタート室 当別町茂平沢３３８２ 0133-23-0777
北欧の風　道の駅とうべつ 事務室 当別町当別太７７４番地１１ 0133-27-5260
小規模多機能型居宅介護　さくら ２階事務室 当別町弥生２－１ 0133-27-5560
株式会社コーケン　玄米酵素中央研究所 ２階事務室 当別町字中小屋３２９−２７ 0133-27-2345

当別町錦町５３－５７ 0133-23-2530
当別町太美町１４８４ 0133-26-2111

新森工業株式会社

介護老人保護施設　愛里苑

事務所

事務室 当別町白樺町２７９２

事務監視室 当別町元町１０２

スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部

JA北石狩本所
JA北石狩西当別支所

0133-22-0787

有料老人ホーム　らくら当別

0133-22-2934

２階休憩室 石狩市浜益区実田９３－１７ 0133-79-5010

石狩市浜益区浜益２－３ 0133-79-5700



当別浄水場 1階事務室 当別町青山２３０４−８ 0133-27‐2088

新篠津村

しんしのつ温泉　たっぷの湯 １階事務所 新篠津村第４５線北２番地 0126-58-3166
社会福祉法人　新篠津福祉会 0126-57-2303
障がい者支援施設　新しのつ幸生園
北海道新篠津高等養護学校 寄宿舎棟1階事務所 新篠津村第４５線北１３番地 0126-58-3280
社会福祉法人　新篠津福祉会
障がい者支援施設　ふれあいの苑
新篠津村のびのびプール
（夏季のみ設置）
新篠津小学校 １階職員室 新篠津村第４６線北１０番地 0126-57-2179
新篠津村自治センター １階ホール 新篠津村第４６線北１２番地 0126-57-2011
B＆G新篠津海洋センター体育館 １階事務所 新篠津村第４６線北１５番地 0126-58-3160
新篠津中学校 １階ホール 新篠津村第４７線北７番地 0126-57-2331
新篠津村運動公園 運動公園管理人室 新篠津村第４７線北１２番地先 0126-58-3660
新篠津村役場 １階ホール 新篠津村第４７線北１３番地 0126-57-2111
新篠津村保健センター １階事務所 新篠津村第４７線北１３番地 0126-58-3335
新篠津農業協同組合 １階ホール 新篠津村第４７線北１３番地 0126-57-2311
ニューしのつゴルフ場 1階事務所・スタートハウス 新篠津村第４６線南３番地 0126-57-2341

0126-58-3160

１階医務室 新篠津村第４５線北１４番地 0126-57-2244

１階玄関 新篠津村第４５線北１２番地

1階監視室 新篠津村第４６線北１５番地


