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１-■日本行政書士会連合会■

東京都港区虎ノ門 4 丁目 1 番 28 号 虎ノ門タワーズオフィス 10 階

TEL:03（6435)7330 FAX:03（6435）7331

アクセス方法

●地下鉄をご利用の場合

・日比谷線 神谷町駅 4b 出口より徒歩 5 分

・南北線 六本木一丁目駅 3出口より徒歩 6 分

・銀座線・南北線 溜池山王駅 13 出口より徒歩 7 分

・銀座線 虎ノ門駅 3出口より徒歩 10 分

●高速道路をご利用の場合

・首都高速道路「板倉」より約 0.9km

・首都高速道路「霞が関」より約 1.0km

※車でお越しの場合は、虎ノ門タワーズ地下 2階の時間貸駐車場「タイムズ虎ノ門タワ

ーズ」が便利です。
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２-■北海道行政書士会■

札幌市中央区北 1 条西 10 丁目 1 番 6号 北海道行政書士会館

TEL:011(221)1221 FAX:011(281)4138

アクセス方法

●地下鉄をご利用の場合

・東西線 西 11 丁目駅 ４番出口より徒歩 5分

・南北線 大通駅 １番出口より徒歩 10 分

・東豊線 大通駅 １番出口より徒歩 10 分

●JR 北海道をご利用の場合

・札幌駅南口 徒歩 20 分

・

●タクシーをご利用の場合

札幌弁護士会館隣り 乗車時間 10分
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３-■北海道行政書士会 １２支部■(平成 27 年 4 月 1 日現在）

支部名 住 所 電話番号 ＦＡＸ番号

札幌支部 札幌市中央区北 1条西 8丁目丸二羽柴ビル 4階 011（271)0773 011（271）6126

函館支部 函館市千歳町 21 番 13 号 桐朋会館 1階 0138(22)0736 0138（22）0738

小樽支部
小樽市住ノ江１丁目４番１号

中嶋秀夫事務所内
0134(22)3102 0134(22)3102

空知支部
滝川市黄金町東３丁目９番２７号

佐藤武事務所内
0125(24)3123 0125(24)3123

旭川支部
旭川市川端町３条４丁目１番１６号

佐藤聡事務所内
0166(54)2855 0166(59)7771

網走支部 北見市広明町 225 番地 1 廣木行政書士事務所内 0157(22)1377 0157(22)0030

室蘭支部
登別市新生町２丁目１３番地６

大谷賢一事務所内
0143(86)3360 0143(86)3330

苫小牧支

部

苫小牧市緑町１丁目１番６号

山﨑肇事務所内
0144(36)5633 0144(36)5614

日高支部
日高郡新ひだか町静内木場町 2丁目 3番 26 号

菊地淳史事務所内
0146(42)3806 0146(42)3226

十勝支部
帯広市大通南２７丁目１８番地１

医王田勝美事務所内
0155(27)1977 0155(27)1977

釧路支部
釧路市米町３丁目１番３号

宗岡隆一事務所内
0154(41)1330 0154(41)758

根室支部
根室市定基町３丁目９番地２

平賀禎彦事務所内
0153(24)2843 0153(24)3801
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４-■北海道１４総合振興局・振興局所在並びに管轄市町村■

総合振興局

・振興局名
住 所 (管轄市町村） ＴＥＬ

北海道本庁
〒060-8588

札幌市中央区北 3条西 6丁目

011-231-4111

（大代表）

空知総合振興局

〒068-8558

岩見沢市 8条西 5丁目

0126-20-0200

（総合案内）

夕張市 ／岩見沢市 ／美唄市 ／芦別市 ／赤平市 ／三笠市 ／滝川市 ／砂川市 ／歌志内

市 ／深川市 ／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

石狩振興局

〒060-8558

札幌市中央区北 3条西 7丁目 道庁別館

011-231-4111

（大代表）

札幌市 ／江別市 ／千歳市 ／恵庭市 ／北広島市 ／石狩市 ／当別町 ／

新篠津村

後志総合振興局

〒044-8588

虻田郡倶知安町北 1条東 2丁目

0136-23-1300

（総合案内）

小樽市 ／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

胆振総合振興局

〒051-8558

室蘭市海岸町 1 丁目 4 番 1号 むろらん広域センタービル

0143-24-9900

（総合案内）

室蘭市 ／苫小牧市 ／登別市 ／伊達市 ／豊浦町 ／壮瞥町 ／白老町 ／厚真町

／洞爺湖町 ／安平町 ／むかわ町

日高振興局

〒057-8558

浦河郡浦河町栄丘東通 56

0146-22-9030

（総合案内）

日高町 ／平取町 ／新冠町 ／浦河町 ／様似町 ／えりも町 ／新ひだか町
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渡島総合振興局

〒041-8558

函館市美原 4丁目 6-16

0138-47-9400

（総合案内）

函館市 ／北斗市 ／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

檜山振興局

〒043-8558

檜山郡江差町字陣屋町 336-3

0139-52-6500

（総合案内）

江差町 ／上ノ国町 ／厚沢部町 ／乙部町 ／奥尻町 ／今金町 ／せたな町

上川総合振興局

〒079-8610

旭川市永山 6条 19 丁目

0166-46-5900

（総合案内）

旭川市 ／士別市 ／名寄市 ／富良野市 ／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 ／上富良野町 ／中富良野町 ／南富良野町 ／占冠村 ／

和寒町 ／剣淵町 ／下川町 ／美深町 ／音威子府村 ／中川町 ／幌加内町

留萌振興局

〒077-8585

留萌市住之江町 2丁目 1番地 2

0164-42-8404

（総合案内）

留萌市 ／増毛町 ／小平町 ／苫前町 ／羽幌町 ／初山別村 ／遠別町 ／天塩町

宗谷総合振興局

〒097-8558 北海道稚内市末広 4 丁目 2-27
0162-33-2516

（総合案内）

稚内市 ／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／幌延町

オホーツク

総合振興局

〒093-8585

網走市北 7条西 3丁目

0152-41-0603

（総合案内）

北見市 ／網走市 ／紋別市 ／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 ／大空町

十勝総合振興局

〒080-8588

帯広市東 3条南 3丁目

0155-26-9005

（総合案内）

帯広市 ／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

釧路総合振興局

〒085-8588

釧路市浦見 2丁目 2番 54 号

0154-43-9100

（総合案内）

釧路市 ／釧路町 ／厚岸町 ／浜中町 ／標茶町 ／弟子屈町 ／鶴居村 ／白糠町

根室振興局

〒087-8588

根室市常盤町 3 丁目 28 番地

0153-24-0257

（総合案内）

根室市 ／別海町 ／中標津町 ／標津町 ／羅臼町
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５-■北海道内の裁判所管轄区域－1■

札幌地方裁判所管轄

種別 〒 所 在 地 ＴＥＬ 備考

札幌

高等裁判所
〒060-0042

札幌市中央区大通西11丁目札

幌高等・地方裁判所合同庁舎 011-231-4200

札幌地方

裁判所本庁
〒060-0042 同上 011-231-4200

岩見沢支部 〒068-0004 岩見沢市4条東4丁目 0126-22-6650

滝川支部 〒073-0022 滝川市大町1-6-1 0125-23-2311

室蘭支部 〒050-0081 室蘭市日の出町1-18-29 0143-44-6733

苫小牧支部 〒053-0018 苫小牧市旭町2-7-12 0144-32-3295

浦河支部 〒057-0012
浦河郡浦河町常盤町19番

地
0146-22-4165

小樽支部 〒047-0024 小樽市花園5-1-1 0134-22-9157

岩内支部 〒045-0013 岩内郡岩内町字高台192-1 0135-62-0138

函館地方裁判所管轄

種別 〒 所 在 地 ＴＥＬ 備考

函館地方

裁判所
〒 函館市上新川町1-8

江差支部 〒 檜山郡江差町字本町237
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５-■北海道内の裁判所管轄区域－２■

旭川地方裁判所管轄

種別 〒 所 在 地 ＴＥＬ 備考

旭川地方

裁判所
〒 旭川市花咲町4丁目

名寄支部 〒 名寄市西4南9

紋別支部 〒 紋別市潮見町1-5-48

留萌支部 〒 留萌市沖見町2

稚内支部 〒 稚内市潮見1-3-10

釧路地方裁判所管轄

種別 〒 所 在 地 ＴＥＬ 備考

釧路地方

裁判所
〒 釧路市柏木町4-7

帯広支部 〒 帯広市東8条南9丁目1

網走支部 〒 網走市台町2丁目2-1

北見支部 〒 北見市寿町4丁目7-36

根室支部 〒 根室市敷島町2丁目3
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６-■北海道地方法務局管轄区域■

札幌法務局（平成 27 年 1 月 19 日現在）

庁名 所在地、電話番号

札幌法務局（本局）

案内図

〒060-0808

札幌市北区北8条西2丁目1番1

（札幌第1合同庁舎1階･2階）

電話：011-709-2311

札幌法務局証明サービス

センター

（大通ブランチ・オフィ

ス）

案内図

〒060-8610

札幌市中央区北1条西2丁目

北海道経済センター1階

電話：当オフィスへのお問い合わせは，札幌法務局（代表

011-709-2311）不動産登記部門（内線2185）又は法人登記部

門（内線2188）で承っています。

南出張所

案内図

〒062-0931

札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号

電話：011-824-7412

北出張所

案内図

〒001-0031

札幌市北区北31条西7丁目1番1号

電話：011-728-0573

西出張所

案内図

〒063-0824

札幌市西区発寒4条1丁目1番1号

電話：011-665-4860

白石出張所

案内図

〒003-0027

札幌市白石区本通1丁目北4番2号

電話：011-846-4312

江別出張所

案内図

〒067-0031

江別市元町34番地1

電話：011-389-3026

恵庭出張所

案内図

〒061-1444

恵庭市京町2番地

電話：0123-34-6478
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６-■北海道地方法務局管轄区域■

庁名 所在地、電話番号

岩見沢支局

案内図

〒068-0034

岩見沢市有明町南1-12

電話：0126-24-0445

滝川支局

案内図

〒073-8585

滝川市緑町1丁目6番1号

電話：0125-23-2330

室蘭支局

案内図

〒051-0023

室蘭市入江町1番地13

（室蘭地方合同庁舎3階）

苫小牧支局

案内図

〒053-0018

苫小牧市旭町3丁目3番7号

（苫小牧法務総合庁舎1,2階）

日高支局

案内図

〒056-0005

日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目4番1号

電話：0146-42-6457

浦河法務局証明サービス

センター

案内図

〒057-8511

浦河郡浦河町築地1丁目3番1号

浦河町役場内

電話：当サービスセンターへのお問い合わせは，札幌法務局

日高支局（電話：0146-42-0415）で承っています。）

小樽支局

案内図

〒047-0007

小樽市港町5番2号

電話：0134-23-3038

倶知安支局

案内図

〒044-0011

虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地（倶知安地方合同庁舎3階）

電話：0136-23-2254
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函館地方法務局（平成 25 年 3 月 14 日現在）

庁名 所在地、電話番号

函館地方法務局（本局）

案内図

〒040-8533

函館市新川町25番18号（函館地方合同庁舎）

電話：(0138)23-7511

江差支局

案内図

〒043-0041

檜山郡江差町字姥神町167番地1（江差地方合同庁舎）

電話：(0139)52-1048

八雲支局

案内図

〒049-3113

二海郡八雲町相生町108番地8 八雲地方合同庁舎

電話：(0137)62-2208

旭川地方法務局（平成 27 年 3 月 13 日現在）

庁名 所在地、電話番号

旭川地方法務局（本局）

案内図

〒078-8502

旭川市宮前１条３丁目３番１５号 旭川合同庁舎

電話：【代表】 ０１６６－３８－１１１１

名寄支局

案内図

〒096-0011

名寄市西１条南１１丁目１番地５

電話：【代表】 ０１６５４－２－２３４９

紋別支局

案内図

〒094-0015

紋別市花園町２丁目２番４号

電話：０１５８－２３－２５２１

留萌支局

案内図

〒077-0048

留萌市大町２丁目１２番地 留萌地方合同庁舎２階

電話：０１６４－４２－０４９２

稚内支局

案内図

〒097-0001

稚内市末広５丁目６番１号 稚内地方合同庁舎１階

電話：【代表】 ０１６２－３３－１１２２
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７-■公証役場住所・電話番号・ＦＡＸ番号・ E-mai 名簿■

公証役場 〒 所 在 地 ＴＥＬ ＦＡＸ

札幌大通 060-0042
札幌市中央区大通西4-1

道銀ビル10階
011-241-4267 011-241-4269

札 幌 中 060-0042

札幌市中央区大通西11-4

登記センタービル5階
011-271-4977 011-281-0278

mi33wa89@s6.dion.ne.jp

小 樽 047-0031
小樽市色内1-9-1

松田ビル1階
0134-22-4530 ←同じ

岩 見 沢 068-0024
岩見沢市4条西1-2-5

ＭＹ岩見沢ビル2階
0126-22-1752 ←同じ

室 蘭 050-0074
室蘭市中島町1-33-9

山松ビル4階
0143-44-8630 0143-44-8655

苫 小 牧 053-0022
苫小牧市表町2-3-23

エイシンビル2階
0144-36-7769 0144-36-7779

滝 川 073-0022
滝川市大町1-8-27

振興公社管理ビル１階
0125-24-1218 ←同じ

函館合同 040-0063
函館市若松町15-7-51

函館北洋ビル5階
0138-22-5661 0138-22-5662

旭川合同 070-0036
旭川市6条通8-37-22

ＴＲ６．８ビル 5階
0166-23-0098 0166-22-5553

名 寄 096-0011 名寄市西１条南9-35 01654-3-3131 ←同じ

釧路合同 085-0014

釧路市末広町7-2

金森ビル
0154-25-1365 0154-68-5163

kushiro-kosho-yakuba@vi

olet.plala.or.jp

帯広合同 080-0016
帯広市西6条南6-3

ソネビル3階
0155-22-6789 ←同じ

北 見 090-0024
北見市北4条東1-11

双進ビル3階
0157-31-2511 0157-31-2518

（平成 27 年 3 月 13 日現在）
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８-■電子公証制度対応「指定公証人名簿」■

法務局 役場名 指定公証人名 効力発生日

札幌法務局

札幌大通公証役場 北澤 晶 平成21年3月2日

札幌大通公証役場 遠藤和正 平成21年7月1日

札幌大通公証役場 宮森輝雄 平成19年4月1日

札幌大通公証役場 八幡雄治 平成25年11月1日

札幌大通公証役場 石田敏明 平成21年1月13日

札幌大通公証役場 佐藤 崇 平成24年7月2日

札幌中公証役場 小川賢一 平成21年8月1日

札幌中公証役場 井口 実 平成22年7月1日

小樽公証役場 三上隆司 平成22年4月12日

岩見沢公証役場 秋山重紀 平成24年5月1日

室蘭公証役場 齊藤信一 平成22年4月12日

苫小牧公証役場 垂石善次 平成22年4月12日

滝川公証役場 横山和幸 平成24年4月2日

函館地方法

務局
函館公証人合同役場 岩渕英喜 平成26年7月1日

旭川地方法

務局

旭川公証人合同役場 小鹿 愼 平成26年7月1日

名寄公証役場 小鷹勝幸 平成26年8月1日

釧路地方法

務局

釧路公証人合同役場 田村一善 平成20年10月1日

帯広公証人合同役場 三上 茂 平成20年7月1日

北見公証役場 伊藤正之 平成25年8月1日

（平成 27 年 3 月 13 日現在）
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９-■公証役場所在地図■

■札幌大通公証役場■
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１０-■札幌中公証役場■
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１１-■小樽公証役場■

岩見沢公証役場
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１２-■室蘭公証役■

■苫小牧公証役場■
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１３-■滝川公証役場■

函館合同公証役場
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１４-■旭川合同公証役場■

名寄公証役場
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１５-■釧路合同公証役場■

■北見公証役場■
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１６-■帯広合同公証役場■


