
■経済産業省関係

電話番号

北海道経済産業局 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎 011(709)2311

産業部 中小企業課 URL：https://www.hkd.meti.go.jp/index.htm

産業部 経営支援課

(独)中小企業基盤整備機構 札幌市中央区北２条西１丁目１番地７　ＯＲＥ札幌ﾋﾞﾙ６階 011(210)7471

北海道本部 企業支援部 企業支援課 URL：https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokkaido/
中小企業大学校旭川校 旭川市緑が丘東３条２丁目２－１ 0166(65)1200

URL：https://www.smrj.go.jp/institute/asahikawa/index.html

■厚生労働省関係

電話番号

北海道労働局 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎３階・６階 ３階

職業安定部 職業対策課 URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/ 011(738)1056

※雇用助成金さっぽろセンター ※雇用助成金さっぽろセンター ６階

ﾊﾛｰﾜｰｸ札幌、札幌東、札幌北、江別の助成金の申請受理 011(788)9132

北海道労働局 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎３階 011(738)5253

職業安定部　訓練室 URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/

北海道労働局 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎９階 011(788)7874

雇用環境・均等部　企画課 URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/

北海道労働局 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎９階 011(709)2715

雇用環境・均等部　指導課 URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/

札幌市中央区北１条西３丁目３－３３　リープロビル３階 0800(919)1073

URL : http://partner.lec-jp.com/ti/hataraki-hokkaidou/

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 札幌市西区二十四軒４条１丁目４番１号 代表

北海道支部 北海道支部 011(640)8822

URL: https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hokkaido/

北海道職業能力開発促進センター ポリテクセンター北海道 訓練第一課

（ポリテクセンター北海道） URL:https://www3.jeed.go.jp/hokkaido/poly/ 011(640)8761

　 訓練第一課 訓練第二課

　 訓練第二課 011(640)8823

　 生産性向上人材育成支援ｾﾝﾀｰ 生産性センター

011(640)8828

   高齢・障害者業務課    ポリテクセンター北海道内 011(622)3351

URL：https://www.jeed.go.jp/location/shibu/hokkaido/01_ks.html

 旭川訓練センター 旭川市永山８条２０丁目３－１ 訓練課

 （ポリテクセンター旭川） URL: https://www3.jeed.go.jp/asahikawa/poly/ 0166(48)2327

 釧路訓練センター 釧路市大楽毛南４丁目５－５７ 訓練課

 （ポリテクセンター釧路） URL：https://www3.jeed.go.jp/kushiro/poly/ 0154(57)5938

 函館訓練センター 函館市日吉町３丁目２３－１ 訓練課

 （ポリテクセンター函館） URL: https://www3.jeed.go.jp/hakodate/poly/ 0138(52)0323

 北海道職業能力開発大学校 小樽市銭函３丁目190 援助計画課

 （北海道ポリテクカレッジ） URL: https://www3.jeed.go.jp/hokkaido/college/ 0134(62)3551

 北海道障害者職業センター 札幌市北区北２４条西５－１－１札幌サンプラザ５階 011(747)8231

　 札幌本所 URL：https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/hokkaido/

 北海道障害者職業センター 旭川市４条通８丁目右１号　ＬＥＥ旭川ビル５階 0166(26)8231

　 旭川支所 URL：https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/hokkaido/

問い合わせ先

団体名 所在地

団体名 所在地

北海道働き方改革推進支援センター
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■道内ハローワーク

電話番号

札　幌 札幌市中央区南１０条西１４丁目 011(562)0101

北海道ビジネスサポート・ハローワーク 011(200)1622

札幌市中央区北１条西２丁目２　北海道経済センタービル９階

※助成金の活用に関する案内・相談

札 幌 東 札幌市豊平区月寒東１条３丁目２－１０ 011(853)0101

江別出張所 江別市４条１丁目 011(382)2377

札 幌 北 札幌市東区北１６条東４丁目３－１ 011(743)8609

函　館 函館市新川町２６－６　函館地方合同庁舎　分庁舎 0138(26)0735

江差出張所 檜山郡江差町字姥神町１６７　江差地方合同庁舎 0139(52)0178

八雲出張所 二海郡八雲町相生町１０８番地８　八雲地方合同庁舎 0137(62)2509

旭　川 旭川市春光町１０－５８ 0166(51)0176

富良野出張所 富良野市緑町９－１ 0167(23)4121

帯　広 帯広市西５条南５丁目２ 0155(23)8296

池田分室 中川郡池田町西２条２丁目１０番地 015(572)2561

北　見 北見市青葉町６－８　北見地方合同庁舎 0157(23)6251

遠軽出張所 紋別郡遠軽町１条通北４丁目 0158(42)2779

美幌分室 網走郡美幌町仲町１丁目４４番地 0152(73)3555

紋別市南が丘町７丁目４５－３３ 0158(23)5291

小　樽 小樽市色内１丁目１０番１５号 0134(32)8689

余市分室 余市郡余市町大川町２丁目２６番地 0135(22)3288

滝　川 滝川市緑町２丁目５番１号 0125(22)3416

砂川出張所 砂川市西６条北５丁目１ 0125(54)3147

深川分室 深川市１条１８番１０号 0164(23)2148

釧路市富士見３丁目２番３号 0154(41)1201

室　蘭 室蘭市海岸町１丁目２０番地２８ 0143(22)8689

伊達分室 伊達市網代町５番地４ 0142(23)2034

岩見沢市５条東１５丁目　岩見沢地方合同庁舎 0126(22)3450

稚内市末広４丁目１番２５号 0162(34)1120

岩　内 岩内郡岩内町字相生１９９番地の１ 0135(62)1262

倶知安分室 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 0136(22)0248

留萌市大町２丁目１２番地　留萌地方合同庁舎

名　寄 名寄市西５条南１０丁目２－２ 01654(2)4326

士別出張所 士別市東４条３丁目 0165(23)3138

浦　河 浦河郡浦河町堺町東１丁目５番２１号 0146(22)3036

静内分室 日高郡新ひだか町静内御幸町２丁目１－４０　ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾟｭｱ３階 0146(42)1734

網走市大曲１丁目１番３号 0152(44)6287

苫小牧市港町１丁目６番１５号　苫小牧港湾合同庁舎 0144(32)5221

  URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/_119652/

  URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/asahikawa/

  URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/obihiro.html

  URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/otaru.html

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00112.html

紋　別

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00089.html

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00122.html

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00088.html

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00098.html

釧　路

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00127.html

岩 見 沢

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00168.html

  URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo.html

安定所名 所在地

  URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo.html

  URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo.html

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00093.html

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00096.html

網　走

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00074.html
苫 小 牧

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00084.html

0164(42)0388

稚　内

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00082.html

留　萌

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00079.html
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根　室 根室市弥栄町１丁目１８番地  根室地方合同庁舎４階 0153(23)2161

中標津分室 標津郡中標津町東２条南２丁目１番地１　中標津経済センタービル 0153(72)2544

千歳市東雲町４丁目２－６ 0123(24)2177

夕張出張所 夕張市本町５丁目５番地 0123(52)4411

■北海道関係
電話番号

北海道経済部 食産業振興課 札幌市中央区北３条西６丁目 代表

経済企画課 URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ 011(231)4111

中小企業課

産業振興課

環境・エネルギー室

雇用労政課

産業人材課

空知総合振興局 商工労働観光課 岩見沢市８条西５丁目 0126(20)0061

URL:http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/

石狩振興局 商工労働観光課 札幌市中央区北３条西７丁目　道庁別館 011(204)5827

URL:http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/

後志総合振興局 商工労働観光課 虻田郡倶知安町北１条東２丁目 0136(23)1362

 URL:http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/

小樽商工労働事務所 小樽市富岡１丁目１４番１３号 0134(22)5525

胆振総合振興局 商工労働観光課 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)9589

URL:http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/

日高振興局 商工労働観光課 浦河郡浦河町栄丘東通５６号 0146(22)9282

URL:http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/

渡島総合振興局 商工労働観光課 函館市美原４丁目６番１６号 0138(47)9459

URL:http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/

檜山振興局 商工労働観光課 檜山郡江差町字陣屋町３３６－３ 0139(52)6641

URL:http://www.hiyama.pref.hokkaido.lg.jp/

上川総合振興局 商工労働観光課 旭川市永山６条１９丁目１番１号 0166(46)5940

URL:http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/

留萌振興局 商工労働観光課 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164(42)8440

URL:http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/

宗谷総合振興局 商工労働観光課 稚内市末広４丁目２－２７ 0162(33)2528

URL:http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/

オホーツク総合振興局 商工労働観光課 網走市北７条西３丁目 0152(41)0636

URL:http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm

十勝総合振興局 商工労働観光課 帯広市東３条南３丁目 0155(27)8537

URL:http://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/

釧路総合振興局 商工労働観光課 釧路市浦見２丁目２番５４号 0154(43)9181

URL:http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/

根室振興局 商工労働観光課 根室市常盤町３丁目２８番地 0153(24)5619

URL:http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/

（公財）北海道中小企業総合支援センター 札幌市中央区北１条西２丁目　経済センタービル９階 011(232)2001

URL：http://www.hsc.or.jp/

道 南 支 部　 函館市桔梗町３７９番地　北海道立工業技術センター 内 0138(82)9089

十 勝 支 部　 帯広市西３条南９丁目１番地　帯広商工会議所内 0155(67)4515

釧 根 支 部　 釧路市大町１丁目１番地１号　釧路商工会議所内 0154(64)5563

道 北 支 部　 旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号　旭川リサーチセンター内 0166(68)2750

日 胆 支 部　 室蘭市東町４丁目２８番１号 0143(47)6410

オホーツク支部　 北見市北３条東１丁目２番地　 0157(31)1123

（地独）北海道立総合研究機構 札幌市北区北19条西11丁目 011(747)2900

URL：http://www.hro.or.jp/

工業試験場・ものづくり支援センター　 札幌市北区北19条西11丁目 011(747)2345

URL：https://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/index.html

食品加工研究センター　 江別市文京台緑町589番地4 011(387)4132

URL：http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/index.html

団体名 所在地

千　歳

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00117.html

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/newpage_00076.html
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■地域産業支援機関

電話番号

（公財）函館地域産業振興財団 函館市桔梗町３７９番地 0138(34)2600

URL：http://www.techakodate.or.jp/

（公財）道央産業振興財団 苫小牧市字柏原３２番地の２７ 0144(51)2770

URL：http://dohgi.tomakomai.or.jp/wordpress/

（公財）室蘭テクノセンター 室蘭市東町４丁目２８番１号 0143(45)1188

URL：http://www.murotech.or.jp/

（一財）旭川産業創造プラザ 旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号 0166(68)2820

URL：http://www.arc-net.co.jp/

（一社）北見工業技術センター運営協会 北見市東三輪５丁目１番地４ 0157(31)2705

URL：http://www.kitami-itc.or.jp/

（公財）とかち財団 帯広市西２２条北２丁目２３－９ 0155(38)8808

URL：http //tokachi-zaidan.jp/index.php

（公財）釧路根室圏産業技術振興センター 釧路市鳥取南７丁目２番２３号 0154(55)5121

URL：http://www.senkon-itc.jp/

■道内の高等技術専門学院・障害者職業能力開発校

電話番号

札幌高等技術専門学院 札幌市東区北２７条東１６丁目１番１号 011(781)5541

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sps/

函館高等技術専門学院 函館市桔梗町４３５番地 0138(47)1121

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/hks/

旭川高等技術専門学院 旭川市緑が丘東３条２丁目１番１号 0166(65)6667

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ahs/

稚内分校 稚内市末広４丁目２番２７号（宗谷合同庁舎内） 0162(33)2636

北見高等技術専門学院 北見市末広町３５６番地１ 0157(24)8024

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kts/

室蘭高等技術専門学院 室蘭市みゆき町２丁目９番５号 0143(44)3522

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/mrs/

苫小牧高等技術専門学院 苫小牧市新開町４丁目６番１０号 0144(55)7007

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/tms/

帯広高等技術専門学院 帯広市西２４条北２丁目１８番地１ 0155(37)2319

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ois/

釧路高等技術専門学院 釧路市大楽毛南１丁目２番５１号 0154(57)8011

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kss/

障害者職業能力開発校 砂川市焼山６０番地 0125(52)2774

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssk/

■その他関係機関

電話番号

北海道信用保証協会 札幌市中央区大通西１４丁目１番地 011(241)5554

URL：http://www.cgc-hokkaido.or.jp/

北海道商工会連合会 札幌市中央区北１条西７丁目プレスト１・７ビル４階 011(251)0102

URL：http://www.do-shokoren.or.jp/

北海道中小企業団体中央会 札幌市中央区北１条西７丁目プレスト１・７ビル３階 011(231)1919

URL：http://www.h-chuokai.or.jp/

ジョブカフェ北海道 札幌市中央区北４条西５丁目大樹生命札幌共同ビル７階 011(209)4510

URL：http://www.jobcafe-h.jp/

［地方拠点］

ジョブカフェ・ジョブサロン函館 函館市梁川町１０－２５　テーオーデパート６階 0138(31)6060

ジョブカフェ・ジョブサロン旭川 旭川市２条通７丁目 ﾏﾙｶﾂﾃﾞﾊﾟｰﾄ５階 旭川まちなかしごとﾌﾟﾗｻﾞ内 0166(26)8808

ジョブカフェ・ジョブサロン釧路 釧路市錦町２－４　釧路ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌMOO２階(EGG側) 0154(24)2122

ジョブカフェ・ジョブサロン帯広 帯広市西２条南１２丁目　ＪＲ帯広駅エスタ東館２階 0155(26)2130

ジョブカフェ・ジョブサロン北見 北見市北２条西３丁目ﾅｯﾌﾟｽﾋﾞﾙ１階　ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄきたみ内 0157(25)1544

北海道職業能力開発協会 札幌市白石区東札幌５条１丁目１－２ 011(825)2385

URL：http://www.h-syokunou.or.jp/

(一財)電源地域振興センター 東京都中央区日本橋堀留町２丁目３－３　堀留中央ビル７階 03(6372)7305

地域振興部 振興業務課 URL：http://www2.dengen.or.jp/

団体名 所在地

学院名 所在地

団体名 所在地
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