
方面別 名称 郵便番号 事務局所在地 電話（代表等）

中央安全運転管理者協会 060-0001
札幌市中央区北１条西５丁目4
中央警察署内

011-242-0110

東地区安全運転管理者協会 065-0016
札幌市東区北１６条東１丁目3-15
東警察署内

011-722-5110

西地区安全運転管理者協会 063-0032
札幌市西区西野２条５丁目3-60
西警察署内

011-666-0110

南地区安全運転管理者協会 064-0929
札幌市中央区南２９条西１１丁目1
南警察署内

011-552-0110

北地区安全運転管理者協会 001-0024
札幌市北区北２４条西８丁目2-20
北警察署内

011-727-0110

白石地区安全運転管理者協会 003-0803
札幌市白石区菊水３の５の４-2
白石警察署内

011-831-6400

豊平地区安全運転管理者協会 062-0907
札幌市豊平区豊平７条１３丁目1-15
豊平警察署内

011-813-0110

厚別地区安全運転管理者協会 004-0052
札幌市厚別区厚別中央２条４丁目5-20
厚別警察署

011-896-0110

手稲地区安全運転管理者協会 006-0011
札幌市手稲区富丘１条4丁目3-1
手稲警察署内

011-686-0110

江別地区安全運転管理者協会 067-0073
江別市弥生町２３番地
江別警察署内

011-382-0110

千歳地区安全運転管理者協会 066-0042
千歳市東雲町４丁目２番地
千歳地区安管協会

0123-23-5047

岩見沢地区安全運転管理者協会 068-0010
岩見沢市１０条東２丁目1
岩見沢警察署内

0126-23-1643

栗山地区安全運転管理者協会 069-1513
夕張郡栗山町朝日３丁目１１５
栗山警察署内

0123-72-7022

夕張地区安全運転管理者協会 068-0405
夕張市旭町４番地
栗山警察署　夕張警察庁舎内

0123-52-2300

三笠地区安全運転管理者協会 068-2153
三笠市幸町２番地
三笠市役所総務課内

01267-2-3185

美唄地区安全運転管理者協会 072-0004
美唄市東３条北５丁目5-1
窪田末男様方

0126-62-7297

砂川地区安全運転管理者協会 073-0132
砂川市西１条南１２丁目
滝川警察署　砂川警察庁舎内

0125-54-1775

滝川地区安全運転管理者協会 073-0023
滝川市緑町1丁目1-12
滝川警察署内

0125-24-0110

赤歌地区安全運転管理者協会 079-1144
赤平市美園町１丁目５６番地
ハヤサカ自動車工業(株)内

0125-32-1221

芦別地区安全運転管理者協会 075-0031
芦別市北１条東２丁目１２
芦別警察署内

0124-23-0868

小樽地区安全運転管理者協会 047-0033
小樽市富岡１丁目７番１号
小樽警察署内

0134-27-0110

余市地区安全運転管理者協会 046-0015
余市郡余市町朝日町２６番地
余市町役場内

0135-21-2112

倶知安地区安全運転管理者協会 044-0011
虻田郡倶知安町南１条東２丁目
倶知安警察署内

0136-22-5721

岩内地区安全運転管理者協会 045-0013
岩内郡岩内町字高台６番地
働く婦人の家内

0135-62-7462

伊達地区安全運転管理者協会 052-0031
伊達市館山町１０番地２２
伊達警察署内

0142-23-8383

室蘭地区安全運転管理者協会 050-0083
室蘭市東町２丁目２３番２５号
grandealⅠビル　３階

0143-47-8570

苫小牧地区安全運転管理者協会 053-0018
苫小牧市旭町３丁目５－２０
苫小牧市交通安全センタ－内

0144-33-1458

門別地区安全運転管理者協会 059-2192
沙流郡日高町門別本町210番地
日高町役場総務課内

01456-2-5131

静内地区安全運転管理者協会 056-8650
日高郡新ひだか町静内御幸町３
新ひだか町役場総務課内

0146-43-2111

浦河地区安全運転管理者協会 057-0024
浦河郡浦河町築地１丁目３－１
浦河町役場総務課内

0146-22-2311
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函館中央地区安全運転管理者協会 040-0001
函館市五稜郭町１５番５号
函館中央警察署内

0138-54-0110

函館西地区安全運転管理者協会 040-0061
函館市海岸町１１番２７号
函館西警察署内

0138-42-0110

森地区安全運転管理者協会 049-2313
茅部郡森町字森川町２８０－１８
(株)河野組内

01374-2-2501

八雲地区安全運転管理者協会 049-3111
二海郡八雲町住初町１３８番地
八雲町役場総務課内

01376-2-2111

木古内地区安全運転管理者協会 049-0412
上磯郡木古内町字大平27番地111
木古内消防署内

01392-2-2058

松前地区安全運転管理者協会 049-1331
福島郡福島町字三岳195番地
安岡建設工業（株）内

01394-7-3344

江差地区安全運転管理者協会 043-0042
檜山郡江差町字上野町３０
江差警察署内

01395-2-0110

せたな地区安全運転管理者協会 049-4501
久遠郡せたな町北檜山区北檜山155
渡部安夫様方

0137-84-5126

寿都地区安全運転管理者協会 048-0406
寿都郡寿都町字渡島町82
寿都警察署内

0136-62-2110

旭川中央地区安全運転管理者協会 070-0036
旭川市６条通１０丁目左10号
旭川中央警察署内

0166-25-0110

旭川東地区安全運転管理者協会 078-8211
旭川市１条通２５丁目487-6
旭川東警察署内

0166-34-0110

士別地区安全運転管理者協会 095-0016
士別市東６条４丁目１
士別市役所自治環境課内

0165-23-3121

名寄地区安全運転管理者協会 096-0010
名寄市大通南１丁目
名寄市役所環境生活課内

01654-3-2111

美深地区安全運転管理者協会 098-2205
中川郡美深町字西町１８番地
美深町役場住民生活課内

01656-2-1615

枝幸地区安全運転管理者協会 098-5807
枝幸郡枝幸町字本町９１６
枝幸町役場町民課内

0163-62-1237

稚内地区安全運転管理者協会 097-0005
稚内市宝来４丁目１番４１号
稚内市総合福祉センター　３階

0162-24-2001

富良野地区安全運転管理者協会 076-0022
富良野市若葉町１１番１号
富良野警察署内

0167-22-0110

深川地区安全運転管理者協会 074-0005
深川市５条１番１２号
深川警察署内

0164-23-0110

沼田地区安全運転管理者協会 078-2202
雨竜郡沼田町南１条３丁目６－５３
沼田町役場住民生活課内

0164-35-2115

留萌地区安全運転管理者協会 077-0021
留萌市高砂町３丁目５
留萌市交通安全協会総合ｾﾝﾀ-内

0164-42-8711

羽幌地区安全運転管理者協会 078-4122
苫前郡羽幌町南町１番地の１
羽幌町役場総務課内

0164-62-1211

天塩地区安全運転管理者協会 098-3306
天塩郡天塩町海岸通り５丁目
北留萌消防組合天塩支署内

01632-2-1560
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釧路地区安全運転管理者協会 085-0018
釧路市黒金町１０丁目５番地
釧路警察署内

0154-23-0110

厚岸地区安全運転管理者協会 088-1121
厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地
厚岸町役場内

0153-52-3131

弟子屈地区安全運転管理者協会 088-3211
川上郡標茶町川上４丁目２番地
標茶町役場総務課交通防災係内

015-485-2111

根室地区安全運転管理者協会 087-0009
根室市弥栄町１丁目１７番地
根室警察署内

0153-24-1110

中標津地区安全運転管理者協会 086-1105
標津郡中標津町西５条南１丁目2－4
中標津警察署内

0153-72-5898

池田地区安全運転管理者協会 083-0021
中川郡池田町西１条７丁目１１
池田町役場総務課内

0155-72-3111

本別地区安全運転管理者協会 089-3334
中川郡本別町北３丁目５－９
（株）野田組内

0156-22-2101

帯広地区安全運転管理者協会 080-2459
帯広市西１９条北１丁目８－３
帯広地方自家用自動車協会内

0155-33-3400

新得地区安全運転管理者協会 081-0013
上川郡新得町３条南４丁目２６
新得町役場内

0156-64-5111

広尾地区安全運転管理者協会 089-2614
広尾郡広尾町西４条７丁目1-1
広尾町役場内

0155-82-2111

北見地区安全運転管理者協会 090-0018
北見市青葉町5番16号
北見交通安全研修センタ－内

0157-22-2382

遠軽地区安全運転管理者協会 099-0403
紋別郡遠軽町１条通北３丁目
遠軽町役場内

0158-42-4811

網走地区安全運転管理者協会 093-0013
網走市南3条西3丁目
網走商工会議所内

0152-43-3031

美幌地区安全運転管理者協会 092-0031
網走郡美幌町字大通南１丁目１９
美幌警察署内

0152-73-6451

斜里地区安全運転管理者協会 099-4117
斜里郡斜里町青葉町17番地4１
塩川輝起様方

0152-23-3541

紋別地区安全運転管理者協会 094-0013
紋別市南が丘町１丁目５－１６
紋別警察署内

0158-24-4516

興部地区安全運転管理者協会 098-1692
紋別郡興部町興部旭町
紋別地区消防組合消防署興部支署内

0158-82-2136
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