
地方事業主会別 名　　　　　称 郵便番号 事務局所在地 電話（代表等）

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

　 中央支部 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

東支部 065-0016
札幌市東区北１６条東１丁目3-15
東警察署内

011-704-0110

西支部 063-0032
札幌市西区西野２条５丁目3-60
西警察署内

011-666-0110

南支部 064-0929
札幌市中央区南２９条西１１丁目1
南警察署内

011-552-0110

北支部 001-0024
札幌市北区北２４条西８丁目2-20
北警察署内

011-727-0110

白石支部 003-0803
札幌市白石区菊水３の５の４-2
白石警察署内

011-814-0110

豊平支部 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

厚別支部 004-0052
札幌市厚別区厚別中央２条４丁目5-20
厚別警察署内

011-896-0110

手稲支部 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

江別支部 067-0073
江別市弥生町２３番地
江別警察署内

011-382-0110

千歳支部 066-0042
千歳市東雲町５丁目61
千歳警察署内

0123-42-0110

068-0010
岩見沢市１０条東２丁目1
岩見沢警察署内

0126-22-0110

岩見沢支部 068-0010
岩見沢市１０条東２丁目1
岩見沢警察署内

0126-22-0110

栗山支部 069-1513
夕張郡栗山町朝日３丁目１１５
栗山警察署内

0123-72-0110

三笠支部 068-2153
三笠市幸町４
岩見沢警察署　三笠警察庁舎内

01267-2-8110

美唄支部 072-0004
美唄市東３条北５丁目５－１
窪田末男様方

0126-62-7297

073-0023
滝川市緑町1丁目1-12
滝川警察署内

0125-24-0110

滝川支部 073-0023
滝川市緑町1丁目1-12
滝川警察署内

0125-24-0110

砂川支部 073-0141
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

赤歌支部 079-1144
赤平市御園町１丁目５６
ハヤサカ自動車工業(株)内

0125-32-1221

芦別支部 075-0031
芦別市北１条東２丁目１２
芦別警察署内

0124-22-0110

047-0033
小樽市富岡１丁目７番１号
小樽警察署内

0134-27-0110

小樽支部 047-0033
小樽市富岡１丁目７番１号
小樽警察署内

0134-27-0110

余市支部 046-0004
余市郡余市町大川町15丁目6番地
和田建設工業(株)内

0135-22-6688

倶知安支部 044-0011
虻田郡倶知安町南１条東２丁目
倶知安警察署内

0136-22-0110

岩内支部 045-0002
岩内郡岩内町字東山26-8
(株)佐々木組内

0135-62-1634

050-0083
室蘭市東町２丁目２３番２５号
grandeal Ⅰ　３階

0143-47-8570

室蘭支部 050-0083
室蘭市東町２丁目２３番２５号
grandeal Ⅰ　３階

0143-47-8570

伊達支部 052-0032
伊達市山下町１６０番地１４
クボタ設備工業㈱内

0142-23-0604

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

056-0014
日高郡新ひだか町静内古川町1丁目３－22
静内警察署内

0146-43-0110

静内支部 056-0014
日高郡新ひだか町静内古川町1丁目３－22
静内警察署内

0146-43-0110

門別支部 055-0004
沙流郡日高町富川東１丁目4-1
門別警察署内

01456-2-0110

浦河支部 057-0024
浦河郡浦河町築地２丁目2-4
浦河警察署内

0146-22-0110

苫小牧地方安全運転管理者事業主会

日高地方安全運転管理者事業主会

西胆振地方安全運転管理者事業主会

各地方安全運転管理者事業主会支部一覧

札幌地方安全運転管理者事業主会

南空知地方安全運転管理者事業主会

中空知地方安全運転管理者事業主会

後志地方安全運転管理者事業主会



地方事業主会別 名称 郵便番号 事務局所在地 電話（代表等）

040-0033
函館市千歳町４番9号
北海小型タクシー（株）内

0138-22-3142

函館中央支部 040-0024
函館市中道１丁目１番12号
(株)トーショウビルサービス内

0138-30-3000

函館西支部 040-0061
函館市海岸町１１番２７号
函館西警察署内

0138-42-0110

森支部 049-2313
茅部郡森町字森川町２９１－１７
(有)水野板金内

01374-2-3225

八雲支部 049-2672
山越郡八雲町野田生181
（株）河井工業内

0137-66-2211

木古内支部 049-0422
上磯郡木古内町本町550-3
木古内警察署内

01392-2-4110

松前支部 049-1512
松前郡松前町字福山164
松前警察署内

01394-2-3110

江差支部 043-0042
檜山郡江差町字上野町３０
江差警察署内

0139-52-0110

せたな支部 049-4308
瀬棚郡今金町字今金359番地91
和工建設（株）内

0137-82-0355

寿都支部 048-0406
寿都郡寿都町字渡島町82
寿都警察署内

0136-62-2110

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

 旭川中央支部 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

旭川東支部 078-8211
旭川市１条通２５丁目487-6
旭川東警察署内

0166-34-0110

富良野支部 076-0031
富良野市本町8-1
大北土建工業（株）内

0167-23-1111

096-0071
名寄市字徳田231番地４
名寄自動車学園内

01654-3-7171

名寄支部 096-0071
名寄市字徳田231番地４
名寄自動車学園内

01654-3-7171

美深支部 098-2220
中川郡美深町字大通北２丁目
(株)馬場商店内

01656-2-1771

097-0024
 稚内市宝来４丁目１番41号
稚内市総合福祉センター内

0162-24-2001

稚内支部 097-0024
 稚内市宝来４丁目１番41号
稚内市総合福祉センター内

0162-24-2001

枝幸支部 098-5805
枝幸郡枝幸町字幸町５７番地５
安田建設(株)内

0163-62-4111

天塩支部 098-3398
天塩郡天塩町新栄通８丁目
天塩町役場内

01632-2-1001

074-0005
深川市５条１番１２号
深川警察署内

0164-23-0110

深川支部 074-0005
深川市５条１番１２号
深川警察署内

0164-23-0110

沼田支部 078-2205
雨竜郡沼田町北１条6丁目1田
深川警察署　沼田警察庁舎内

0164-35-3110

077-0021
留萌市高砂町３丁目5-1
留萌警察署内

0164-42-0110

留萌支部 077-0021
留萌市高砂町３丁目5-1
留萌警察署内

0164-42-0110

羽幌支部 078-4104
苫前郡羽幌町南４条４丁目13
羽幌警察署内

0164-62-1110

北空知地方安全運転管理者事業主会

留萌地方安全運転管理者事業主会

函館地方安全運転管理者事業主会

旭川地方安全運転管理者事業主会

名寄地方安全運転管理者事業主会

稚内地方安全運転管理者事業主会
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085-0018
釧路市黒金町１０丁目５番地
釧路警察署内

0154-23-0110

釧路支部 085-0018
釧路市黒金町１０丁目５番地
釧路警察署内

0154-23-0110

厚岸支部 088-1121
厚岸郡厚岸町真栄2丁目256番地
（株）宮原組内

0153-52-2135

弟子屈支部 088-3203
川上郡弟子屈町湯の島2-6-15
辻谷建設（株）内

0154-82-2177

根室支部 087-0009
根室市弥栄町１丁目１７番地
根室警察署内

0153-24-0110

中標津支部 086-1166
標津郡中標津町緑町南２丁目１番地１
小針土建(株)内

0153-72-3265

十勝地方安全運転管理者事業主会 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

帯広支部 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

池田支部 083-8650
中川郡池田町西１条７丁目１１
池田町役場内

015-572-3111

本別支部 089-3334
中川郡本別町北８丁目９－11
大谷幸雄様方

新得支部 081-0014
上川郡新得町４条南６丁目1-2
新得警察署内

0156-64-0110

広尾支部 089-2561
広尾郡広尾町字野塚764
（株）ホリタ内

01558-2-3151

090-0018
北見市青葉町5番16号
北見交通安全研修センタ－内

0157-25-8490

 北見支部 090-0018
北見市青葉町5番16号
北見交通安全研修センタ－内

0157-25-8490

遠軽支部 099-0414
紋別郡遠軽町南町３丁目
渡辺組（株）

0158-42-3171

網走支部 098-0041
網走市桂町５丁目１６９番地の１
窪田建設（株）内

0152-43-2276

美幌支部 092-0027
網走郡美幌町稲美212
（株）横山土建内

0152-73-1331

斜里支部 099-4117
斜里郡斜里町青葉町17番地41
塩川輝起様方

0152-23-3541

紋別支部 094-0013
紋別市南が丘町１丁目５－１６
紋別警察署内

0158-23-0110

興部支部 098-1692
紋別郡興部町字興部710
興部町役場総務課内

0158-82-2131

釧根地方安全運転管理者事業主会

北見地方安全運転管理者事業主会


