
参加市町村一覧 （令和2年7月１日現在）

  （石狩地域）

札　幌　市  豊平区豊平６条３丁目２番１号 下水道河川局庁舎  ℡011-818-3422  下水道河川局事業推進部排水指導課

江　別　市  萩ヶ岡１番地４  ℡011-385-4989  水道整備課給排水指導担当

千　歳　市  東雲町３丁目２番地５  ℡0123-23-1707  水道局水道サービス課

恵　庭　市  京町８５番地２  ℡0123-33-3131  水道部上水道課

北広島市  中央４丁目２番１号  ℡011-372-3311  水道部水道施設課

石　狩　市  花川北６条１丁目３０番地２  ℡0133-72-3175  建設水道部下水道課

当　別　町  白樺町５８番地９  ℡0133-22-2411  建設水道部上下水道課

  (後志地域)

小　樽　市  花園２丁目１１番１５号  ℡0134-32-1171  水道局総務課

寿　都　町  字渡島町１４０番地１  ℡0136-62-2511  施設課

ニセコ町  字富士見４７番地  ℡0136-44-2121  上下水道課

喜茂別町  字喜茂別１２３番地  ℡0136-33-2211  建設課

京　極　町  字京極５２７番地  ℡0136-42-2111  建設課

倶知安町  北１条東３丁目３番地  ℡0136-56-8014  水道課

共　和　町  南幌似３８番地２  ℡0135-73-2011  上下水道課

岩　内　町  字高台１３４番地１  ℡0135-67-7093  建設水道部上下水道課

古　平　町  大字浜町４０番地４  ℡0135-42-2181  建設水道課

余　市　町  朝日町２６番地  ℡0135-21-2129  建設水道部下水道課

真　狩　村  字真狩１１８番地  ℡0136-45-2121  建設課

留寿都村  字留寿都１７５番地  ℡0136-46-3131  農林建設課

赤井川村  字赤井川７４番地２  ℡0135-34-6211  建設課

  (空知地域 1 )

岩見沢市  鳩が丘１丁目１番１号  ℡0126-23-4111  水道部業務課

夕　張　市  本町４丁目２  ℡0123-52-3152  土木水道課

美　唄　市  西３条南１丁目１番１号  ℡0126-63-0118  都市整備部上下水道課

芦　別　市  北１条東１丁目３番地  ℡0124-22-2111  経済建設部上下水道課業務係

赤　平　市  泉町４丁目１番地  ℡0125-32-2218  上下水道課

三　笠　市  幸町２番地  ℡01267-2-3178  経済建設部水道課

滝　川　市  大町１丁目２番１５号  ℡0125-23-1234  建設部土木課建設係

砂　川　市  西６条北３丁目１番１号  ℡0125-54-2121  建設部土木課

歌志内市  字本町５番地  ℡0125-42-2223  建設課

南　幌　町  栄町３丁目２番１号  ℡011-378-2121  都市整備課

奈井江町  字奈井江１１番地  ℡0125-65-2116 建設環境課土木管理係

上砂川町  字上砂川町４０番地１０  ℡0125-62-2221  建設課



長　沼　町  中央北１丁目１番１号  ℡0123-76-8023  都市整備課下水道係

栗　山　町  松風３丁目２５２番地  ℡0123-73-7514  上下水道課

浦　臼　町  字ウラウスナイ１８３－１５  ℡0125-68-2113  建設課

新十津川町  字中央３０１番地１  ℡0125-76-2139  建設課

  (釧路 ・ 根室地域)

 南大通２丁目１番１２１号(上下水道部庁舎）  ℡0154-43-2164  上下水道部総務課

 阿寒町中央１丁目４番１号（阿寒町行政センター）  ℡0154-66-2121  阿寒上下水道課

 音別町中園１丁目１３４番地（音別町行政センター）  ℡01547-6-2231  音別上下水道課

根　室　市  常盤町２丁目２７番地  ℡0153-23-6111  建設水道部上下水道総務課

釧　路　町  別保１丁目１番地  ℡0154-62-2189  経済部水道課施設管理係

厚　岸　町  真栄３丁目１番地  ℡0153-52-3131  水道課

浜　中　町  霧多布東４条１丁目３５番地１  ℡0153-62-2111  建設課

標　茶　町  川上４丁目２番地  ℡015-485-2111  水道課

白　糠　町  西１条南１丁目１番地１  ℡01547-2-2171  水道部水道課

別　海　町  別海常盤町２８０番地  ℡0153-75-2111  建設水道部上下水道課

中標津町  丸山２丁目２２番地  ℡0153-73-3111  建設水道部上下水道課

標　津　町  北２条西１丁目１番３号  ℡0153-82-2131  建設水道課

  (十勝地域)

帯　広　市  西５条南７丁目１番地  ℡0155-65-4218  上下水道部技術室下水道課

音　更　町  元町２番地  ℡0155-42-2111  建設水道部上下水道課

士　幌　町  字士幌２２５番地  ℡01564-5-5216  建設課

上士幌町  字上士幌東３線２３８番地  ℡01564-2-2111  建設課

鹿　追　町  東町１丁目１５番地  ℡0156-66-4033  建設水道課

新　得　町  ３条南４丁目２６番地  ℡0156-64-0529  施設課

清　水　町  南４条２丁目２番地  ℡0156-62-1154  水道課

芽　室　町  東２条２丁目１４番地  ℡0155-62-9727  水道課

大　樹　町  東本通３３番地  ℡01558-6-2118  建設水道課

広　尾　町  西４条７丁目１番地  ℡01558-2-0173  建設水道課

幕　別　町  本町１３０番地１  ℡0155-54-6624  建設部水道課

池　田　町  字西１条７丁目  ℡015-572-3269  建設水道課

豊　頃　町  茂岩本町１２５番地  ℡015-574-2215  施設課

本　別　町  北２丁目４番地１  ℡0156-22-2141  建設水道課

足　寄　町  北１条４丁目４８番地１  ℡0156-25-2141  建設課上下水道室

陸　別　町  字陸別東１条３丁目１番地  ℡0156-27-2141  建設課

浦　幌　町  字桜町１５番地６  ℡015-576-2149  施設課

中札内村  大通南２丁目３番地  ℡0155-67-2496  施設課施設グループ

更　別　村  字更別南１線９３番地  ℡0155-52-5200  建設水道課

釧　路　市



  (北見地域)

 桜町２丁目９番地１　（桜町仮庁舎）  ℡0157-25-1179  上下水道局給排水課

 端野町二区４７１番地１（端野総合支所）  ℡0157-56-4004  端野上下水道課

 常呂町字常呂３２３番地（常呂総合支所）  ℡0152-54-2116  常呂上下水道課

 留辺蘂町上町６１番地（留辺蘂総合支所）  ℡0157-42-2482  留辺蘂上下水道課

網　走　市  南６条東４丁目  ℡0152-44-6111  水道部下水道課

紋　別　市  幸町２丁目１番１８号  ℡0158-24-2111  水道部事業課

大　空　町  女満別西３条４丁目１番１号  ℡0152-74-2111  建設課

美　幌　町  字東２条北２丁目２５番地  ℡0152-73-1111  建設水道部建設グループ

津　別　町  字幸町４１番地  ℡0152-76-2151  建設課

斜　里　町  本町１２番地  ℡0152-23-3131  産業部水道課

置　戸　町  字置戸１８１番地  ℡0157-52-3314  施設整備課

佐呂間町  字永代町３番地  ℡01587-2-1210  建設課

 １条通北３丁目  ℡0158-42-4815  経済部水道課

 丸瀬布中町１１５－２（丸瀬布総合支所）  ℡0158-47-2211  産業課

 白滝１３８－１（白滝総合支所）  ℡0158-48-2211  産業課

湧　別　町  上湧別屯田市街地３１８番地  ℡01586-2-5867  水道課

滝　上　町  字滝ノ上市街地４条通２丁目１番地  ℡0158-29-2111  建設課

興　部　町  字興部７１０  ℡0158-82-2165  上下水道課

雄　武　町  字雄武７００番地  ℡0158-84-2121  建設水道課下水道係

  (日高 ・ 胆振地域 1 )

苫小牧市  旭町４丁目５番６号  ℡0144-32-6111  上下水道部下水道計画課

白　老　町  大町１丁目１番１号  ℡0144-82-2562  上下水道課施設グループ

安　平　町  早来大町９５番地  ℡0145-22-2730  水道課

厚　真　町  京町１２０番地  ℡0145-27-2326  建設課上下水道グループ

むかわ町  美幸２丁目８８番地  ℡0145-42-2417  建設水道課上下水道グループ

日　高　町  富川南１丁目９番１号  ℡01456-2-3551  水・くらしサービスセンター

新　冠　町  字北星町３番地の２  ℡0146-47-2111  建設水道課

新ひだか町  静内御幸町３丁目２番５０号 静内庁舎  ℡0146-49-0296  産業建設部上下水道課

浦　河　町  築地１丁目３番１号  ℡0146-22-2554  上下水道課

様　似　町  大通１丁目２１番地  ℡0146-36-2116  建設水道課

えりも町  字本町２０６番地  ℡01466-2-2115  建設水道課下水道係

北　見　市

遠　軽　町



  (胆振地域 2 )

室　蘭　市  寿町１丁目１１番１６号  ℡0143-44-6017  水道部料金課

登　別　市  中央町６丁目１１番地  ℡0143-85-9052  都市整備部下水道グループ

伊　達　市  鹿島町２０番地1  ℡0142-82-3296  建設部下水道課

豊　浦　町  字船見町１０番地  ℡0142-83-1413  建設課水道下水道係

洞爺湖町  栄町５８番地  ℡0142-74-3008  経済部上下水道課

  (渡島 ･ 檜山地域)

函　館　市  末広町５番１４号  ℡0138-27-8742  企業局上下水道部業務課

北　斗　市  中央１丁目３番１０号  ℡0138-73-3111  建設部上下水道課

知　内　町  字重内２１－１  ℡01392-5-6161  建設水道課

木古内町  字本町２１８番地  ℡01392-2-3131  建設水道課

七　飯　町 本町６丁目１番１号  ℡0138-65-5796  経済部上下水道課

森　　　町  字上台町３２６－１  ℡01374-2-0900  上下水道課

八　雲　町  住初町１３８番地  ℡0137-63-2020  環境水道課

長万部町  字長万部４５３番地１  ℡01377-2-2862  水道ガス課

江　差　町  字中歌町１９３－１  ℡0139-52-6724  建設水道課

上ノ国町  字大留１００番地  ℡0139-55-2311  水道課上下水道グループ

乙　部　町  字緑町３８８番地  ℡0139-62-2311  建設課

奥　尻　町  字奥尻８０６番地  ℡01397-2-3409  建設水道課水道係

 北檜山区徳島６３番地１  ℡0137-84-5111  建設水道課

 大成区都４２７番地（大成総合支所）  ℡01398-4-5511  建設水道係

 瀬棚区本町７１９番地（瀬棚総合支所）  ℡0137-87-3311  建設水道係

今　金　町  字今金４８－１  ℡0137-82-0111  公営施設課

  (空知 2  ･ 上川 ･ 留萌 ･ 宗谷地域)

旭　川　市  上常盤町１丁目  ℡0166-24-3160  水道局上下水道部総務課

留　萌　市  幸町１丁目１１番地  ℡0164-42-2049  都市環境部上下水道課

稚　内　市  中央３丁目１３番１５号  ℡0162-23-6509  環境水道部水道施設課

士　別　市  東６条４丁目  ℡0165-26-7798  建設水道部施設管理課上下水道係

名　寄　市  風連町西町１９６番地１  ℡01655-3-2511 上下水道室工務課

深　川　市  ２条１７番１７号  ℡0164-26-2373  建設水道部上下水道課

富良野市  弥生町１番１号  ℡0167-39-2317  建設水道部上下水道課

妹背牛町  字妹背牛５２００番地  ℡0164-32-2411  建設課上下水道グループ

雨　竜　町  字フシコウリウ１０４番地  ℡0125-77-2214  産業建設課

沼　田　町  南１条３丁目６番５３号  ℡0164-35-2116  建設課

鷹　栖　町  南１条３丁目５番１号  ℡0166-87-2111  建設水道課

東神楽町  南１条西１丁目３番２号  ℡0166-83-5413  建設水道課管理グループ

せたな町



当　麻　町  ３条東２丁目１１番１号  ℡0166-84-2111  建設水道課

比　布　町  北町１丁目２番１号  ℡0166-85-2111  建設課

愛　別　町  字本町１７９番地  ℡01658-6-5111  建設課

上　川　町  南町１８０番地  ℡01658-2-4061  建設水道課水道施設グループ

東　川　町  東町１丁目１６番１号  ℡0166-82-2111  都市建設課公共施設管理室

美　瑛　町  本町４丁目６番１号  ℡0166-92-4470  建設水道課水道整備室

上富良野町  大町２丁目２番１１号  ℡0167-45-6982  建設水道課

中富良野町  本町９番１号  ℡0167-44-2124  税務住民課生活環境係

南富良野町  字幾寅  ℡0167-52-2179  建設課

和　寒　町  字西町１２０番地  ℡0165-32-2424  建設課

剣　淵　町  仲町３７番１号  ℡0165-34-2121  建設課上下水道グループ

下　川　町  幸町６３番地  ℡01655-4-2511  建設水道課

美　深　町  字西町１８番地  ℡01656-2-1616  建設水道課水道住宅グループ

中　川　町  字中川３３７番地  ℡01656-7-2815  環境整備課環境整備室

増　毛　町  弁天町３丁目６１番地  ℡0164-53-1152  上下水道課

小　平　町  字小平町２１６番地  ℡0164-56-2111  生活環境課

苫　前　町  字旭３７番地の１  ℡0164-64-2315  建設課技術係

羽　幌　町  南町１番地１  ℡0164-68-7006  上下水道課管理係

遠　別　町  字本町３丁目３７番地  ℡01632-7-2115  建設課

天　塩　町  新栄通８丁目  ℡01632-2-1001  建設課

幌　延　町  宮園町１番地１  ℡01632-5-1111  建設管理課管理グループ上下水道係

浜頓別町  中央南１番地  ℡01634-2-2345  建設課

中頓別町  字中頓別１７２番地  ℡01634-6-1111  建設課

枝　幸　町  本町４３２番地１  ℡0163-62-1239  水道課

豊　富　町  大通６丁目  ℡0162-82-1001  建設課上下水道係

礼  文　町  大字香深村字カフカイ１１６１番地  ℡0163-86-2277  衛生センターし尿処理係

利　尻　町  沓形字緑町１４番地１  ℡0163-84-2345  まち環境整備課

利尻富士町  鴛泊字富士野６番地  ℡0163-82-2511  建設課

占　冠　村  字中央  ℡0167-56-2173  建設課


