平成30年度 狩猟免許更新適性検査及び講習の日程
(総合）振興局
空知総合振興局

石狩振興局

後志総合振興局

胆振総合振興局

日高振興局

渡島総合振興局

檜山振興局

日

時

平成30年 6月24日（日） 午後1時から

場

受付期間

所

5月15日（火）から6月15日（金）

岩見沢市8条西5丁目

空知合同庁舎

〃

7月1日（日） 午後1時から

5月22日（火）から6月22日（金）

深川市5条7番23号

深川市中央公民館

〃

7月8日（日） 午後1時から

5月29日（火）から6月29日（金）

夕張郡栗山町中央２丁目１

くりやまカルチャープラザ

〃

7月22日（日） 午後1時から

6月13日（水）から7月13日（金）

奈井江町字奈井江152番地１

奈井江町公民館

〃

7月25日（水） 午後1時から

6月18日（月）から7月18日（水）

岩見沢市8条西5丁目

空知合同庁舎

〃

5月27日（日） 午後1時から

4月18日（水）から5月18日（金）

札幌市中央区北3条西6丁目

道庁赤れんが庁舎

〃

6月3日（日） 午後1時から

4月25日（水）から5月25日（金）

江別市高砂町6番地

江別市民会館

〃

6月8日（金） 午後1時から

5月1日（火）から6月1日（金）

千歳市北栄2丁目2番11号

北ガス文化ホール
（千歳市民文化センター）

〃

6月17日（日） 午後1時から

5月8日（火）から6月8日（金）

札幌市中央区北3条西7丁目

道庁別館庁舎

〃

7月10日（火） 午後1時から

6月4日（月）から7月3日（火）

札幌市中央区北3条西6丁目

道庁赤れんが庁舎

〃

7月25日（水） 午後1時から

6月18日（月）から7月18日（水）

札幌市中央区北3条西6丁目

道庁赤れんが庁舎

〃

8月16日（木） 午後1時から

7月9日（月）から8月9日（木）

札幌市中央区北3条西7丁目

道庁別館庁舎

〃

6月10日（日） 午後1時から

5月1日（火）から6月1日（金）

虻田郡倶知安町北1条東2丁目

後志合同庁舎

〃

6月19日（火） 午後1時から

5月14日（月）から6月12日（火）

寿都郡寿都町字開進187番地1

寿都町総合文化センター

〃

6月26日（火） 午後1時から

5月21日（月）から6月19日（火）

余市郡余市町大川町4丁目143

余市町中央公民館

〃

7月12日（木） 午後1時から

7月9日（月）から7月5日（木）

小樽市花園5丁目2番1号

小樽市公会堂

〃

6月10日（日） 午後1時から

5月1日（火）から6月1日（金）

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

〃

6月20日（水） 午後1時から

5月14日（月）から6月13日（水）

苫小牧市末広町1丁目15番7号

苫小牧市労働福祉センター

〃

7月1日（日） 午後1時から

5月22日（火）から6月22日（金）

苫小牧市末広町1丁目15番7号

苫小牧市労働福祉センター

〃

7月9日（月） 午後1時から

6月4日（月）から7月2日（月）

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

〃

6月3日（日） 午後1時から

4月25日（水）から5月25日（金）

浦河郡浦河町栄丘東通56号

日高合同庁舎

〃

6月17日（日） 午後1時から

5月8日（火）から6月8日（金）

沙流郡平取町本町35番地1

ふれあいセンターびらとり

〃

7月8日（日） 午後1時から

5月29日（火）から6月29日（金）

新ひだか町静内古川1丁目1-2

新ひだか町公民館

〃

7月29日（日） 午後1時から

6月20日（水）から7月20日（金）

沙流郡日高町富川東6丁目3-1

門別総合町民センター

〃

8月8日（水） 午後1時から

7月1日（金）から8月1日（水）

浦河郡浦河町栄丘東通56号

日高合同庁舎

〃

6月24日（日） 午前9時から

5月15日（火）から6月15日（金）

函館市美原4丁目6番16号

渡島合同庁舎

〃

7月5日（木） 午後1時から

5月28日（月）から6月28日（木）

松前郡福島町福島820番地

福島町役場

〃

7月12日（木） 午後1時から

6月5日（火）から7月5日（木）

二海郡八雲町栄町13番地1

八雲町総合保健福祉施設
シルバープラザ

〃

7月19日（木） 午後1時30分から

6月12日（火）から7月12日（木）

函館市美原4丁目6番16号

渡島合同庁舎

〃

8月26日（日） 午後1時30分から

7月17日（火）から8月17日（金）

函館市美原4丁目6番16号

渡島合同庁舎

〃

7月22日（日） 午後1時から

6月13日（水）から7月13日（金）

檜山郡江差町字陣屋町336番3号

檜山合同庁舎

〃

7月29日（日） 午後1時から

6月20日（水）から7月20日（金）

久遠郡せたな町北檜山区徳島8-1 せたな町民ふれあいプラザ

(総合）振興局
上川総合振興局

留萌振興局

宗谷総合振興局

オホーツク
総合振興局

十勝総合振興局

釧路総合振興局

根室振興局

日

時

場

受付期間

所

〃

6月19日（火） 午前9時30分から

5月14日（月）から6月12日（火）

富良野市弥生町1番1号

富良野市役所

〃

6月27日（水） 午前9時30分から

5月21日（月）から6月20日（水）

士別市東6条4丁目

士別市民文化センター

〃

7月4日（水） 午前9時30分から

5月28日（月）から6月27日（水）

名寄市西13条南４丁目2番地

名寄市民文化センター

〃

7月8日（日） 午前9時30分から

5月29日（火）から6月29日（金）

旭川市永山6条19丁目1番1号

上川合同庁舎

〃

8月26日（日） 午前9時30分から

7月17日（火）から8月17日（金）

旭川市永山6条19丁目1番1号

上川合同庁舎

〃

6月9日（土） 午後1時から

5月1日（火）から6月1日（金）

天塩町海岸通5丁目

天塩町福祉会館

〃

6月23日（土） 午後1時から

5月15日（火）から6月15日（金）

羽幌町南6条2丁目

羽幌町立中央公民館

〃

7月7日（土） 午前9時から

5月29日（火）から6月29日（金）

留萌市住之江町2丁目1番地2号

留萌合同庁舎

〃

5月27日（日） 午前9時から

4月18日（水）から5月18日（金）

稚内市末広4丁目2-27

宗谷合同庁舎

〃

6月24日（日） 午前10時から

5月15日（火）から6月15日（金）

枝幸郡枝幸町本町880-1

枝幸町コミュニティセンター

〃

6月3日（日） 午後1時から

4月25日（水）から5月25日（金）

北見市端野町二区471番地11

端野町公民館

〃

6月10日（日） 午後1時から

5月1日（火）から6月1日（金）

紋別市潮見町1丁目4番3号

紋別市民会館

〃

6月20日（水） 午後1時から

5月14日（月）から6月13日（水）

網走市北7条西3丁目

オホーツク合同庁舎

〃

7月8日（日） 午後1時から

5月29日（火）から6月29日（金）

北見市端野町二区471番地11

端野町公民館

〃

7月18日（水） 午後1時から

6月11日（月）から7月11日（水）

紋別市潮見町1丁目4番3号

紋別市民会館

〃

7月22日（日） 午後1時から

6月13日（水）から7月13日（金）

網走市北7条西3丁目

オホーツク合同庁舎

〃

8月21日（火） 午後1時から

7月17日（火）から8月14日（火）

北見市端野町二区471番地11

端野町公民館

〃

6月3日（日） 午後1時から

4月25日（水）から5月25日（金）

帯広市東3条南3丁目1番地

十勝合同庁舎

〃

6月4日（月） 午後1時から

5月1日（火）から5月28日（月）

帯広市東3条南3丁目1番地

十勝合同庁舎

〃

6月13日（水） 午後1時から

5月7日（月）から6月6日（水）

広尾郡大樹町双葉町6番地1

大樹町生涯学習センター

〃

6月20日（水） 午後1時から

5月14日（月）から6月13日（水）

上川郡清水町南3条3丁目1

清水町文化センター

〃

7月4日（水） 午後1時から

5月28日（月）から6月27日（水）

足寄郡足寄町旭町1丁目38

生涯学習館

〃

7月11日（水） 午後1時から

6月4日（月）から7月4日（水）

中川郡池田町利別東町12番地

池田町西部地域コミュニティセンター

〃

7月28日（土） 午後1時から

6月20日（水）から7月20日（金）

帯広市東3条南3丁目1番地

十勝合同庁舎

〃

6月16日（土） 午後1時から

5月8日（火）から6月8日（金）

釧路市幣舞町4番28号

釧路市生涯学習センター
（まなぼっと）

〃

6月27日（水） 午後1時30分から

5月21日（月）から6月20日（水）

白糠郡白糠町東3条南1丁目1-18

白糠町社会福祉センター

〃

7月9日（月） 午後1時30分から

6月4日（月）から7月2日（月）

川上郡弟子屈町中央2丁目3-1

弟子屈町公民館

〃

7月26日（木） 午後1時30分から

6月19日（火）から7月19日（木）

川上郡標茶町川上4丁目2

標茶町役場

〃

8月2日（木） 午後1時30分から

6月26日（火）から7月26日（木）

厚岸郡厚岸町真栄3丁目1

厚岸町役場

〃

8月21日（火） 午後1時30分から

7月17日（火）から8月14日（火）

釧路市幣舞町4番28号

釧路市生涯学習センター
（まなぼっと）

〃

6月3日（日） 午後1時から

4月25日（水）から5月25日（金）

根室市常盤町3丁目28番地

根室合同庁舎

〃

6月10日（日） 午後1時から

5月1日（火）から6月1日（金）

野付郡別海町旭町67-1

別海町交流館ぷらと

〃

6月24日（日） 午後1時から

5月15日（火）から6月15日（金）

標津郡中標津町東2条南2丁目1

中標津経済センター
（なかまっぷ）

※受付期間、会場等は今後変更される場合があります。

