（連絡先チラシ例）
【 総領事館・領事館 】
在札幌アメリカ合衆国総領事館（TEL : 011-641-1115）
〒064-0821 札幌市中央区北 1 条西 28 丁目
Consulate General of the United States of America, Sapporo, Japan
（TEL : +81-11-641-1115）
HP
https://jp.usembassy.gov/embassy-consulates/sapporo/
https://www.facebook.com/USConGenSapporo
https://twitter.com/USConsSapporo

Facebook

Twitter

在札幌大韓民国総領事館 （TEL : 011-218-0288）
〒060-0002 札幌市中央区北 2 条西 12 丁目 1-4
주 삿포로 대한민국 총영사관（TEL : +81-11-218-0288）
http://overseas.mofa.go.kr/jp-sapporo-ko/index.do
https://www.facebook.com/koreanconsulatesapporo/
在札幌ロシア連邦総領事館（TEL : 011-561-3171～2）
〒064-0914 札幌市中央区南 14 条西 12 丁目 2-5
Генконсульство России в Саппоро
（TEL : +81-11-561-3171～2）
https://sapporo.mid.ru/genkonsulstvo
https://www.facebook.com/ruscons.sapporo/

在札幌中華人民共和国総領事館 （TEL : 011-563-5563）
〒064-0913 札幌市中央区南 13 条西 23 丁目 5-1
中华人民共和国驻札幌总领馆
（TEL : +81-11-563-5563）
http://sapporo.china-consulate.org/chn/

【 通商事務所等 】
カナダ政府札幌通商事務所（TEL:011-281-6565）
〒060-0004 札幌市中央区北４条西４丁目 日興ビル５階
Canadian Government Trade Office, Sapporo
（TEL : +81-11-281-6565）
http://www.japan.gc.ca

台北駐日経済文化代表処札幌分処（TEL : 011-222-2930）
〒060-0004 札幌市中央区北４条西４丁目１ 伊藤ビル５階
台北駐日經濟文化代表處札幌分處（TEL : +81-11-222-2930）
https://www.roc-taiwan.org/jpokd_ja/
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HP

Facebook

HP

Facebook

（連絡先チラシ例）
【 北海道 】
北海道総合政策部国際局国際課（TEL:011-204-5113 011-204-5091）
〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
Hokkaido Government International Affairs Division
（TEL : +81-11-204-5113 +81-11-204-5091）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
【 地域国際化協会 】
ハイエック／公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター
（TEL：011-221-7840 FAX：011-221-7845）
〒060-0003 札幌市中央区北３条西 7 丁目 道庁別館 12 階
HIECC／Hokkaido International Exchange & Cooperation Center
（TEL : +81-11-221-7840 FAX：+81-11-221-7845）
http://www. hiecc.or.jp/

【 関係市町村 】
泊村役場 企画振興課（TEL：0135-75-2877）
〒045-0202 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別 191-7
共和町役場 企画振興課（TEL：0135-73-2011）
〒048-2292 岩内郡共和町南幌似 38-2
岩内町役場 危機管理課（TEL：0135-62-1011）
〒045-8555 岩内郡岩内町字高台 134-1
神恵内村役場 総務課（TEL：0135-76-5011）
〒045-0301 古宇郡神恵内村大字神恵内村 81-4
寿都町役場 企画課（TEL：0136-62-2608）
〒048-0406 寿都郡寿都町渡島町 140-1
蘭越町役場 総務課（TEL：0136-57-5111）
〒048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町 258-5
ニセコ町役場 総務課（TEL：0136-44-2121）
〒048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見 47
倶知安町役場 総務課（TEL：0136-22-1121）
〒044-0001 虻田郡倶知安町北 1 条東 3 丁目 3
積丹町役場 総務課（TEL：0135-44-2111）
〒046-0292 積丹郡積丹町美国船澗 48 番地 5
古平町役場 総務課（TEL：0135-42-2181）
〒046-0192 古平郡古平町大字浜町 40-4
仁木町役場 企画課（TEL：0135-32-3953）
〒048-2492 余市郡仁木町西町 1 丁目-36-1
余市町役場 地域協働推進課（TEL：0135-21-2142）
〒046-8546 余市郡余市町朝日町 26
赤井川村役場 総務課（TEL：0135-34-6211）
〒046-0592 余市郡赤井川村字赤井川 74-2
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（案内地図例 表面）
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（案内地図例 裏面）
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参考資料 初動対応のための確認先・連絡先等
１ 原子力災害発生時の情報源
災害情報

■原子力規制委員会緊急時情報

HP

Mobile

Smartphone

http://kinkyu.nsr.go.jp/kinkyu/
（携帯電話用）http://kinkyu.nsr.go.jp/m/（
（スマートフォン用）http://kinkyu.nsr.go.jp/m/sp/
/

■北海道総務部危機対策局原子力安全対策課ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gat/index.htm

■原子力規制委員会放射線モニタリング情報

HP

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/
（スマートフォン用） http://radioactivity.nsr.go.jp/maps/ja/

■北海道原子力環境センター環境放射線モニタリング情報
http://www.genshi.pref.hokkaido.jp/

■北海道電力泊発電所リアルタイムデータ
http://www.hepco.co.jp/energy/atomic/data/rtdata/rtdata.html
交通情報

■北海道開発局道路情報
http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/

■新千歳空港航空機運航情報
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/

■丘珠空港航空機運航情報
http://www.okadama-airport.co.jp/

■ＪＲ北海道列車運行状況
https://www3.jrhokkaido.co.jp/webunkou/index.asp
その他

■北海道救急医療・広域災害情報システム
http://www.qq.pref.hokkaido.jp/qq/qq01.asp

■北海道庁観光局公式ツイッター
https://twitter.com/TourismHokkaido
アカウント：@TourismHokkaido
出典（一部）
：
（公社）北海道観光振興機構「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」
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Smartphone

２ 総領事館等連絡先
在札領事館

■在札幌アメリカ合衆国総領事館（TEL : 011-641-1115）
〒064-0821 札幌市中央区北 1 条西 28 丁目
Consulate General of the United States of America, Sapporo, Japan
（TEL : +81-11-641-1115）
HP
Facebook
https://jp.usembassy.gov/embassy-consulates/sapporo/
https://www.facebook.com/USConGenSapporo
https://twitter.com/USConsSapporo

Twitter

■在札幌大韓民国総領事館（TEL : 011-218-0288）
〒060-0002 札幌市中央区北 2 条西 12 丁目 1-4
주 삿포로 대한민국 총영사관（TEL : +81-11-218-0288）
http://overseas.mofa.go.kr/jp-sapporo-ko/index.do
https://www.facebook.com/koreanconsulatesapporo/

HP

Facebook

■在札幌ロシア連邦総領事館（TEL : 011-561-3171～2）
〒064-0914 札幌市中央区南 14 条西 12 丁目 2-5
Генконсульство России в Саппоро
（TEL : +81-11-561-3171～2）
HP
https://sapporo.mid.ru/genkonsulstvo
https://www.facebook.com/ruscons.sapporo/

Facebook

■在札幌中華人民共和国総領事館（TEL : 011-563-5563）
〒064-0913 札幌市中央区南 13 条西 23 丁目 5-1
中华人民共和国驻札幌总领馆
（TEL : +81-11-563-5563）
http://sapporo.china-consulate.org/chn/

通商事務所等

■カナダ政府札幌通商事務所（TEL:011-281-6565）
〒060-0004 札幌市中央区北４条西４丁目 日興ビル５階
Canadian Government Trade Office, Sapporo
（TEL : +81-11-281-6565）
http://www.japan.gc.ca

■台北駐日経済文化代表処札幌分処（TEL : 011-222-2930）
〒060-0004 札幌市中央区北４条西４丁目１ 伊藤ビル５階
台北駐日經濟文化代表處札幌分處（TEL : +81-11-222-2930）
https://www.roc-taiwan.org/jpokd_ja/
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３ 駐日外国公館リスト

■駐日外国公館リスト 目次
https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html
出典：
（公社）北海道観光振興機構「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」

４ 外国人観光客向けお役立ち情報源

■観光庁災害時情報提供ポータルサイト「Safety tips for travelers」
https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/

■ＮＨＫワールド（NHK WORLD-JAPAN）
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

■ＮＨＫワールドテレビ英語（NHK WORLD-JAPAN TV）
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/

■ＮＨＫワールドラジオ多言語（NHK WORLD-JAPAN Radio）
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/

出典：
（公社）北海道観光振興機構「外国人観光客災害時初動対応マニュアル」

５ 関係機関

■北海道総合政策部国際局国際課（TEL:011-204-5113 011-204-5091）
〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
Hokkaido Government International Affairs Division
（TEL : +81-11-204-5113 +81-11-204-5091）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

■ハイエック／公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター
（TEL：011-221-7840 FAX：011-221-7845）
〒060-0003 札幌市中央区北３条西 7 丁目 道庁別館 12 階
HIECC／Hokkaido International Exchange & Cooperation Center
（TEL : +81-11-221-7840 FAX：+81-11-221-7845）
http://www. hiecc.or.jp/
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６ 関係市町村

■泊村役場 企画振興課（TEL：0135-75-2877）
〒045-0202 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別 191-7

■共和町役場 企画振興課（TEL：0135-73-2011）
〒048-2292 岩内郡共和町南幌似 38-2

■岩内町役場 危機管理課（TEL：0135-62-1011）
〒045-8555 岩内郡岩内町字高台 134-1

■神恵内村役場 総務課（TEL：0135-76-5011）
〒045-0301 古宇郡神恵内村大字神恵内村 81-4

■寿都町役場 企画課（TEL：0136-62-2608）
〒048-0406 寿都郡寿都町渡島町 140-1

■蘭越町役場 総務課（TEL：0136-57-5111）
〒048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町 258-5

■ニセコ町役場 総務課（TEL：0136-44-2121）
〒048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見 47

■倶知安町役場 総務課（TEL：0136-22-1121）
〒044-0001 虻田郡倶知安町北 1 条東 3 丁目 3

■積丹町役場 総務課（TEL：0135-44-2111）
〒046-0292 積丹郡積丹町美国船澗 48 番地 5

■古平町役場 総務課（TEL：0135-42-2181）
〒046-0192 古平郡古平町大字浜町 40-4

■仁木町役場 企画課（TEL：0135-32-3953）
〒048-2492 余市郡仁木町西町 1 丁目-36-1

■余市町役場 地域協働推進課（TEL：0135-21-2142）
〒046-8546 余市郡余市町朝日町 26

■赤井川村役場 総務課（TEL：0135-34-6211）
〒046-0592 余市郡赤井川村字赤井川 74-2
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参考資料 北海道庁における取組
１ 観光客緊急サポートステーションについて
北海道地域防災計画では、道及び市町村は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人
を要配慮者と位置づけ、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、多言語による広
報の充実や避難場所等の災害に係る表示板の多言語化、外国人を含めた防災訓練・防災教
育の実施などに努めることとしています。
また、災害発生時は、在日外国人と訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なることを
踏まえ、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避難誘導体制の
構築に努めることとしています。
こうしたことを踏まえて、北海道庁では、災害時における災害自体の情報や交通機関の
運行状況などについて、ツイッターによる多言語で迅速な情報発信を行うとともに、一定
期間にわたり、帰宅・帰国等のために離道が困難な観光客の発生が予想される場合に、道
庁本庁舎等に「観光客緊急サポートステーション」を開設し、必要に応じて最大２４時間
態勢で多言語による相談対応、情報提供、スマートフォンの充電コーナーや臨時 WiFi ス
ポットの設置等の支援を行います。
北海道庁ホームページ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
北海道庁観光局ツイッターアカウント：@TourismHokkaido
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HP

Twitter

