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北海道庁 

001-210 

 

知事……………………21-001 

副知事…………………21-002 

          21-003 

          21-004 

公営企業管理者………32-701 

病院事業管理者………25-031 

 

 

総務部 

 

部長兼北方領土対策本部長…

…………………………22-011 

職員監…………………22-021 

危機管理監……………22-022 

部次長兼行政改革局長 

…………22-012 

人事局長………………22-013 

財政局長………………22-014 

法務・法人局長 

兼大学法人室長………22-019 

危機対策局長…………22-017 

原子力安全対策担当局長 

…………22-023 

北方領土対策局長……22-016 

 

総務課 
 
課長……………………22-101 

財産活用担当課長……22-401 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………22-103 

総括……………………22-111 

ＦＡＸ…………………22-136 

 

行政改革局 
 

行政改革課 
 
課長……………………22-651 
 
（行革グループ） 
 
主幹……………………22-439 

総括……………………22-439 

ＦＡＸ…………………22-450 

 

人事局 
 

人事課 
 
課長……………………22-151 

給与服務担当課長……22-152 

職員制度室長…………22-150 
 
（組織グループ） 
 
主幹……………………22-153 

総括……………………22-161 

ＦＡＸ…………………22-199 

 

職員厚生課 
 
課長……………………22-301 
 
（福利企画グループ） 
 
主幹……………………22-304 

総括……………………22-311 

ＦＡＸ…………………22-339 

 

北海道職員互助会 
 
専務理事………………22-381 

常務理事………………22-382 
 
（企画グループ） 

 

主幹……………………23-386 

総括……………………22-387 

ＦＡＸ…………………22-399 

 

職員事務課 
 
課長……………………22-130 
 
（報酬賃金グループ） 
 
主幹……………………22-131 

総括……………………22-137 

ＦＡＸ…………………22-492 

 

財政局 
 

財政課 
 
課長……………………22-201 

資金担当課長…………22-204 
 
（財務調整グループ） 
 
主幹……………………22-202 

総括……………………22-211 

ＦＡＸ…………………22-249 

 

税務課 
 
課長……………………22-451 

税務対策担当課長……22-452 

 

（管理電算グループ） 
 
主幹……………………22-453 

総括……………………22-461 

ＦＡＸ…………………22-499 

 

法務・法人局 
 

学事課 
 
課長……………………22-501 
 
（企画幼稚園グループ） 
 
主幹……………………22-502 

総括……………………22-511 

 

法人団体課 
 
課長……………………22-652 
 
（公益法人グループ） 
 
主幹……………………22-681 

総括・関与団体………22-674 

ＦＡＸ…………………22-449 

 

法制文書課 
 
課長……………………22-251 

訟務賠償担当課長……22-252

不服審査担当課長……22-254 
 
（法制文書グループ） 
 
主幹……………………22-255 

総括……………………22-261 

ＦＡＸ…………………22-279 

 

行政情報センター 
 

所長……………………22-281 

 

（情報公開グループ） 
 
主幹……………………22-282 

企画・審査会…………22-285 

ＦＡＸ…………………22-299 
 

文書館 
 
館長……………………22-801 
 
（文書館グループ） 

 

主幹……………………22-811 

公文書…………………22-812 

ＦＡＸ…………………22-899 

 

大学法人室 
 
参事……………………22-711 
 
（公立大学法人グループ） 
 
主幹……………………22-715 

総括……………………22-716 

 

危機対策局 
 

危機対策課 
 
課長……………………22-551 

防災教育担当課長……22-553 

消防担当課長…………22-560 
 
（危機調整グループ） 
 
主幹……………………22-552 

総括……………………22-561 

当直室（夜間、休日） 

      …………22-586 

ＦＡＸ…………………22-729 

 

防災航空室(丘珠空港) 
 
室長……………………39-897 

主幹……………………39-897 

調整……………………39-898 

ＦＡＸ…………………39-899 

 

原子力安全対策課 
 
課長……………………22-851 

環境安全担当課長……22-855 
 
（企画防災グループ） 
 
主幹……………………22-852 

総括……………………22-861 

ＦＡＸ…………………22-879 

 

北方領土対策本部 
 
課長……………………22-751 

共同経済活動担当課長 

…………22-750 

 

（企画振興グループ） 
 
主幹……………………22-752 

総括……………………22-761 

ＦＡＸ…………………22-799 

 

札幌道税事務所 
 
所長……………………21-501 

部長……………………21-502 

 

課税第一課 
 
課長……………………21-511 
 
（事業税第一グループ） 
 
主幹……………………21-512 

総務……………………21-514 

 

課税第二課 
 
課長……………………21-551 
 
(不動産取得税第一グループ) 
 
主幹……………………21-552 

不動産取得税…………21-553 

 

納税課 
 
課長……………………21-601 
 
（納税第一グル－プ） 
 
主幹……………………21-602 

納税……………………21-603 

 

 

総合政策部 

 

部長……………………23-011 

知事室長………………21-011 

交通企画監……………23-011 

地域振興監……………23-021 

空港戦略推進監………23-019 

部次長…………………23-013 

知事室次長……………21-014 

政策局長………………21-023 

国際局長………………21-025 

情報統計局長…………23-020 

地域創生局長…………23-016 

胆振東部地震災害復興支援室

長………………………21-161 

地域振興局長…………23-014 

交通政策局長…………23-017 

航空局長………………23-015 

空港運営戦略推進室長 

      …………23-867 

計画推進担当局長兼世界津波

の日高校生サミット推進室長              

…………23-026 

総合教育推進室長……21-024 

研究法人室長…………23-171 

政策局次長……………23-120 

ロシア担当局長………21-028 

交通政策局次長………23-751 

交通･物流連携担当局長 

…………23-821 

新幹線推進室長………23-811 

新千歳空港周辺対策担当局長

…………23-018 

 

総務課 
 
課長……………………23-101 

企画担当課長…………23-104 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………23-102 

総括……………………23-111 

ＦＡＸ…………………23-149 

 

知事室 
 

秘書課 
 
課長……………………21-101 
 
（調整グループ） 
 
主幹……………………21-102 

総括……………………21-111 

ＦＡＸ…………………21-149 

 

広報広聴課 
 
課長……………………21-351 

広報担当課長…………21-371 
 
（調整グループ） 
 
主幹……………………21-352 

総括……………………21-361 

ＦＡＸ…………………21-399 

 

道政相談センター 
 

所長……………………21-701 
 
（相談苦情審査グループ） 
 
主幹……………………21-702 

道政相談………………21-705 

 

政策局 
 

参事 
 
参事……………………21-151 

          21-153 

          21-154 

                    21-152 

主幹……………………21-160 

総括……………………21-273 

ＦＡＸ…………………21-199 

 

計画推進課 
 
課長……………………23-130 

社会資本担当課長……23-716 

国土強靱化担当課長…23-633 
 
（計画推進グループ） 
 
主幹……………………23-132 

総括……………………23-138 

ＦＡＸ…………………23-749 

 

世界津波の日高校生サ

ミット推進室 
 
参事……………………23-720 

 

（高校生サミット推進グループ） 
 
主幹……………………23-722 

ＦＡＸ…………………22-749 

 

土地水対策課 
 
課長……………………23-705 
 
（土地水調整グループ） 
 
主幹……………………23-713 

総括……………………23-738 

ＦＡＸ…………………23-149 

 

総合教育推進室 
 
参事……………………21-155 

21-158 

主幹……………………23-106 

 

研究法人室 
 
参事……………………23-152 
 
 (総合研究機構グル－プ) 
 
主幹……………………23-157 

調整……………………23-168 

ＦＡＸ…………………21-199 

 

国際局 
 

国際課 
 
課長……………………21-201 

国際交流室長…………21-026 

ロシア担当課長………21-027 

G20調整担当課長 ……21-029 

G20事業推進担当課長･21-030 
 
（企画グループ） 
 
主幹……………………21-202 

総括……………………21-211 

 

パスポートセンター 
 

所長……………………21-251 
 
（パスポートグループ） 

主幹……………………21-252 

 

情報統計局 
 

情報政策課 
 
課長兼地域情報化担当課長 

…………23-201 
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情報セキュリティ･情報基盤

担当課長………………23-202 
 
（情報企画グループ） 
 
主幹……………………23-551 

総括……………………23-211 

ＦＡＸ…………………23-249 

 

統計課 
 
課長……………………23-651 
 
（企画情報グループ） 
 
主幹……………………23-652 

総括……………………23-661 

ＦＡＸ…………………23-699 

 

地域創生局 
 

地域戦略課 
 
課長……………………23-451 

地域創生担当課長……21-156 

 

（地域戦略グループ） 

主幹……………………23-453 

地域戦略………………23-461 

ＦＡＸ…………………23-329 
 

地域主権課 
 
課長……………………23-301 

 

（地域主権推進グループ） 

主幹……………………23-306 

地域主権………………23-319 

ＦＡＸ…………………23-329 

 

地域振興局 
 

市町村課 
 
課長……………………23-501 

企画・連携担当課長…23-307 

財政・公営企業担当課長 

…………23-510                

再生支援担当課長……23-502 
 
（行政グループ） 
 
主幹……………………23-503 

総括……………………23-511 

ＦＡＸ…………………23-549 
 

地域政策課 
 
課長……………………23-452 
 
（地域政策グループ） 
 
主幹……………………23-455 

総括……………………23-469 
 

交通政策局 
 

交通企画課 
 
課長……………………23-790 

鉄道交通担当課長……23-781 

鉄道支援担当課長……23-791 

交通・物流担当課長…23-822 

港湾担当課長…………23-823 
 
（交通企画グループ） 
 
主幹……………………23-752 

総括……………………23-761 

ＦＡＸ…………………23-849 

 

新幹線推進室 
 
参事……………………23-802 

23-801 

 

（新幹線グループ） 

 
主幹……………………23-803 

建設促進………………23-813 

ＦＡＸ…………………23-849 

 

航空局 
 

航空課 
 
課長……………………23-865 

航空企画担当課長……23-866 

新千歳空港周辺対策担当課長 

…………23-868 

 

（航空調整グループ） 
 
主幹……………………23-871 

総括……………………23-881 

ＦＡＸ…………………23-899 

 

空港運営戦略推進室 
 
参事……………………23-869 

23-870 

 

（空港運営グループ） 
 
主幹……………………23-882 

空港運営………………23-880 

 

環境生活部 

 

部長……………………24-011 

アイヌ政策監…………24-021 

部次長…………………24-012 

環境局長………………24-013 

くらし安全局長………24-014 

文化局長………………24-015 

スポーツ局長…………24-410 

アイヌ政策推進局長…24-017 

気候変動対策担当局長 

…………24-019 

生物多様性担当局長…24-350 

 

総務課 
 
課長……………………24-101 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………24-102 

総括……………………24-111 

ＦＡＸ…………………24-129 

 

環境局 
 

環境政策課 
 
課長……………………24-201 

環境計画担当課長……24-202 

水道担当課長…………24-252 
 
（環境管理グループ） 
 
主幹……………………24-204 

総括……………………24-211 

ＦＡＸ…………………24-299 

 

循環型社会推進課 
 
課長……………………24-301 

環境保全担当課長……24-251 
 
（循環調整グループ） 
 
主幹……………………24-304 

総括……………………24-311 

ＦＡＸ…………………24-349 

 

気候変動対策課 
 
課長……………………24-203 

民間連携担当課長……24-302 
 
（温暖化対策グループ） 

 
主幹……………………24-208 

総括……………………24-231 

ＦＡＸ…………………24-349 

 

生物多様性保全課 
 
課長……………………24-351 

動物管理担当課長……24-381 

エゾシカ担当課長……24-360 

自然公園担当課長……24-375 
 
（生物多様性保全グループ） 
 
主幹……………………24-352 

総括……………………24-361 

ＦＡＸ…………………24-379 

 

くらし安全局 
 

道民生活課 
 
課長……………………24-151 

交通安全担当課長……24-158 

青少年担当課長………24-172 

女性支援室長…………24-155 
 
（道民生活グループ） 
 
主幹……………………24-152 

総括……………………24-161 

ＦＡＸ…………………24-649 

 

女性支援室 
 

室長……………………24-155 

 

（男女平等参画グループ） 

 

主幹……………………24-157 

企画……………………24-166 

 

消費者安全課 
 
課長……………………24-501 

消費問題対策担当課長 

      …………24-502 
 
（消費者安全グル－プ） 
 
主幹……………………24-511 

総括……………………24-521 

ＦＡＸ…………………24-599 

 

文化局 
 

文化振興課 
 
課長……………………24-401 
 
（調整グループ） 
 
主幹……………………24-402 

総括……………………24-404 

ＦＡＸ…………………24-449 

 

縄文世界遺産推進室 
 

室長……………………24-141 

特別研究員……………24-144 

主幹……………………24-142 

縄文世界遺産…………24-143 

ＦＡＸ…………………24-449 

 

スポーツ局 
 

スポーツ振興課 
 
課長……………………24-411 
 
（調整グループ） 
 
主幹……………………24-412 

総括……………………24-423 

ＦＡＸ…………………24-450 

 

オリンピック・パラリ
ンピック連携室 
 

室長……………………24-430 

 

（オリパラ連携グループ） 

 

主幹……………………24-414 

推進……………………24-418 

ＦＡＸ…………………24-450 

 

アイヌ政策推進局 
 

アイヌ政策課 
 

課長……………………24-131 

 

（アイヌ政策推進グループ） 
 
主幹……………………24-133 

総括……………………24-133 

 

民族共生象徴空間 
開設準備支援室 

 

象徴空間担当課長……24-130 

主幹……………………24-132 

 

保健福祉部 

 

部長……………………25-011 

少子高齢化対策監……25-018 

部次長…………………25-012 

地域医療推進局長……25-013 

健康安全局長…………25-021 

福祉局長………………25-014 

高齢者支援局長………25-023 

子ども未来推進局長…25-017 

技監……………………25-015 

国保担当局長…………25-022 

障がい者支援担当局長 

…………25-019 

 

総務課 
 
課長……………………25-101 

政策調整担当課長……25-102 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………25-104 

総括……………………25-111 

ＦＡＸ…………………25-148 

 

地域医療推進局 
 

地域医療課 
 
課長……………………25-301 

医師確保担当課長……25-401 

医療参事………………25-307 

25-403 
 
（医療政策グループ） 
 
主幹……………………25-313 

総括……………………25-321 

ＦＡＸ…………………25-348 

 

医務薬務課 
 
課長……………………25-302 

看護政策担当課長……25-306 
 
（医務薬務グループ） 
 
主幹……………………25-315 

総括……………………25-402 

ＦＡＸ…………………25-449 

 

健康安全局 
 

地域保健課 
 
課長……………………25-501 

がん対策等担当課長…25-502 

医療参事………………25-504 
 
（地域保健グループ） 
 
主幹……………………25-505 

総括……………………25-511 

ＦＡＸ…………………25-549 

 

国保医療課 
 
課長……………………25-801 

国保広域化担当課長…25-802 

医療参事………………25-830 
 
（国保制度グループ） 

主幹……………………25-803 

総括……………………25-805 

 

食品衛生課 
 
課長……………………25-901 
 
（生活衛生グループ） 

 

主幹……………………25-902 

総括……………………25-905 

ＦＡＸ…………………25-349 

 

福祉局 
 

地域福祉課 
 
課長……………………25-601 

保護担当課長…………25-602 

人材確保担当課長……25-609 

医療参事………………25-603 
 
（地域福祉推進グループ） 
 
主幹……………………25-604 

総括……………………25-611 

ＦＡＸ…………………25-649 

 

施設運営指導課 
 
課長……………………25-201 

医療参事………………25-204 
 
（法人運営グループ） 
 
主幹……………………25-205 

総括……………………25-211 

ＦＡＸ…………………25-249 

 

障がい者保健福祉課 
 
課長……………………25-701 

精神保健担当課長……25-702 

医療参事………………25-703 
 
(計画推進グループ) 
 
主幹……………………25-705 

総括……………………25-705 

ＦＡＸ…………………25-749 

 

高齢者支援局 
 

高齢者保健福祉課 
 
課長……………………25-651 

地域包括ケア担当課長 

…………25-652 

医療参事………………25-656 
 
（高齢者計画推進グループ） 
 
主幹……………………25-653 

総括……………………25-661 

ＦＡＸ…………………25-699 

 

子ども未来推進局 
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子ども子育て支援課 
 
課長……………………25-751 

自立支援担当課長……25-752 

医療参事………………25-757 
 
（少子化対策グループ） 
 
主幹……………………25-753 

総括……………………25-761 

ＦＡＸ…………………25-799 

 

 

経済部 

 

部長……………………26-011 

観光振興監……………26-015 

食産業振興監…………26-019 

部次長…………………26-012 

食関連産業室長………26-047 

経済企画局長…………26-705 

国際経済室長…………26-601 

観光局長………………26-016 

誘客担当局長…………26-018 

地域経済局長…………26-013 

産業振興局長…………26-017 

環境・エネルギー室長 

…………26-151 

環境・エネルギー室次長 

      …………26-853 

科学技術振興室長……26-020 

労働政策局長…………26-014 

職業能力担当局長……26-048 

 

総務課 
 
課長……………………26-101 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………26-102 

総括……………………26-111 

ＦＡＸ…………………26-149 

 

食関連産業室 
 

食関連産業室 
 
参事……………………26-802 

          26-131 
 
（食品産業グループ） 
 
主幹……………………26-803 

総括……………………26-266 

ＦＡＸ…………………26-849 

 

経済企画局 
 

経済企画課 
 
課長……………………26-701 

経済調査担当課長……26-901 
 
（経済企画グループ） 
 
主幹……………………26-702 

総括……………………26-712 

ＦＡＸ…………………26-949 

 

国際経済室 
 
参事……………………26-602 
 
（国際経済グル－プ） 
 
主幹……………………26-604 

総括……………………26-621 

ＦＡＸ…………………26-649 

 

観光局 
 

観光局 
 
参事……………………26-551 

          26-552 

          26-582 

                    26-583 

          26-584 

26-581 
 
（観光企画グループ） 
 
主幹……………………26-554 

観光企画………………26-565 

ＦＡＸ…………………26-599 

 

地域経済局 
 

中小企業課 
 
課長……………………26-201 

金融担当課長…………26-351 

地域商業担当課長……26-663 
 
（中小企業企画グル－プ） 
 
主幹……………………26-203 

総括……………………26-211 

ＦＡＸ…………………26-399 

 

産業振興局 
 

産業振興課 
 
課長……………………26-801 

調整担当課長…………28-860 

立地担当課長…………26-851 

苫東・石狩担当課長…26-852 
 
（産業企画グル－プ） 
 
主幹……………………26-272 

総括……………………26-818 

ＦＡＸ…………………26-899 

 

環境・エネルギー室 
 
参事……………………26-154 

          26-158 

26-152 

26-153 
 
（調整グループ） 
 
主幹……………………26-160 

総括……………………26-161 

 

科学技術振興室 
 
参事……………………26-814 

                    26-815 
 
（科学技術振興グループ） 
 
主幹……………………26-824 

総括……………………26-831 

ＦＡＸ…………………26-839 

 

労働政策局 
 

雇用労政課 
 
課長……………………26-751 

就業支援担当課長……26-451 

働き方改革推進室長…26-450 
 
（雇用労政グループ） 
 
主幹……………………26-753 

総括……………………26-771 

ＦＡＸ…………………26-499 

 

人材育成課 
 
課長……………………26-501 

職業訓練担当課長……26-502 
 
（育成企画グループ） 
 
主幹……………………26-503 

総括……………………26-511 

ＦＡＸ…………………26-549 

 

 

農政部 

 

部長……………………27-011 

食の安全推進監………27-016 

部次長…………………27-012 

競馬事業室長…………27-046 

食の安全推進局長……27-017 

生産振興局長…………27-014 

農業経営局長…………27-013 

農村振興局長…………27-015 

技監……………………27-018 

技術支援担当局長……27-020 

活性化支援担当局長…27-019 

 

農政課 
 
課長……………………27-101 

政策調整担当課長……27-107 

 

（総括グループ） 
 
主幹……………………27-102 

総括……………………27-111 

ＦＡＸ…………………27-149 

 

競馬事業室 
 
参事……………………27-108 
 
（競馬グループ） 
 
主幹……………………27-138 

総括……………………27-105 

 

食の安全推進局 
 

食品政策課 
 
課長……………………27-651 

６次産業化担当課長…27-652 
 
（食品企画グループ） 
 
主幹……………………27-653 

総括……………………27-661 

ＦＡＸ…………………27-699 

 

生産振興局 
 

農産振興課 
 
課長……………………27-701 

水田担当課長…………27-703 

園芸担当課長…………27-702 
 
（畑作グループ） 
 
主幹……………………27-704 

総括……………………27-711 

ＦＡＸ…………………27-749 

 

畜産振興課 
 
課長……………………27-751 

環境飼料担当課長……27-753 

家畜衛生担当課長……27-752 
 
（酪農グループ） 
 
主幹……………………27-754 

総括……………………27-761 

ＦＡＸ…………………27-799 

 

技術普及課 
 
課長……………………27-801 

農業環境担当課長 兼 病害虫

防除所長………………27-802 

重要病害虫担当課長…27-808 

首席普及指導員………27-803 
 
（普及推進グループ） 

 
主幹……………………27-804 

総括……………………27-811 

ＦＡＸ…………………27-849 

 

農業経営局 
 

農業経営課 
 
課長……………………27-351 

農業金融担当課長……27-352 

農業支援担当課長……27-251 
 
（経営企画グループ） 
 
主幹……………………27-355 

総括……………………27-361 

ＦＡＸ…………………27-299 

 

農地調整課 
 
課長……………………27-201 
 
（農地利用調整グループ） 
 
主幹……………………27-211 

総括……………………27-212 

ＦＡＸ…………………27-399 

 

農村振興局 
 

農村設計課 
 
課長……………………27-851 

活性化担当課長………27-859 
 
（農村企画グループ） 
 
主幹……………………27-852 

総括……………………27-861 

ＦＡＸ…………………27-899 

 

事業調整課 
 
課長……………………27-151 

技術管理担当課長……27-152 
 
（事業管理グループ） 
 
主幹……………………27-153 

総括……………………27-161 

ＦＡＸ…………………27-199 

 

農業施設管理課 
 
課長……………………27-301 

指導管理担当課長……27-285 
 
（事業制度グループ） 
 
主幹……………………27-303 

総括……………………27-311 

ＦＡＸ…………………27-349 

 

農村計画課 
 
課長……………………27-401 

国営調整担当課長……27-402 
 
（計画調整グループ） 
 
主幹……………………27-403 

総括……………………27-411 

ＦＡＸ…………………27-449 

 

農地整備課 
 
課長……………………27-551 

草地整備担当課長……27-552 
 
（農地整備グループ） 
 
主幹……………………27-553 

総括……………………27-561 

ＦＡＸ…………………27-599 

 

農村整備課 
 
課長……………………27-601 
 
（農村整備グループ） 
 
主幹……………………27-602 

総括……………………27-611 

ＦＡＸ…………………27-649 

 

 

水産林務部 

 

部長……………………28-011 

部次長…………………28-012 

水産局長………………28-013 

林務局長………………28-014 

森林環境局長兼全国育樹祭推

進室長…………………28-015 

技監……………………28-016 

水産基盤整備担当局長 

      …………28-017 

森林計画担当局長……28-018 

 

総務課 
 
課長……………………28-101 

企画調整担当課長……28-151 

 

（総括グループ） 
 
主幹……………………28-102 

総括……………………28-111 

ＦＡＸ…………………28-149 

 

水産局 
 

水産経営課 
 
課長……………………28-201 

水産支援担当課長……28-202 

水産食品担当課長……28-203 
 
（担い手育成グループ） 
 
主幹……………………28-204 

総括……………………28-204 

ＦＡＸ…………………28-249 

 

水産振興課 
 
課長……………………28-251 

漁場事業担当課長……28-252 

首席普及指導員………28-253 

主任普及指導員………28-258 

 

（環境保全グループ） 
 
主幹……………………28-255 

総括……………………28-266 

ＦＡＸ…………………28-299 

 

漁港漁村課 
 
課長……………………28-301 
 
（漁港漁村計画グループ） 
 
主幹……………………28-303 

総括……………………28-311 

ＦＡＸ…………………28-349 

 

漁業管理課 
 
課長……………………28-351 

サケマス・内水面担当課長 

…………28-352 

指導取締担当課長……28-401 

国際漁業担当課長……28-402 
 
（資源管理グループ） 
 
主幹……………………28-353 

総括……………………28-357 

ＦＡＸ…………………28-399 
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北海道連合海区漁業 

調整委員会 
 
事務局長………………28-353 

事務局…………………28-381 

 

北海道内水面漁場管理 

委員会 
 
事務局長………………28-357 

 

林務局 
 

林業木材課 
 
課長……………………28-451 

木材産業担当課長……28-452 

林業振興担当課長……28-551 

人材育成担当課長兼北の森づ

くり専門学院準備室長 

…………28-552 
 
（林業木材グループ） 
 
主幹……………………28-453 

総括……………………28-461 

ＦＡＸ…………………28-499 

 

森林計画課 
 
課長……………………28-501 

 

（計画調整ループ） 
 
主幹……………………28-502 

総括……………………28-511 

ＦＡＸ…………………28-549 

 

森林整備課 
 
課長……………………28-601 

路網整備担当課長……28-605 
 
（整備調整グループ） 
 
主幹……………………28-602 

総括……………………28-611 

ＦＡＸ…………………28-649 

 

治山課 
 
課長……………………28-651 

森林保全担当課長……28-652 
 
（治山計画グループ） 
 
主幹……………………28-653 

総括……………………28-661 

ＦＡＸ…………………28-699 

 

森林環境局 
 

森林活用課 
 
課長……………………28-801 

道民の森担当課長……28-802 

首席普及指導員 兼 林業普及

担当課長………………28-803 
 
（活用調整グループ） 
 
主幹……………………28-804 

総括……………………28-811 

ＦＡＸ…………………28-849 

 

道有林課 
 
課長……………………28-701 
 
（道有林管理グループ） 
 
主幹……………………28-702 

総括……………………28-711 

ＦＡＸ…………………28-849 

 

全国育樹祭推進室 
 
室長……………………28-015 

参事……………………28-831 

          28-840 
 
（総務企画グループ） 
 
主幹……………………28-832 

総括……………………28-833 

ＦＡＸ…………………28-848 

 

 

建設部 

 

部長……………………29-011 

建築企画監……………29-012 

部次長…………………29-013 

建設政策局長…………29-017 

施設保全防災担当局長 

…………29-751 

建設業担当局長………29-048 

土木局長………………29-015 

まちづくり局長………29-018 

住宅局長………………29-016 

建築局長………………29-019 

施設整備担当局長……29-021 

技監……………………29-014 

 

総務課 
 
課長……………………29-101 

用地担当課長 兼 収用委員会

事務局長………………29-102 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………29-103 

総括……………………29-111 

ＦＡＸ…………………29-149 

 

建設政策局 
 

建設政策課 
 
課長……………………29-651 

政策調整担当課長……29-657 
 
（事業調整グループ） 
 
主幹……………………29-652 

総括……………………29-661 

ＦＡＸ…………………29-699 

 

維持管理防災課 
 
課長……………………29-752 

維持担当課長…………29-753 

管理担当課長…………29-754 
 
（事業調整グループ） 
 
主幹……………………29-761 

総括……………………29-764 

ＦＡＸ…………………29-299 

 

建設管理課 
 
課長……………………29-701 

建設業担当課長………29-729 

技術管理担当課長……29-151 
 
（工事管理グループ） 
 
主幹……………………29-702 

総括……………………29-711 

ＦＡＸ…………………29-749 

 

土木局 
 

道路課 
 
課長……………………29-201 

高速道・市町村道担当課長 

      …………29-231 

 
（事業調整グループ） 
 
主幹……………………29-202 

総括……………………29-211 

ＦＡＸ…………………29-229 

 

河川砂防課 
 
課長……………………29-301 

砂防災害担当課長……29-401 
 
（事業調整グループ） 
 
主幹……………………29-302 

総括……………………29-311 

ＦＡＸ…………………29-339 

 

まちづくり局 
 

都市計画課 
 
課長……………………29-801 

新幹線基盤支援担当課長 

………29-656 
 
（基本計画・景観グループ） 
 
主幹……………………29-802 

総括……………………29-811 

ＦＡＸ…………………29-849 

 

都市環境課 
 
課長……………………29-551 

公園下水道担当課長…29-601 
 
（事業調整グループ） 
 
主幹……………………29-552 

総括……………………29-561 

ＦＡＸ…………………29-599 

 

住宅局 
 

建築指導課 
 
課長……………………29-451 

建築安全担当課長……29-457 
 
（管理指導グループ） 
 
主幹……………………29-452 

総括……………………29-461 

ＦＡＸ…………………29-499 

 

住宅課 
 
課長……………………29-501 

住宅管理担当課長……29-508 

公社担当課長…………29-510 
 
（事業調整グループ） 
 
主幹……………………29-502 

総括……………………29-511 

ＦＡＸ…………………29-549 

 

建築局 
 

計画管理課 
 
課長……………………29-851 
 
（管理契約グループ） 
 
主幹……………………29-853 

総括……………………29-861 

ＦＡＸ…………………29-899 

 

建築保全課 
 
課長……………………29-852 

工事検査室長…………29-859 
 
（建築技術グループ） 
 
主幹……………………29-855 

総括……………………29-872 

ＦＡＸ…………………29-899 

 

建築整備課 
 
課長……………………29-901 

設備・環境担当課長…29-951 

大規模施設整備担当課長 

…………29-881 
 
（建築第一グループ） 
 
主幹……………………29-902 

総括……………………29-902 

ＦＡＸ…………………29-899 

 

収用委員会事務局 
 
事務局長兼用地管理担当課長 

      …………29-102 

主幹……………………29-154 

収用……………………29-181 

 

 

出納局 

 

会計管理者 兼 出納局長 

      …………32-202 

出納局次長……………32-203 

会計管理室長…………32-204 

 

総務課 
 
課長……………………32-211 

入札担当課長…………32-602 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………32-212 

総括……………………32-221 

ＦＡＸ…………………32-891 

 

財務指導課 
 
課長……………………32-121 

 

（企画グループ） 

 

主幹……………………32-213 

総括……………………32-225 

ＦＡＸ…………………32-895 

 

会計管理室 
 

審査第一課 
 
課長……………………32-620 
 
（審査第一グループ） 
 
主幹……………………32-631 

総括・審査……………32-632 

ＦＡＸ…………………32-699 

 

審査第二課 
 
課長……………………32-621 
 
（審査第四グループ） 
 
主幹……………………32-661 

総括・審査……………32-662 

ＦＡＸ…………………32-699 

 

経理課 
 
課長……………………32-261 
 
（公金管理・国費グループ） 
 
主幹……………………32-262 

総括……………………32-265 

ＦＡＸ…………………32-896 

 

調達課 
 
課長……………………32-950 
 
（物品管理グループ） 
 
主幹……………………32-951 

総括……………………32-952 

ＦＡＸ…………………39-949 

 

 

企業局 

 

企業局長………………32-705 

次長……………………32-706 

 

総務課 
 
課長……………………32-711 
 
（総務企画グループ） 
 
主幹……………………32-712 

総括……………………32-721 

 

 

道立病院局 

 
道立病院部長…………25-032 

次長……………………25-033 

25-024 

           

病院経営課 
 
課長……………………25-851 
 
（総括グル－プ） 
 
主幹……………………25-852 

総括……………………25-859 

ＦＡＸ…………………25-899 

 

 

議会事務局 

 

事務局長………………33-201 

次長……………………33-202 

 

総務課 
 
課長……………………33-211 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………33-212 

総括……………………33-221 

ＦＡＸ…………………33-981 

 

 

選挙管理委員会
事務局 

 

委員長…………………23-541 

事務局長………………23-036 

次長……………………23-501 

主幹……………………23-517 

ＦＡＸ…………………23-549 

 

 

監査委員事務局 

 

監査委員………………32-302 

          32-301 

          32-303 

          32-304 

事務局長………………32-305 

事務局次長……………32-306 
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総括監査課 
 
課長……………………32-311 

監査参事………………32-354 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………32-312 

調整……………………32-321 

ＦＡＸ…………………32-892 

 

 

人事委員会 

事務局 

 

人事委員長……………32-401 

人事委員室……………32-402 

事務局長………………32-405 

次長……………………32-406 

 

総務審査課 
 
課長……………………32-411 
 
（総務審査グループ） 
 
主幹……………………32-412 

調整……………………32-421 

ＦＡＸ…………………32-893 

 

 

労働委員会 

事務局 

 

会長……………………32-501 

委員室…………………32-502 

事務局長………………32-505 

 

総務審査課 
 
課長……………………32-511 
 
（総括グループ） 
 
主幹……………………32-512 

総括……………………32-521 

ＦＡＸ…………………32-894 

 

 

教育庁 

 

教育長…………………35-001 

教育部長 兼 教育職員監 

      …………35-011 

学校教育監……………35-012 

教育委員室……………35-140 

総務政策局長…………35-013 

生涯学習推進局長……35-015 

幼児教育推進局長……35-013 

学校教育局長…………35-020 

高校配置担当局長……35-019 

指導担当局長…………35-016 

特別支援教育担当局長 

      …………35-022 

生涯学習推進局長……35-015 

教職員局長……………35-014 

教育指導監……………35-017 

          35-018 

          35-023 

 

総務政策局 
 

総務課 
 
課長……………………35-101 

法制・会計指導担当課長 

……35-107 

 
（総括グループ） 
 
主幹……………………35-102 

総括……………………35-111 

ＦＡＸ…………………35-199 

 

 

北海道出先機関 

001 

 

空知総合振興局 

001-450 

 

局長………………………2000 

副局長……………………2010 

技監 兼 保健環境部長…3500 

地域創生部長……………2020 

くらし･子育て担当部長 

…………2050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

 

総務課 

課長……………………2100 

主幹……………………2101 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

空知総合振興局
管内道出先機関 

001 

 

札幌建設管理部 

電話受付……………233-99 

ＦＡＸ………………233-10 

 

 

石狩振興局 

001-210 

 

局長……………………34-011 

副局長…………………34-012 

地域創生部長…………34-017 

技監兼保健環境部長…34-015 

くらし・子育て担当部長 

………34-016 

産業振興部長…………34-014 

地域産業担当部長……34-018 

 

総務課 

課長…………………34-101 

総務係………………34-111 

ＦＡＸ………………34-148 

 

 

後志総合振興局 

001-350 

 

局長………………………2000 

副局長……………………2010 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長 

兼岩内地域保健室長……2040 

くらし･子育て担当部長 

…………2050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

後志総合振興局
管内道出先機関 

001 

 

保健環境部 

岩内地域保健室 

電話受付……………381-99 

ＦＡＸ………………381-10 

 

小樽建設管理部 

電話受付……………383-99 

ＦＡＸ………………383-10 

 

北海道原子力環境センター 

電話受付……………385-99 

ＦＡＸ………………385-10 

 

 

日高振興局 

001-610 

 

局長………………………2000 

副局長……………………2010 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長兼静内地域保健

室長兼庶野診療所長……2040 

くらし･子育て担当部長 

…………2090 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

 

渡島総合振興局 

001-250 

 

局長………………………2000 

副局長(地域創生部・保健環境

部・産業振興部担当) 

…………2010 

副局長(建設管理部担当) 

…………4000 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長……………3500 

くらし･子育て担当部長 

…………2050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

函館建設管理部長 

兼建設行政室長…………4010 

事業室長…………………4030 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

 

上川総合振興局 

001-550 

 

局長………………………2000 

副局長(地域創生部・保健環境

部・産業振興部担当) 

…………2010 

副局長(建設管理部担当) 

       …………4000 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長……………2040 

くらし･子育て担当部長 

…………2050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

旭川建設管理部長 

兼建設行政室長…………4010 

用地管理室長……………4020 

事業室長…………………4030 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

 

宗谷総合振興局 

001-510 

 

局長………………………2000 

副局長(地域創生部・保健環境

部・産業振興部担当) 

       …………2010 

副局長(建設管理部担当) 

       …………4000 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長……………2040 

くらし･子育て担当部長 

…………2050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

稚内建設管理部長 

兼建設行政室長…………4010 

事業室長…………………4030 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4815 

 

 

オホーツク総合
振興局 

001-650 

 

局長………………………2000 

副局長(地域創生部・保健環境

部・産業振興部担当) 

…………2010 

副局長(建設管理部担当) 

…………4000 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長……………3500 

くらし･子育て担当部長 

…………3050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

網走建設管理部長 

兼建設行政室長…………4010 

用地管理室長……………4020 

事業室長…………………4030 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

 

十勝総合振興局 

001-850 

 

局長………………………2000 

副局長(地域創生部・保健環境

部・産業振興部担当) 

       …………2010 

副局長(建設管理部担当) 

       …………4000 

技監兼保健環境部長 

…………3500 

地域創生部長……………2020 

くらし･子育て担当部長 

…………2050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

帯広建設管理部長 

兼建設行政室長…………4010 

用地管理室長……………4020 

事業室長…………………4030 

 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

 

釧路総合振興局 

001-710 

 

局長………………………2000 

副局長(地域創生部・保健環境

部・産業振興部担当) 

       …………2010 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長……………2040 

くらし･子育て担当部長 

…………2050 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4811 

 

釧路総合振興局
管内道出先機関 

001 

 

釧路建設管理部 

電話受付……………732-99 

ＦＡＸ………………732-10 

 

 

根室振興局 

001-810 

 

局長………………………2000 

副局長(地域創生部・保健環境

部・産業振興部担当) 

…………2010 

副局長(北方領土問題担当) 

…………2990 

地域創生部長……………2020 

保健環境部長……………2040 

くらし･子育て担当部長 

…………2090 

産業振興部長……………2030 

地域産業担当部長………2060 

 

総務課 

課長……………………2100 

総務係…………………2111 

ＦＡＸ…………………4815 
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北海道 

東京事務所 

048-300-301 

 

所長………………………2000 

副所長……………………2010 

 

行政課 

課長……………………2100 

参事……………………2300 

                    2200 

主幹……………………2101 

調整……………………2110 

 

 

市町村 

001 

 

空知総合振興局
管内 

 

夕張市 

電話受付………………460-99 

ＦＡＸ…………………460-10 

 

岩見沢市 

電話受付………………461-99 

ＦＡＸ…………………461-10 

 

美唄市 

電話受付………………462-99 

ＦＡＸ…………………462-10 

 

芦別市 

電話受付………………463-99 

ＦＡＸ…………………463-10 

 

赤平市 

電話受付………………464-99 

ＦＡＸ…………………464-10 

 

三笠市 

電話受付………………465-99 

ＦＡＸ…………………465-10 

 

滝川市 

電話受付………………466-99 

ＦＡＸ…………………466-10 

 

砂川市 

電話受付………………467-99 

ＦＡＸ…………………467-10 

 

歌志内市 

電話受付………………468-99 

ＦＡＸ…………………468-10 

 

深川市 

電話受付………………469-99 

ＦＡＸ…………………469-10 

 

南幌町 

電話受付………………472-99 

ＦＡＸ…………………472-10 

 

奈井江町 

電話受付………………473-99 

ＦＡＸ…………………473-10 

 

上砂川町 

電話受付………………474-99 

ＦＡＸ…………………474-10 

 

由仁町 

電話受付………………475-99 

ＦＡＸ…………………475-10 

 

長沼町 

電話受付………………476-99 

ＦＡＸ…………………476-10 

 

栗山町 

災害担当………………477-99 

ＦＡＸ…………………477-10 

 

月形町 

電話受付………………478-99 

ＦＡＸ…………………478-10 

 

浦臼町 

電話受付………………479-99 

ＦＡＸ…………………479-10 

 

新十津川町 

電話受付………………480-99 

ＦＡＸ…………………480-10 

 

妹背牛町 

電話受付………………481-99 

ＦＡＸ…………………481-10 

 

秩父別町 

電話受付………………482-99 

ＦＡＸ…………………482-10 

 

雨竜町 

電話受付………………483-99 

ＦＡＸ…………………483-10 

 

北竜町 

電話受付………………484-99 

ＦＡＸ…………………484-10 

 

沼田町 

電話受付………………485-99 

ＦＡＸ…………………485-10 

 

 

石狩振興局管内 

 

札幌市 

電話受付………………220-99 

ＦＡＸ…………………220-10 

災害担当（市消防局） 

      ……235-3-2010 

 

江別市 

電話受付………………221-99 

ＦＡＸ…………………221-10 

 

千歳市 

電話受付………………222-99 

ＦＡＸ…………………222-10 

 

恵庭市 

電話受付………………223-99 

ＦＡＸ…………………223-10 

 

北広島市 

電話受付………………224-99 

ＦＡＸ…………………224-10 

 

石狩市 

電話受付………………225-99 

ＦＡＸ…………………225-10 

 

当別町 

電話受付………………226-99 

ＦＡＸ…………………226-10 

 

新篠津村 

電話受付………………227-99 

ＦＡＸ…………………227-10 

 

 

後志総合振興局
管内 

 

小樽市 

電話受付………………360-99 

ＦＡＸ…………………360-10 

 

島牧村 

電話受付………………361-99 

ＦＡＸ…………………361-10 

 

寿都町 

電話受付………………362-99 

ＦＡＸ…………………362-10 

 

 

黒松内町 

電話受付………………363-99 

ＦＡＸ…………………363-10 

 

蘭越町 

電話受付………………364-99 

ＦＡＸ…………………364-10 

 

ニセコ町 

電話受付………………365-99 

ＦＡＸ…………………365-10 

 

真狩村 

電話受付………………366-99 

ＦＡＸ…………………366-10 

 

留寿都村 

電話受付………………367-99 

ＦＡＸ…………………367-10 

 

喜茂別町 

電話受付………………368-99 

ＦＡＸ…………………368-10 

 

京極町 

電話受付………………369-99 

ＦＡＸ…………………369-10 

 

倶知安町 

電話受付………………370-99 

ＦＡＸ…………………370-10 

 

共和町 

電話受付………………371-99 

ＦＡＸ…………………371-10 

 

岩内町 

電話受付………………372-99 

ＦＡＸ…………………372-10 

 

泊村 

電話受付………………373-99 

ＦＡＸ…………………373-10 

 

神恵内村 

電話受付………………374-99 

ＦＡＸ…………………374-10 

 

積丹町 

電話受付………………375-99 

ＦＡＸ…………………375-10 

 

古平町 

電話受付………………376-99 

ＦＡＸ…………………376-10 

 

仁木町 

電話受付………………377-99 

ＦＡＸ…………………377-10 

 

余市町 

電話受付………………378-99 

ＦＡＸ…………………378-10 

 

赤井川村 

電話受付………………379-99 

ＦＡＸ…………………379-10 

 

 

胆振総合振興局
管内 

 

室蘭市 

電話受付………………760-99 

ＦＡＸ…………………760-10 

災害担当（市消防本部） 

    ……… 760-3-901 

 

苫小牧市 

電話受付………………761-99 

ＦＡＸ…………………761-10 

 

登別市 

電話受付………………762-99 

ＦＡＸ…………………762-10 

 

伊達市 

電話受付………………763-99 

ＦＡＸ…………………763-10 

 

豊浦町 

電話受付………………764-99 

ＦＡＸ…………………764-10 

 

洞爺湖町 

電話受付………………765-99 

ＦＡＸ…………………765-10 

 

壮瞥町 

電話受付………………768-99 

ＦＡＸ…………………768-10 

 

白老町 

電話受付………………769-99 

ＦＡＸ…………………769-10 

 

安平町 

電話受付………………770-99 

ＦＡＸ…………………770-10 

 

厚真町 

電話受付………………772-99 

ＦＡＸ…………………772-10 

 

むかわ町 

電話受付………………773-99 

ＦＡＸ…………………773-10 

 

 

日高振興局管内 

 

日高町 

電話受付………………622-99 

ＦＡＸ…………………622-10 

 

平取町 

電話受付………………621-99 

ＦＡＸ…………………621-10 

 

新冠町 

電話受付………………623-99 

ＦＡＸ…………………623-10 

 

新ひだか町 

電話受付………………624-99 

ＦＡＸ…………………624-10 

 

浦河町 

電話受付………………626-99 

ＦＡＸ…………………626-10 

 

様似町 

電話受付………………627-99 

ＦＡＸ…………………627-10 

 

えりも町 

電話受付………………628-99 

ＦＡＸ…………………628-10 

 

 

渡島総合振興局
管内 

 

函館市 

電話受付………………260-99 

ＦＡＸ…………………260-10 

 

北斗市 

電話受付………………265-99 

ＦＡＸ…………………265-10 

 

松前町 

電話受付………………261-99 

ＦＡＸ…………………261-10 

 

福島町 

電話受付………………262-99 

ＦＡＸ…………………262-10 

 

知内町 

電話受付………………263-99 

ＦＡＸ…………………263-10 

 

木古内町 

電話受付………………264-99 

ＦＡＸ…………………264-10 

 

七飯町 

電話受付………………267-99 

ＦＡＸ…………………267-10 

 

鹿部町 

電話受付………………272-99 

ＦＡＸ…………………272-10 

 

森町 

電話受付………………274-99 

ＦＡＸ…………………274-10 

 

八雲町 

電話受付………………275-99 

ＦＡＸ…………………275-10 

 

長万部町 

電話受付………………276-99 

ＦＡＸ…………………276-10 

 

 

檜山振興局管内 

 

江差町 

電話受付………………320-99 

ＦＡＸ…………………320-10 

 

上ノ国町 

電話受付………………321-99 

ＦＡＸ…………………321-10 

 

厚沢部町 

電話受付………………322-99 

ＦＡＸ…………………322-10 

 

乙部町 

電話受付………………323-99 

ＦＡＸ…………………323-10 

 

奥尻町 

電話受付………………326-99 

ＦＡＸ…………………326-10 

 

せたな町 

電話受付………………328-99 

ＦＡＸ…………………328-10 

 

今金町 
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電話受付………………329-99 

ＦＡＸ…………………329-10 

 

 

上川総合振興局
管内 

 

旭川市 

電話受付………………560-99 

ＦＡＸ…………………560-10 

 

士別市 

電話受付………………561-99 

ＦＡＸ…………………561-10 

 

名寄市 

電話受付………………562-99 

ＦＡＸ…………………562-10 

 

富良野市 

電話受付………………563-99 

ＦＡＸ…………………563-10 

 

幌加内町 

電話受付………………486-99 

ＦＡＸ…………………486-10 

 

鷹栖町 

電話受付………………564-99 

ＦＡＸ…………………564-10 

 

東神楽町 

電話受付………………565-99 

ＦＡＸ…………………565-10 

 

当麻町 

電話受付………………566-99 

ＦＡＸ…………………566-10 

 

比布町 

電話受付………………567-99 

ＦＡＸ…………………567-10 

 

愛別町 

電話受付………………568-99 

ＦＡＸ…………………568-10 

 

上川町 

電話受付………………569-99 

ＦＡＸ…………………569-10 

 

東川町 

電話受付………………570-99 

ＦＡＸ…………………570-10 

 

美瑛町 

電話受付………………571-99 

ＦＡＸ…………………571-10 

 

上富良野町 

電話受付………………572-99 

ＦＡＸ…………………572-10 

 

中富良野町 

電話受付………………573-99 

ＦＡＸ…………………573-10 

 

南富良野町 

電話受付………………574-99 

ＦＡＸ…………………574-10 

 

占冠村 

電話受付………………575-99 

ＦＡＸ…………………575-10 

 

和寒町 

電話受付………………576-99 

ＦＡＸ…………………576-10 

 

剣淵町 

電話受付………………577-99 

ＦＡＸ…………………577-10 

 

下川町 

電話受付………………580-99 

ＦＡＸ…………………580-10 

 

美深町 

電話受付………………581-99 

ＦＡＸ…………………581-10 

 

音威子府村 

電話受付………………582-99 

ＦＡＸ…………………582-10 

 

中川町 

電話受付………………583-99 

ＦＡＸ…………………583-10 

 

 

留萌振興局管内 

 

留萌市 

電話受付………………420-99 

ＦＡＸ…………………420-10 

 

増毛町 

電話受付………………421-99 

ＦＡＸ…………………421-10 

 

小平町 

電話受付………………422-99 

ＦＡＸ…………………422-10 

 

苫前町 

電話受付………………423-99 

ＦＡＸ…………………423-10 

 

羽幌町 

電話受付………………424-99 

ＦＡＸ…………………424-10 

 

初山別村 

電話受付………………425-99 

ＦＡＸ…………………425-10 

 

遠別町 

電話受付………………426-99 

ＦＡＸ…………………426-10 

 

天塩町 

電話受付………………427-99 

ＦＡＸ…………………427-10 

 

 

宗谷総合振興局
管内 

 

稚内市 

電話受付………………520-99 

ＦＡＸ…………………520-10 

 

幌延町 

電話受付………………428-99 

ＦＡＸ…………………428-10 

 

猿払村 

電話受付………………521-99 

ＦＡＸ…………………521-10 

 

浜頓別町 

電話受付………………522-99 

ＦＡＸ…………………522-10 

 

中頓別町 

電話受付………………523-99 

ＦＡＸ…………………523-10 

 

枝幸町 

電話受付………………524-99 

ＦＡＸ…………………524-10 

 

豊富町 

電話受付………………526-99 

ＦＡＸ…………………526-10 

 

礼文町 

電話受付………………527-99 

ＦＡＸ…………………527-10 

 

利尻町 

電話受付………………528-99 

ＦＡＸ…………………528-10 

 

利尻富士町 

電話受付………………529-99 

ＦＡＸ…………………529-10 

 

 

オホーツク総合
振興局管内 

 

北見市 

電話受付………………660-99 

ＦＡＸ…………………660-10 

 

網走市 

電話受付………………661-99 

ＦＡＸ…………………661-10 

 

紋別市 

電話受付………………662-99 

ＦＡＸ…………………662-10 

 

大空町 

電話受付………………664-99 

ＦＡＸ…………………664-10 

 

美幌町 

電話受付………………665-99 

ＦＡＸ…………………665-10 

 

津別町 

電話受付………………666-99 

ＦＡＸ…………………666-10 

 

斜里町 

電話受付………………667-99 

ＦＡＸ…………………667-10 

 

清里町 

電話受付………………668-99 

ＦＡＸ…………………668-10 

 

小清水町 

電話受付………………669-99 

ＦＡＸ…………………669-10 

 

訓子府町 

電話受付………………671-99 

ＦＡＸ…………………671-10 

 

置戸町 

電話受付………………672-99 

ＦＡＸ…………………672-10 

 

佐呂間町 

電話受付………………674-99 

ＦＡＸ…………………674-10 

 

遠軽町 

電話受付………………677-99 

ＦＡＸ…………………677-10 

 

湧別町 

電話受付………………680-99 

ＦＡＸ…………………680-10 

 

滝上町 

電話受付………………682-99 

ＦＡＸ…………………682-10 

 

興部町 

電話受付………………683-99 

ＦＡＸ…………………683-10 

 

西興部村 

電話受付………………684-99 

ＦＡＸ…………………684-10 

 

雄武町 

電話受付………………685-99 

ＦＡＸ…………………685-10 

 

 

 

帯広市 

電話受付………………860-99 

ＦＡＸ…………………860-10 

 

音更町 

電話受付………………861-99 

ＦＡＸ…………………861-10 

 

士幌町 

電話受付………………862-99 

ＦＡＸ…………………862-10 

 

上士幌町 

電話受付………………863-99 

ＦＡＸ…………………863-10 

 

鹿追町 

電話受付………………864-99 

ＦＡＸ…………………864-10 

 

新得町 

電話受付………………865-99 

ＦＡＸ…………………865-10 

 

清水町 

電話受付………………866-99 

ＦＡＸ…………………866-10 

 

芽室町 

電話受付………………867-99 

ＦＡＸ…………………867-10 

 

中札内村 

電話受付………………868-99 

ＦＡＸ…………………868-10 

 

更別村 

電話受付………………869-99 

ＦＡＸ…………………869-10 

 

大樹町 

電話受付………………871-99 

ＦＡＸ…………………871-10 

 

広尾町 

電話受付………………872-99 

ＦＡＸ…………………872-10 

 

幕別町 

電話受付………………873-99 

ＦＡＸ…………………873-10 

 

池田町 

電話受付………………874-99 

ＦＡＸ…………………874-10 

 

豊頃町 

電話受付………………875-99 

ＦＡＸ…………………875-10 

 

本別町 

電話受付………………876-99 

ＦＡＸ…………………876-10 

 

足寄町 

電話受付………………877-99 

ＦＡＸ…………………877-10 

 

陸別町 

電話受付………………878-99 

ＦＡＸ…………………878-10 

 

浦幌町 

電話受付………………879-99 

ＦＡＸ…………………879-10 

 

 

釧路総合振興局
管内 

 

釧路市 

電話受付………………720-99 

ＦＡＸ…………………720-10 

 

釧路町 

電話受付………………721-99 

ＦＡＸ…………………721-10 

 

厚岸町 

電話受付………………722-99 

ＦＡＸ…………………722-10 

 

浜中町 

電話受付………………723-99 

ＦＡＸ…………………723-10 

 

標茶町 

電話受付………………724-99 

ＦＡＸ…………………724-10 

 

弟子屈町 

電話受付………………725-99 

ＦＡＸ…………………725-10 

 

鶴居村 

電話受付………………727-99 

ＦＡＸ…………………727-10 

 

白糠町 

電話受付………………728-99 

ＦＡＸ…………………728-10 

 

 

根室振興局管内 

 

根室市 

電話受付………………820-99 

ＦＡＸ…………………820-10 

 

別海町 

電話受付………………821-99 

ＦＡＸ…………………821-10 

 

中標津町 

電話受付………………822-99 

ＦＡＸ…………………822-10 

 

標津町 

電話受付………………823-99 

ＦＡＸ…………………823-10 

 

羅臼町 

電話受付………………824-99 

ＦＡＸ…………………824-10 

 

 

消防機関 

001 

 

石狩振興局管内 

札幌市消防局 

総務部 

十勝総合振興局 
管内 
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総務課…………235-3-2010 

職員課…………235-3-2020 

施設管理課……235-3-2030 

ＦＡＸ…………235-4-3010 

予防部 

予防課…………235-3-2040 

指導課…………235-3-2050 

ＦＡＸ…………235-4-3040 

警防部 

消防救助課……235-3-2060 

救急課…………235-3-2070 

指令課…………235-3-2080 

ＦＡＸ…………235-4-3070 

       235-4-3080 

中央消防署 

予防課…………235-3-2120 

警防課…………235-3-2130 

ＦＡＸ…………235-4-3120 


