女性が様々なライフ
ステージで活躍する
「道しるべ」となるよう、
留萌振興局管内の
関係機関が対応す
る女性の活躍支援
に関する業務を『輝く
女性応援ナビ』と呼
称し、まとめました。

萌っ子Ⓒ沿岸バス
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就 労

就職・転職（全般）

就職に関する相談、情報提供などを行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌公共職業安定所（ハローワーク留萌）

留萌市大町２丁目１２ 留萌地方合同庁舎

0164-42-0388

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

留萌振興局

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8440

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/index.htm

札幌市中央区北４条西５丁目 大樹生命札幌共同ビル７階

011-209-4510

旭川市２条通７丁目２２７-１ マルカツデパート５階 旭川まちなかしごとプラザ内

0166-26-8808

札幌市中央区北４条西５丁目 大樹生命札幌共同ビル７階

011-209-4510

札幌市中央区北４条西５丁目 大樹生命札幌共同ビル７階

011-209-4510

旭川市２条通７丁目２２７-１ マルカツデパート５階 旭川まちなかしごとプラザ内

0166-26-8808

商工労働観光課商工労働係

ジョブカフェ北海道（北海道若年者就職支援センター） ★
※対象：正規の就職活動をしている４４歳以下の方
マザーズ・キャリアカフェ ★
※対象：復職希望の女性、子育て中の母親、母子家庭の女性など
ジョブサロン北海道（北海道中高年者就職支援センター） ★
※対象：３５歳以上の方

http://www.jobcafe-h.jp
http://www.jobcafe-h.jp/lgl/mothers%20index.html
http://www.jobcafe-h.jp/

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

経済港湾課経済振興係

増毛町

商工観光課商工観光係

小平町

経済課商工水産係

苫前町
羽幌町

所在地

電話番号

URL

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1840

http://e-rumoi.jp/keizai/14keizaikouwan.htm

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3332

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/shokokanko/index.html

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

商工労働観光課商工労働観光係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2212

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/index.html

商工観光課商工労働係

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7007

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課水産商工係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

経済課商工観光係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/keizai/

天塩町

商工観光課商工労働係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

情報提供
情報提供

情報提供

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署
留萌地域人材開発センター（パワスポ留萌）研修課

所在地
情報提供

電話番号

留萌市南町１丁目１７

0164-42-0348
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URL
http://www.psrumoi.or.jp/

就 労

就職・転職（農業）

就農に関する相談、情報提供などを行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

農務課農業経営係

（公財）北海道農業公社（北海道農業担い手育成センター） ★

所在地

電話番号

URL

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8483

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/index.htm

札幌市中央区北５条西６丁目１-23 北海道通信ビル６階

011-271-2255

http://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

農林水産課農政係

増毛町

農林水産課農林係

増毛町

農業委員会事務局

小平町

経済課農林係

苫前町

農林水産課農政係

羽幌町

農林水産課農政係

所在地

電話番号

留萌市幸町１丁目１１

URL

0164-42-1837

http://e-rumoi.jp/nousui/13nousui.htm

0164-53-1117

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/norinsuisan/index.html

0164-53-1116

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/nogyo/index.html

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

苫前町字旭３７－１

0164-64-2314

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/norinsuisan/index.html

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7008

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課農林畜産係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

経済課農政係（農業担い手センター）

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/nourin/

天塩町

農林水産課農業振興対策室

天塩町新栄通８丁目１４６６番地１１３

01632-2-1001(内162)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

増毛町弁天町３丁目６１番地

情報提供

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

南るもい農業協同組合

幌糠支所生産販売係

留萌市幌糠１９５４番地

0164-46-1211

http://ja-minamirumoi.or.jp/

南るもい農業協同組合

増毛支所生産販売係

増毛町南畠中町５丁目１６２番地１

0164-53-2027

http://ja-minamirumoi.or.jp/news/archives/cat22/

南るもい農業協同組合

農業振興部営農係

小平町字小平町２５５番地

0164-56-2211

http://ja-minamirumoi.or.jp/

苫前農業協同組合

農業振興部営農振興課

苫前町字古丹別２０３－１

0164-65-4412

http://www.ja-tomamae.jp/

オロロン農業協同組合

農業振興部営農課営農係

羽幌町南６条２丁目１６番地の４

0164-62-2141

オロロン農業協同組合

初山別支所営農係

初山別村字豊岬１８７番地の１

0164-67-2121

オロロン農業協同組合

遠別支所営農係

遠別町本町３丁目７６番地６８

01632-7-2511

天塩町農業協同組合

営農部営農振興係

天塩町新地通６丁目２３４３番地

01632-2-1050
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就 労

就職・転職（漁業）

漁業就業に関する相談、情報提供などを行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

水産課漁政係

所在地

情報提供

北海道漁業就業支援協議会 ★

電話番号

URL

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8469

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/index.htm

札幌市中央区北３条西７丁目 北海道水産ビル北海道水産会内

011-280-3007

http://h-suisankai.or.jp/conference/

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

農林水産課水産係

情報提供

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1837

http://e-rumoi.jp/nousui/13nousui.htm

増毛町

農林水産課水産係

情報提供

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-1117

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/norinsuisan/index.html

小平町

経済課商工水産係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

苫前町

農林水産課水産林務係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2314

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/norinsuisan/index.html

羽幌町

農林水産課水産林務係

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7008

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/shoko/

天塩町新栄通８丁目１４６６番地１１３

01632-2-1001(内235)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

情報提供

初山別村 経済課水産商工係
遠別町

経済課商工観光係

天塩町

農林水産課水産林政係

情報提供

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

新星マリン漁業協同組合 総務指導課

留萌市明元町５丁目３番地

0164-43-1111

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok069.htm

増毛漁業協同組合

総務指導課

増毛町港町４６番地

0164-53-1555

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok070.htm

北るもい漁業協同組合

総務部

羽幌町港町１丁目３６番地

0164-62-1291

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok068.htm

遠別漁業協同組合

管理課

遠別町字本町３丁目１０１番地１

01632-7-2235

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok067.htm

就 労

就職・転職（教育）

市町村立小中学校教員の産休・育休の代替等のため、臨時的任用教員や時間講師などを随時募集しています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌教育局

所在地

企画総務課教職員係

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8093

URL
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/rky/index.htm

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

教育委員会学校教育課庶務係

増毛町

教育委員会総務学校課総務係

小平町

教育委員会管理課学校教育係

苫前町

教育委員会子ども教育課子ども教育係

羽幌町

教育委員会学校管理課学校教育係

所在地

電話番号

URL

留萌市幸町１丁目１４

0164-42-3006

http://e-rumoi.jp/gakkoukyouiku/21kyouiku.html

増毛町南畠中町２丁目２５番地

0164-53-2427

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kyouiku/index.html

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000356.html

苫前町字旭３７－１

0164-64-2384

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kyoiku/kanri/index.html

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7010

http://www.town.haboro.lg.jp/gikai-iinkai/kyouikuiinkai/index.html

初山別村 教育委員会総務係

初山別村字初山別１５５-１

0164-67-2136

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=kyouikuiinkai

遠別町

教育委員会学校教育係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2353

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/kyouiku/

天塩町

教育委員会

天塩町海岸通５丁目

01632-2-1026

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=686

情報提供

情報提供
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就 労

起業（全般）

中小企業やＮＰＯ法人等の起業（創業）に関する相談等を受けています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署

所在地

創業サポート相談室（留萌振興局商工労働観光課内）

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8440

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/index.htm

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

経済港湾課経済振興係

増毛町

商工観光課商工観光係

小平町

経済課商工水産係

苫前町

総合政策室総合政策係 ※ＮＰＯ法人

所在地

情報提供

商工労働観光課商工労働観光係 ※中小企業
羽幌町

商工観光課商工労働係 ※中小企業

情報提供

地域振興課政策推進係 ※ＮＰＯ法人

情報提供

情報提供

電話番号

URL

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1840

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3332

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/shokokanko/index.html

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

苫前町字旭３７－１

0164-64-2212
0164-68-7007

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7013

http://e-rumoi.jp/keizai/14keizaikouwan.htm

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kikakushinko/index.html
http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/index.html
https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課水産商工係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

経済課商工観光係 ※企業化支援補助金関係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/shoko/

天塩町

商工観光課商工労働係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=678

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌中小企業相談所（留萌商工会議所指導課内）

留萌市錦町１丁目１－１５

0164-42-2058

http://www.rumoi.or.jp/

増毛町商工会

増毛町稲葉町１丁目９

0164-53-2319

http://www.mashike-sci.jp/

小平町商工会

小平町字小平町３８９の２番地

0164-59-1111

http://www.vm-net.ne.jp/obira-sci/

苫前町商工会

苫前町字古丹別１８７番地

0164-65-4121

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=89

羽幌町商工会

羽幌町南３条２丁目３番地

0164-62-2209

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=16

初山別村商工会

初山別村字初山別９６－２

0164-67-2911

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=51

遠別商工会

遠別町字本町４丁目１－２５ 遠別町生涯学習センターマナピィ・２１内

01632-7-2245

https //r.goope.jp/embetsu-shokokai

天塩町商工会

天塩町新開通４丁目７２２７－２

01632-2-1045

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=97
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就 労

起業（農業）

農産物の加工、販売、６次産業化などの相談、情報提供、指導等を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌振興局

農務課主査（食品政策）

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8490

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/index.htm

留萌振興局

留萌農業改良普及センター

羽幌町南６条２丁目１６－４

0164-62-1779

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/index/index2.htm

留萌振興局

留萌農業改良普及センター 南留萌支所

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8493

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/index/south-top.htm

札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階

011-200-0013

http://www.hsc.or.jp/gaiyo/keiei/project/rokujisupport.htm

北海道６次産業化サポートセンター（（公財）北海道中小企業総合支援センター） ★

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

農林水産課農政係

増毛町

農林水産課農林係

増毛町

農業委員会事務局

小平町

企画振興課企画振興係

小平町

経済課農林係

苫前町

農林水産課農政係

苫前町

商工労働観光課商工労働観光係 ※６次産業化支援

羽幌町

農林水産課農政係

羽幌町

商工観光課商工労働係

情報提供

所在地

電話番号

留萌市幸町１丁目１１
増毛町弁天町３丁目６１番地

情報提供

小平町字小平町２１６番地

http://e-rumoi.jp/nousui/13nousui.htm

0164-53-1117

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/norinsuisan/index.html

0164-53-1116

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/nogyo/index.html

0164-56-2111

苫前町字旭３７－１

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000350.html
http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

0164-64-2314

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/norinsuisan/index.html

0164-64-2212

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/index.html

0164-68-7008

羽幌町南町１番地の１

URL

0164-42-1837

0164-68-7007

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課農林畜産係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

経済課商工観光係 ※企業化支援補助金関係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/shoko/

天塩町

農林水産課農政係

天塩町新栄通８丁目１４６６番地１１３

01632-2-1001(内238)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署
南るもい農業協同組合

幌糠支所生産販売係

所在地

電話番号
0164-46-1211

http://ja-minamirumoi.or.jp/

増毛支所生産販売係

増毛町南畠中町５丁目１６２番地１

0164-53-2027

http://ja-minamirumoi.or.jp/news/archives/cat22/

農業振興部営農係

小平町字小平町２５５番地

0164-56-2211

http://ja-minamirumoi.or.jp/
http://www.ja-tomamae.jp/

苫前農業協同組合

農業振興部営農振興課

苫前町字古丹別２０３－１

0164-65-4412

オロロン農業協同組合

農業振興部営農課営農係

羽幌町南６条２丁目１６番地の４

0164-62-2141

初山別支所営農係

初山別村字豊岬１８７番地の１

0164-67-2121

遠別支所営農係

遠別町本町３丁目７６番地６８

01632-7-2511

天塩町新地通６丁目２３４３番地

01632-2-1050

天塩町農業協同組合

URL

留萌市幌糠１９５４番地

営農部営農振興係
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就 労

起業（漁業）

水産物の加工、販売、６次産業化などの相談、情報提供、指導等を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

水産課漁政係

情報提供

北海道６次産業化サポートセンター（（公財）北海道中小企業総合支援センター） ★

所在地

電話番号

URL

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8469

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/index.htm

札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階

011-200-0013

http://www.hsc.or.jp/gaiyo/keiei/project/rokujisupport.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

農林水産課水産係

情報提供

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1837

http://e-rumoi.jp/nousui/13nousui.htm

増毛町

農林水産課水産係

情報提供

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-1117

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/norinsuisan/index.html

小平町

企画振興課企画振興係

小平町

経済課商工水産係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

苫前町

農林水産課水産林務係

苫前町

商工労働観光課商工労働観光係 ※６次産業化支援

羽幌町

農林水産課水産林務係

羽幌町

情報提供

商工観光課商工労働係

苫前町字旭３７－１

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

0164-64-2314

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/norinsuisan/index.html

0164-64-2212

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/index.html

0164-68-7008

羽幌町南町１番地の１

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000350.html

0164-68-7007

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課水産商工係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

経済課商工観光係 ※企業化支援補助金関係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/shoko/

天塩町

農林水産課水産林政係

天塩町新栄通８丁目１４６６番地１１３

01632-2-1001(内235)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署
新星マリン漁業協同組合

所在地

電話番号

URL

総務指導課

留萌市明元町５丁目３番地

0164-43-1111

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok069.htm

増毛漁業協同組合

総務指導課

増毛町港町４６番地

0164-53-1555

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok070.htm

北るもい漁業協同組合

総務部

羽幌町港町１丁目３６番地

0164-62-1291

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok068.htm

遠別漁業協同組合

管理課

遠別町字本町３丁目１０１番地１

01632-7-2235

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok067.htm
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補助・融資

補助（助成）・融資

対象となる方への起業に要する経費の補助制度及び創業支援資金融資制度などを行っています。
◇ 補 助（助 成）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

経済産業省

北海道経済産業局

札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎

011-709-2311

https://www.hkd.meti.go.jp/index.htm

厚生労働省

北海道労働局

札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎 ３・６・８・９階

011-709-2311

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/home.html

札幌市中央区北３条西６丁目

011-231-4111

（公財）北海道中小企業総合支援センター

札幌市中央区北１条西２丁目経済センタービル９階

011-232-2001

https://www.hsc.or.jp/

北海道商工会

札幌市中央区北１条西７丁目１番地 プレスト１・７ビル ４階

011-251-0101

http://www.do-shokoren.or.jp/

北海道

経済部産業振興局産業振興課

北海道

経済部産業振興局環境・エネルギー室

北海道

建設部建設管理課

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/sgs/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/index.htm

◇ 融資
機関・担当部署
北海道

経済部地域経済局中小企業課

（公財）北海道中小企業総合支援センター

所在地

電話番号

URL

札幌市中央区北３条西６丁目

011-231-4111

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/index.htm

札幌市中央区北１条西２丁目経済センタービル９階

011-232-2001

https://www.hsc.or.jp/
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地域活動・生涯学習

農

業

女性農業者の組織活動、学習活動や経営参画に関する相談、情報提供、指導等を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌振興局

農務課農務経営係

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8483

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/index.htm

留萌振興局

留萌農業改良普及センター

羽幌町南６条２丁目１６－４

0164-62-1779

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/index/index2.htm

留萌振興局

留萌農業改良普及センター 南留萌支所

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8493

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/index/south-top.htm

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

農林水産課農政係

増毛町

農林水産課農林係

増毛町

農業委員会事務局

小平町

経済課農林係

苫前町

農林水産課農政係

羽幌町

農林水産課農政係

情報提供

所在地

電話番号

留萌市幸町１丁目１１

http://e-rumoi.jp/nousui/13nousui.htm

0164-53-1117

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/norinsuisan/index.html

0164-53-1116

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/nogyo/index.html

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

苫前町字旭３７－１

0164-64-2314

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/norinsuisan/index.html

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7008

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/nourin/

天塩町新栄通８丁目１４６６番地１１３

01632-2-1001(162)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

増毛町弁天町３丁目６１番地

情報提供

初山別村 経済課農林畜産係
遠別町

経済課農政係

天塩町

農林水産課農業振興対策室

情報提供

URL

0164-42-1837

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署
南るもい農業協同組合

幌糠支所生産販売係

所在地

電話番号
0164-46-1211

http://ja-minamirumoi.or.jp/

増毛支所生産販売係

増毛町南畠中町５丁目１６２番地１

0164-53-2027

http://ja-minamirumoi.or.jp/news/archives/cat22/

農業振興部営農係

小平町字小平町２５５番地

0164-56-2211

http://ja-minamirumoi.or.jp/
http://www.ja-tomamae.jp/

苫前農業協同組合

農業振興部営農振興課

苫前町字古丹別２０３－１

0164-65-4412

オロロン農業協同組合

農業振興部営農課営農係

羽幌町南６条２丁目１６番地の４

0164-62-2141

初山別支所営農係

初山別村字豊岬１８７番地の１

0164-67-2121

遠別支所営農係

遠別町本町３丁目７６番地６８

01632-7-2511

天塩町新地通６丁目２３４３番地

01632-2-1050

天塩町農業協同組合

URL

留萌市幌糠１９５４番地

営農部営農振興係

8 ページ

地域活動・生涯学習

漁

業

漁村女性の地域活動、学習活動等の相談、情報提供、支援などを行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

水産課漁政係

所在地

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8469

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/index.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

農林水産課水産係

情報提供

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1837

http://e-rumoi.jp/nousui/13nousui.htm

増毛町

農林水産課水産係

情報提供

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-1117

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/norinsuisan/index.html

小平町

経済課商工水産係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

苫前町

農林水産課水産林務係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2314

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/norinsuisan/index.html

羽幌町

農林水産課水産林務係

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7008

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/shoko/

天塩町新栄通８丁目１４６６番地１１３

01632-2-1001(内235)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

情報提供

初山別村 経済課水産商工係
遠別町

経済課商工観光係

天塩町

農林水産課水産林政係

情報提供

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

新星マリン漁業協同組合 総務指導課

留萌市明元町５丁目３番地

0164-43-1111

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok069.htm

増毛漁業協同組合

総務指導課

増毛町港町46番地

0164-53-1555

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok070.htm

北るもい漁業協同組合

総務部

羽幌町港町１丁目36番地

0164-62-1291

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok068.htm

遠別漁業協同組合

管理課

遠別町字本町３丁目101番地１

01632-7-2235

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz06gok/gok067.htm
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地域活動

全

般

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）設立に関する相談・助言や市民活動、ボランティアに関する情報提供を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

所在地

環境生活課道民生活係

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8430

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/seikatsu/siminkatudou.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

政策調整課まちづくり推進係

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1809

http://www.e-rumoi.jp/rumoi-hp/03gyousei/01kikaku/01kikaku.htm

増毛町

町民課町民環境係

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-1112

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/chomin/index.html

小平町

企画振興課企画振興係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000350.html

苫前町

総合政策室

苫前町字旭３７－１

0164-64-2212

http://www.town.tomamae.lg.jp/

羽幌町

地域振興課政策推進係

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7013

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 企画振興室企画振興係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=soumuka

天塩町

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内124)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

情報提供

情報提供

住民課住民振興係

地域活動

学

校

学習支援や体験活動のボランティアに関する情報提供などを行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌教育局

所在地

教育支援課社会教育指導班

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8104

URL
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/rky/index.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

教育委員会生涯学習課生涯学習係

情報提供

留萌市幸町１丁目１４番地 東分庁舎１階

0164-42-0435

http://e-rumoi.jp/syougaigakusyu/28syougaigakusyu.html

増毛町

教育委員会地域学習課社会教育係

情報提供

増毛町南畠中町２丁目25番地

0164-53-2427

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kyouiku/index.html

小平町

教育委員会社会教育課社会教育係

小平町字小平町３５６－２(小平町文化交流センター内）

0164-56-9500

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000356.html

苫前町

教育委員会社会教育課

苫前町字古丹別１８７－１５ 苫前町公民館

0164-65-4076

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kyoiku/shakaikyoiku/index.html

羽幌町

教育委員会学校管理課学校教育係 ※学習支援

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7010

羽幌町

教育委員会社会教育課社会教育係 ※体験ボランティア

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

羽幌町南６条２丁目１６番地の１ 中央公民館内

0164-62-1178

初山別村 教育委員会社会教育係

初山別村字初山別１５５－１

0164-67-2136

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=kyouikuiinkai

遠別町

教育委員会社会教育係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2353

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/kyouiku/

天塩町

教育委員会

天塩町海岸通５丁目

01632-2-1026

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/
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生涯学習
生涯学習や講座等に関する情報提供などを行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌教育局

所在地

教育支援課社会教育指導班

道民カレッジ事務局 ★

電話番号

URL

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8104

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/rky/index.htm

札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ビル９階

011-204-5780

http://manabi.pref.hokkaido.jp/hsgk/college/

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

教育委員会生涯学習課生涯学習係

増毛町

教育委員会地域学習課社会教育係

小平町

教育委員会社会教育課社会教育係

苫前町
羽幌町

所在地

電話番号

URL

留萌市幸町１丁目１４ 東分庁舎１階

0164-42-0435

http://e-rumoi.jp/syougaigakusyu/28syougaigakusyu.html

増毛町南畠中町２丁目２５番地

0164-53-2427

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kyouiku/index.html

小平町字小平町３５６－２(小平町文化交流センター内）

0164-56-9500

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000356.html

教育委員会社会教育課

苫前町字古丹別１８７－１５ 苫前町公民館

0164-65-4076

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kyoiku/shakaikyoiku/index.html

教育委員会社会教育課社会教育係

羽幌町南６条２丁目１６番地の１ 中央公民館内

0164-62-1178

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 教育委員会社会教育係

初山別村字初山別１５５－１

0164-67-2136

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=kyouikuiinkai

遠別町

教育委員会社会教育係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2353

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/kyouiku/

天塩町

教育委員会

天塩町海岸通５丁目

01632-2-1026

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

活躍の基盤整備

情報提供

健康問題

妊娠・出産、養育支援、性、精神保健に関すること等の相談を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
女性の健康サポートセンター（留萌振興局保健行政室健康推進課内）

所在地

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8327

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/jyosei.pdf

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

保健医療課保健指導係

留萌市五十嵐町１丁目１０ 留萌市保健福祉センターはーとふる

0164-49-6050

http://e-rumoi.jp/hokeniryou/11hokeniryou.htm

増毛町

福祉厚生課保健指導係

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3111

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/index.html

小平町

保健福祉課健康づくり係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000355.html

苫前町

保健福祉課保健係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2215

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/hoken/index.html

羽幌町

健康支援課保健係

羽幌町南６条３丁目１４ すこやか健康センター

0164-62-6020

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 住民課健康福祉係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=juuminka

遠別町

福祉課保健指導係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2125

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/

天塩町

福祉課ふれあい係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内142)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/
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活躍の基盤整備

子育て支援 （全般）

育児相談や子育ての指導など、子育て家庭に対する支援を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

社会福祉課子ども子育て支援室子ども子育て支援係

所在地

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8325

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/toppage.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

留萌市

教育委員会子育て支援センター

留萌市五十嵐町１丁目１０

0164-42-4150

増毛町

福祉厚生課保健指導係

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3111

子育て支援センター

増毛町南畠中町２丁目３５番地の２

0164-53-2879

小平町

保健福祉課健康づくり係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

小平町

小平幼稚園

小平町字小平町３２７番地の３

0164-56-2155

小平町

鬼鹿幼稚園

小平町字鬼鹿港町２８３番地

0164-57-1353

苫前町

保健福祉課保健係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2215

羽幌町

健康支援課保健係

羽幌町南６条３丁目１４ すこやか健康センター

0164-62-6020

羽幌町

子育て支援センター

羽幌町南６条３丁目１４ すこやか健康センター内

0164-62-1656

初山別村 住民課健康福祉係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

遠別町

福祉課保健指導係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2125

遠別町

遠別町子育て支援センター

遠別町字本町５丁目１５番地１

01632-7-2744

天塩町

福祉課ふれあい係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内142)

URL
http://www.e-rumoi.jp/kodomo/guide/kosodateshien.htm
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/index.html

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000355.html
http://www.town.tomamae.lg.jp/section/hoken/index.html
https://www.town.haboro.lg.jp/index.html
http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=juuminka
http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/
http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

ファミリーサポートセンターは、子育ての援助をしてほしい方の要望に応じて、子育ての援助をしてあげたい人を紹介し、有償でお子さんを預かります。
◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市教育委員会

子育て支援課子育て支援係

所在地

電話番号

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1808

URL
http://www.e-rumoi.jp/kodomo/guide/familysupport.htm

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署
NPOおたすけママくらぶ

所在地

電話番号

留萌市本町３丁目６０留萌十字街西ビル内１階

080-6085-5458
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URL
https://otasukemamakurabu.jimdofree.com/

活躍の基盤整備

子育て支援 （児童）

保護者が労働就労等で家庭にいない小学生を対象に、学校の余裕教室等を利用した「放課後児童クラブ」を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

所在地

社会福祉課子ども子育て支援室子ども子育て支援係
情報提供

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8325

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/toppage.htm

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

教育委員会子育て支援課支援事業推進係

増毛町

教育委員会総務学校課こども係

増毛町

学童保育マーシーくらぶ

小平町

保健福祉課福祉係

苫前町
羽幌町

所在地

電話番号

URL

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1808

http://www.e-rumoi.jp/kodomo/guide/rusukatei.htm

増毛町南畠中町２丁目２５番地

0164-53-2427

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kyouiku/index.html

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000355.html

教育委員会子ども教育課子ども教育係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2384

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kyoiku/kanri/index.html

福祉課子ども係

羽幌町南町１番地の１

0164-62-6020

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村字初山別９６ー１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=juuminka

初山別村 住民課健康福祉係

情報提供

遠別町

認定子ども園 遠別町幼児センターきらり

遠別町字本町５丁目１５番地１

01632-7-2744

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/youjicenter/

天塩町

福祉課福祉係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内132)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

活躍の基盤整備

経済問題 （貸付金）

母子･父子家庭、寡婦の経済的自立を助け、扶養児童（子）の福祉を増進するため、資金の貸付を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

所在地

社会福祉課子ども子育て支援室子ども子育て支援係

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8325

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/toppage.htm

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

教育委員会子育て支援課子育て支援係

増毛町
小平町
羽幌町

所在地

電話番号

URL

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1808

http://www.e-rumoi.jp/kodomo/guide/rusukatei.htm

福祉厚生課民生係

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3111

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/index.html

保健福祉課福祉係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000355.html

福祉課子ども係

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7004

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 住民課健康福祉係

初山別村字初山別９６ー１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=juuminka

遠別町

福祉課福祉係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2114

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/

天塩町

福祉課福祉係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内132)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

情報提供

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署
増毛町

社会福祉協議会

所在地

電話番号

増毛町南畠中町２丁目

0164-53-3600
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URL
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/index.html

活躍の基盤整備

経済問題 （生活保護）

生活保護に関する相談・助言や情報提供などを行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署

所在地

電話番号

留萌振興局

社会福祉保護係

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8318

留萌振興局

天塩社会福祉事務出張所

天塩町新栄通９丁目

01632-2-1080

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/toppage.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

社会福祉課保護指導係

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1807

http://e-rumoi.jp/syakaifukushi/09syafuku.htm

増毛町

福祉厚生課民生係

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3111

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/index.html

小平町

保健福祉課福祉係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000355.html

苫前町

保健福祉課福祉係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2215

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/hoken/index.html

羽幌町

福祉課社会福祉係

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7004

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 住民課健康福祉係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=juuminka

遠別町

福祉課福祉係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2114

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/

天塩町

福祉課福祉係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内132)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

活躍の基盤整備

経済問題 （生活困窮）

生活に困窮している方の多様な問題に対して、相談支援を行っています。
◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

社会福祉課地域福祉係

特定非営利活動法人ウェルアナザーデザイン（※振興局委託契約）

所在地

電話番号

URL

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8317

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/toppage.htm

留萌市栄町２丁目６－３

0164-56-1662

http://wel-support.jimdo.com/

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

社会福祉課社会福祉係

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1807

http://e-rumoi.jp/syakaifukushi/09syafuku.htm

増毛町

福祉厚生課保健指導係

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3111

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/index.html

小平町

保健福祉課福祉係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000355.html

苫前町

保健福祉課福祉係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2215

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/hoken/index.html

羽幌町

福祉課社会福祉係

羽幌町南町１番地１

0164-68-7004

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 住民課健康福祉係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=juuminka

遠別町

福祉課福祉係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2114

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/

天塩町

福祉課福祉係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内132)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/
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活躍の基盤整備

ＤＶ

セクハラやＤＶ（配偶者暴力）など女性をめぐる人権についての相談や男女平等（共同）参画を阻害すると認められるもの（性別を理由とする差別的な取扱いなど）に関する申出などを受けています。

◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
旭川地方法務局

留萌支局

留萌人権擁護委員会協議会

所在地

電話番号

留萌市大町２丁目１２ 留萌地方合同庁舎

0164-42-0492

留萌市大町２丁目１２ 留萌地方合同庁舎

0164-42-0492

URL
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa

女性の人権ホットライン【全国共通】 ★

0570-070-810

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html

みんなの人権１１０番【全国共通】 ★

0570-003-110

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

留萌振興局

環境生活課道民生活係

0164-42-8430
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/seikatsu/haiguusya.htm
(DV専用:0164-43-0011)

留萌市住之江町２丁目１－２

◆ 市町村
機関・担当部署
留萌市

教育委員会子育て支援課子育て支援係（家庭児童相談室）
※DV、児童関係のみ
市民課市民相談担当

増毛町

所在地

電話番号

留萌市幸町１丁目１１

情報提供

町民課戸籍係
福祉厚生課保健指導係

※DV関係のみ

増毛町弁天町３丁目６１番地

URL

0164-42-1808

http://www.e-rumoi.jp/kodomo/guide/rusukatei.htm

0164-56-5003

http://e-rumoi.jp/shimin/05simin.htm

0164-53-1112

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/chomin/koseki/jinkenyogoiin/

0164-53-3111

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/hukusikousei/index.html

小平町

総務課住民係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000717.html

苫前町

保健福祉課福祉係 ※DVのみ

苫前町字旭３７－１

0164-64-2215

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/hoken/index.html

羽幌町

福祉課社会福祉係 ※ＤＶのみ

羽幌町南町１番地１

0164-68-7004

https://www.town.haboro.lg.jp/kurashi/fukushi/index.html

初山別村 住民課健康福祉係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=juuminka

遠別町

福祉課福祉係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2114

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/

天塩町

住民課住民振興係

天塩町

福祉課ふれあい係

天塩町

福祉課福祉係

01632-2-1001(内124)
天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内142)
01632-2-1001(内132)
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活躍の基盤整備

雇用・労働問題

雇用、労働問題に関する相談を受けています。

◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署

所在地

中小企業労働相談所（留萌振興局商工労働観光課内）

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

労働相談ホットライン（北海道） ★

URL

0164-42-8440

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/index.htm

0120-81-6105

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/soudan/soudansaki/zennpann.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

経済港湾課経済振興係

情報提供

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1840

http://e-rumoi.jp/keizai/14keizaikouwan.htm

増毛町

商工観光課商工観光係

情報提供

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3332

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/shokokanko/index.html

小平町

経済課商工水産係

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

苫前町

商工労働観光課商工労働観光係

苫前町字旭３７－１

0164-64-2212

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/index.html

羽幌町

商工観光課商工労働係

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7007

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課水産商工係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

経済課商工観光係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/keizai/

天塩町

企画商工課商工労働係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内242)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

情報提供

情報提供

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌中小企業相談所（留萌商工会議所指導課内）

留萌市錦町１丁目１－15

0164-42-2058

http://www.rumoi.or.jp/

増毛町商工会

増毛町稲葉町１丁目９

0164-53-2319

http://www.mashike-sci.jp/

小平町商工会

小平町字小平町３８９の2番地

0164-59-1111

http://www.vm-net.ne.jp/obira-sci/

苫前町商工会

苫前町字古丹別187番地

0164-65-4121

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=89

羽幌町商工会

羽幌町南３条２丁目

0164-62-2209

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=16

初山別村商工会

初山別村字初山別９６－２

0164-67-2911

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=51

遠別商工会

遠別町字本町４丁目１－２５

01632-7-2245

https //r.goope.jp/embetsu-shokokai

天塩町商工会

天塩町新開通４丁目７２２７－２

01632-2-1045

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=97
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活躍の基盤整備

住 宅

公営住宅の入居に関する相談、情報提供を行っています。

◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
留萌振興局

所在地

留萌建設管理部建設指導課主査（建築住宅） 《道営住宅》

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8451

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/ksd/doeijyutakuH22.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌市

建築住宅課住宅管理係 《市営住宅》

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-2025

http://www.e-rumoi.jp/kenchiku/ken_00013.html

増毛町

建設課建築係 《町営住宅》

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-1115

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kensetsu/index.html

小平町

生活環境課管理係 《町営住宅》

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000353.html

苫前町

建設課技術係 《町営住宅》

苫前町字旭３７－１

0164-64-2315

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kensetsu/

羽幌町

町民課住宅係 《町営住宅》

羽幌町南町１番地１

0164-68-7003

https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課管理係 《村営住宅》

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

建設課管理係 《町営住宅》

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2115

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/

天塩町

建設課建築係 《町営住宅》

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内252)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=377

活躍の基盤整備

その他

中小企業やＮＰＯ法人等の経営等に関する相談を受けています。

◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署

所在地

中小企業労働相談所（留萌振興局商工労働観光課内）

電話番号

留萌市住之江町２丁目１－２

0164-42-8440

URL
http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/index.htm

◆ 市町村
機関・担当部署

所在地

情報提供

留萌市

経済港湾課経済振興係

増毛町

商工観光課商工観光係

小平町

経済課商工水産係

苫前町

総合政策室総合政策係 ※ＮＰＯ法人

情報提供

商工労働観光課商工労働観光係 ※中小企業
羽幌町

商工観光課商工労働係

※中小企業

情報提供

羽幌町

地域振興課政策推進係

※ＮＰＯ法人

情報提供

情報提供

電話番号

URL

留萌市幸町１丁目１１

0164-42-1840

http://e-rumoi.jp/keizai/14keizaikouwan.htm

増毛町弁天町３丁目６１番地

0164-53-3332

https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/shokokanko/index.html

小平町字小平町２１６番地

0164-56-2111

http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000352.html

苫前町字旭３７－１

0164-64-2212
0164-68-7007

羽幌町南町１番地の１

0164-68-7013

http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kikakushinko/index.html
http://www.town.tomamae.lg.jp/section/shokouroudou/index.html
https://www.town.haboro.lg.jp/index.html

初山別村 経済課水産商工係

初山別村字初山別９６－１

0164-67-2211

http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/?division_categories=keizaika

遠別町

経済課商工観光係

遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2146

http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/soshiki/keizai/

天塩町

商工観光課商工労働係

天塩町新栄通８丁目

01632-2-1001(内242)

http://www.teshiotown.hokkaido.jp/

◆ その他（経済団体・１次産業団体など）
機関・担当部署

所在地

電話番号

URL

留萌中小企業相談所（留萌商工会議所指導課内）

留萌市錦町１丁目１－15

0164-42-2058

http://www.rumoi.or.jp/

増毛町商工会

増毛町稲葉町１丁目９

0164-53-2319

http://www.mashike-sci.jp/

小平町商工会

小平町字小平町３８９の２番地

0164-59-1111

http://www.vm-net.ne.jp/obira-sci/

苫前町商工会

苫前町字古丹別１８７番地

0164-65-4121

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=89

羽幌町商工会

羽幌町南３条２丁目

0164-62-2209

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=16

初山別村商工会

初山別村字初山別９６－２

0164-67-2911

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=51

遠別商工会

遠別町字本町４丁目１－２５

01632-7-2245

https //r.goope.jp/embetsu-shokokai

天塩町商工会

天塩町新開通４丁目７２２７－２

01632-2-1045

http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=97
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全

般

その他

女性の様々な相談に対応し、総合的な相談支援を行っています。

◆ 国・道 （振興局・教育局）
機関・担当部署
女性の活躍支援センター ★

所在地

電話番号

札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ビル６階

011-204-5711
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URL
http://www.l-north.jp/katsuyaku/spcenter/

「留萌管内で活躍する女性団体一覧(女性ﾈｯﾄﾜｰｸ構成機関からの情報提供）」
団体名

連絡先

1

女性ネットワーク・るる(留萌市)

留萌振興局保健環境部環境生活課 （0164-42-8430)

2

留萌地域エンパワーメント協議会（留萌市）

留萌振興局保健環境部環境生活課 （0164-42-8430)

3

留萌地区漁業協同組合女性部連絡協議会（留萌市）

4

増毛町女性４団体の会

増毛町教育委員会地域学習課 （0164-53-2427）

5

増毛町地域女性団体連絡会

増毛町教育委員会地域学習課 （0164-53-2427）

6

増毛町商工会女性部

7

小平町婦人会議

8

JAオロロン女性部本部（羽幌町）

9

初山別村女性団体連絡協議会

初山別村教育委員会 (0164-67-2136)

10

留萌管内女性団体連絡協議会（初山別村）

初山別村教育委員会 （0164-67-2136)

11

遠別町女性団体連絡協議会

遠別町教育委員会 （01632-7-2353)

12

天塩町女性団体連絡協議会

天塩町教育委員会 （01632-2-1026）

13

天塩消費者協会

天塩町役場住民課 （01632-2-1001）

14

天塩商工会女性部

15

天塩町農業協同組合女性部

北海道信用漁業協同組合連合会留萌推進センター (0164-42-0587)

増毛町商工会 （0164-53-2319）
小平町教育委員会 (0164-56-9500)
JAオロロン （0164-62－2145）

天塩商工会 （01632-2-1045）
農業協同組合 （01632-2-1050）

女性の活躍を応援する企業等の取組
「北の輝く女性応援会議」(事務局北海道）では、「自主宣言」を募集しています。
女性に活躍支援の取組を内外に宣言し、全道各地に応援の輪を広めましょう。
市町村
留萌市

企業名

宣言日

自主

宣言

女性の活躍応援自主宣言
当社、興北建設株式会社では、女性の活躍を推進するために女性職員の配置採用を総務系のみならず
興北建設株式会社 H28.11.16 技術系での積極採用を行います。女性配置の工事現場では、仮設トイレや更衣室などの男女別の設置を行い、
女性が働きやすい職場づくりに努めます。

