
留 萌 合 同 庁 舎 電 話 番 号 表　    総務課　ＦＡＸ　(０１６４）４２ - １６５１

　　　　令和２年(2020年)８月１日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　内線　 外線 主査（健康増進）・・・・・・・・・・・・・・・42-8326
振興局長 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-3669 主査（健康増進）　・・・・・・・・・・・・・・42-8326

　→　〈健康増進に関すること〉 森林室長　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-0332 副局長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8108 42-4389 　売　 店　・・・・・・・・・・・・・・・・・・
副局長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43-0311 　　　ＦＡＸ　・・・・・ ［建設管理部担当］ 42-8395 　食　 堂　・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［地域創生・保健環境・産業振興担当］ 　　　　　 　　（０１６４）４２ - ８２１６ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8438 42-8396
兼地域創生総括 商工労働係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8440
副局長［建設担当］・・・・・・・・・・・・ 42-8108 42-8442 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8379 42-8023
地域創生部長　・・・・・・・・・・・・・・・ 42-1956 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8321 42-8443 管 理 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8380 （建設行政室長兼職）

保健環境部長　・・・・・・・・・・・・・・・ 42-2201 保健係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8324 42-8767 主 査（財産管理）  ・・・・・・・・・・・・ 42-8380 42-8024 42-8397
保健行政室長・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8002 42-8329 42-8768 　→　　〈予算、公有財産に関すること〉 42-8041 42-8398
くらし・子育て担当部長・・・・・・・・・・・・・ 43-8769 42-8314 42-8105 主 査（木育推進）　・・・・・・・・・・・・ 42-8381 42-8007 直 通 ４３ - ４４５６

産業振興部長　・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8188 健康支援係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8327 　→　　〈木育推進に関すること〉 F A X ４３ - ８９８２

地域産業担当部長・・・・・・・・・・・・ 42-8415 42-8327 42-8440 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 42-8398
森林室長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-0332 　　　ＦＡＸ　・・・・・ ４２ - ２７５４ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8336 42-8093
留萌建設管理部長・・・・・・・・・・・・ 42-8023 　→　〈結核・感染症及び精神医療の　　　 （０１６４） ４２ - １９３７ 42-8341 　　　ＦＡＸ　・・・・・
兼建設行政室長 　　　　　　健康危機対応に関すること） 42-8342 （０１６４）
用地管理室長・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8024 主査(保健指導)　・・・・・・・・・・・・・・・42-8327 42-8344 直 通 ４９ - ５０４５

事業室長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8041 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 全道庁労働組合留萌支庁支部

　　　　　　総　務　課 （０１６４） ４２ - ８２１６ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8382 （０１６４） ４２ - ４５２３ 42-8094
エイズ相談窓口　・・・・・・・・・・・・・・・42-8200 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8479 42-8384 42-8095 直 通 ４２ - １８２５

課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8401 主　 幹　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8103 　→　〈普及推進に関すること〉 42-8095
主 　幹　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8407 農 政 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8480 主査（計画指導）　・・・・・・・・・・・・・ 42-8385 42-8096

42-8148 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8330 主査（企画）　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8490 　→　〈計画指導に関すること〉 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8445 42-8098
総 務 係  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8402 主査（環境衛生）　・・・・・・・・・・・・・・42-8332 農業経営係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8483 土 木 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8447 42-8099

→〈飲料水、温泉など生活衛生に関すること〉 42-8334 主査（農地）　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8487 主幹（兼） 42-8104
職員・財産係 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8403 42-8331 生産振興係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8489 建築住宅係　・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8449 ４２-５７１７ 　総合案内窓口・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　ＦＡＸ　・・・・・ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8387 主査（建築住宅）　・・・・・・・・・・・・・ 42-8451 　ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　 （０１６４）４２ - ８２１６ 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 主幹兼主査（計画）　・・・・・・・・・・・ 42-8462 　→　〈道営住宅に関すること〉

　　　ＦＡＸ　・・・・・ （０１６４） ４２ - ４４０７ 森林整備係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8391 主査（まちづくり） 　・・・・・・・・・・・・・42-8452
　　　　　　　（０１６４）４２ - １６５１　 Ｘ線撮影室　・・・ 　→　〈整備管理計画に関すること〉 　→　〈屋外広告物・まちづくりに関すること〉 42-8763

歯科相談室 ・・・ 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 42-8764
経理審査係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8408 診　察　室　・・・・ 主査（販売）　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8394 （０１６４） ４２ - ５７８２ 42-8765
主査 （経理審査）・・・・・・・・・・・・・・ 42-8408 母子相談室　・・・ 　→　〈林産物の販売に関すること〉

需 品 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8409 栄養相談室　・・・ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8499 主査（森林土木）　・・・・・・・・・・・・・・42-8393
一般相談室　・・・ 42-8494 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8346

主  査（事業管理）・・・・・・・・・・・・・ 42-8412 理化学試験室 ・・ 主　 幹(基盤整備）　・・・・・・・・・・・・42-8073 主　 幹　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8349
　→〈公共工事の資格審査等に関すること 食品衛生協会 ・・ 用地専門員　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8140 　→　〈公共工事入札参加指名選考及び

（農業土木・水産土木・森林土木）〉 　　　　　　 （０１６４）４３ - １６０７ 検査専門員　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8169
　　　ＦＡＸ　・・・・・ 所長 主査（道路予算）・・・・・・・・・・・・・・ 42-8347

（０１６４） ４２-１５３２ 　　　　天塩地域保健支所 調 整 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8495 主査 主査（治水予算）・・・・・・・・・・・・・・・42-8348
留萌地域健康づくりセンター・ 42-8406 　→　〈契約に関すること〉 42-8170 主 査（入札）　・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8350

　　　　　税　務　課 指導企画係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8496 　→　〈一般競争入札及び公募型指名競争

支所長 主査（農村振興）　・・・・・・・・・・・・・・42-8301 　　　　　　　入札に係る事務に関すること〉

課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8414 主査(調整)   →　〈企画・広報に関すること〉

主査(保健指導) 地域計画係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8497
課 税 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8416 主査(生活衛生) 主査（地域計画）　・・・・・・・・・・・・・・42-8173

42-8418 相談室(応接室) 事業用地係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8498 本所（羽幌） ０１６４－６２－１７７９ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8361
TEL (０１６３２) ２ - １１７９ 主査（事業用地）　・・・・・・・・・・・・・・42-8141 主　 幹　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8364
FAX (０１６３２) ２ - １９１９ 主 査（設計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8307 FAX (０１６４) ６２- ２４７４ 　→　〈市町村用地指導等に関すること〉

42-8419 　　　　　　社会福祉課 　→　〈設計・積算に関すること〉 主 査（調整） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8365
農地整備係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8304 42-8365

　　　ＦＡＸ　・・・・・ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8316 農村整備係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8305 　 支所長 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8491
（０１６４） ４２ - ３３９１ 主幹兼 主査（施設整備）　・・・・・・・・・・・・・・42-8306 　 地域係・主査　・・・・・・・・・・・・・・ 42-8493 調 査 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8362

42-8049 主査（施設管理）　・・・・・・・・・・・・・・42-8174

　　　　　《地域創生部》  　→　〈防災ダムに関すること〉

地域福祉係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8317 42-8410 　 主査（園芸） ・・

　　　　　　地域政策課  　→　〈ため池等施設管理に関すること〉 　 実 験 室　・・・・ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8367
主査（地域福祉）　・・・・・・・・・・・・・  　展示図書室  ・・ 主　 幹　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8302

課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8420 →〈障害福祉に関すること〉 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 　　　 ＦＡＸ　・・・・・ 主査(河川管理)　・・・・・・・・・・・・・・ 42-8368

主　 幹　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8008 保護係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8318 （０１６４） ４３ - ４０００ （０１６４） ４２ - ４０７９ 主査(道路管理)　・・・・・・・・・・・・・・ 42-8369

地域政策係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8421 主査(道路維持)　・・・・・・・・・・・・・・ 42-8372
事業指導係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8319 主査(治水維持)　・・・・・・・・・・・・・・ 42-8376

42-8423 主査（保険運営）
　→　〈地域振興に関すること〉 子ども子育て支援室子ども子育て支援係 42-8325 課　 長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務所　・・・・・・・ （０１６３２）５－１２２６

42-8425 検査専門員　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 課　 長  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8351
42-8422 FAX (０１６３２) ５ - １１６５ 企画調整係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8352

林 務 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8456 ＢＳＥ検査室　・・・ （０１６３２）９－３５１５ 42-8356
　　　ＦＡＸ　・・・・・ ・ 42-8117 42-8357

42-8427 　　　　　　 （０１６４）４２ - ４７１５ 42-8457 (事務室）　　　　　FAX (０１６３２) ９ - ３７１１ 42-8092
42-8426 主　査（林業木材）　・・・・・・・・・・・・42-8461 　→　〈工事審査・検査に関すること〉

治 山 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8459
　　　ＦＡＸ　・・・・・ 　　　天塩社会福祉事務出張所

（０１６４） ４２ - ２５９６ →(治山事業の契約に関すること) 本所（羽幌）

　　　　　《保健環境部》 主査（路網整備）　・・・・・・・・・・・・・ 42-8460 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8370
所長 →(路網事業の契約に関すること) 主査(道路)　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8371

42-2201 保護係 主査（森林保全）　・・・・・・・・・・・・・ 42-8461 主査(舗装)　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8373
43-8769 TEL                 (０１６３２) ２ - １０８０ 　　　ＦＡＸ　・・・・・

FAX (０１６３２) ２ - １０９６ （０１６４） ４２ - ０２７６

　　　　　　保健行政室 南部支所

　　　　　　環境生活課 支所長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 課　 長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8374
42-8002 　 事務室　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 主査(河川) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8375

課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 42-8377

　　　保健行政室企画総務課 道民生活係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （０１６４）４２ - １７３６ 42-8120
漁 政 係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8309 地域環境係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
企画主幹　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8067 主 査（漁政） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総務係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8310 主査（地域環境） ・・・・・・・・・・・・・・

自然環境係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8436 水産振興係　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-8475 事業課　　直　通 ４２ - １８４９
42-8315 42-8437 主 査（水産振興）            FAX  (０１６４) ４２ - １８６２

　→　〈医療機関・従事者の免許等及び薬務に関すること〉 羽幌出張所  ・・・・ 直通
企画係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8067 DV相談センター　・・・・・・・・・・・・・・43-0011 漁業管理係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・            FAX  (０１６４) ６２ - １２５７

保健推進係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・42-8312 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 　　　ＦＡＸ　・・・・・ 遠別出張所  ・・・・ 直通
　　　　　　 （０１６４）４２ - １６５０ （０１６４） ４２ - ３８０９            FAX  (０１６３２) ７ - ２３３５

北海道社会福祉協議会留萌地区事務所

その他

教育支援係　・・・・・・・・・・・・・
主査（研修）　・・・・・・・・・・・・・
主査（社会教育）　・・・・・・・・・・・・

北方領土復帰期成同盟留萌地方支部・・

高等学校教育指導班　・・・・・・

主査（漁港)　・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主査（土砂災害)　・・・・・・・・・・・・・・

局　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・
次　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・
義務教育指導監　・・・・・・・・・・

課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・
総　務　係　・・・・・・・・・・・・・・・

社会教育指導班　・・・・・・・・・・

主査（管理）　・・・・・・・・・・・・・・・・・

教職員係　・・・・・・・・・・・・・・・

課　 長　・・・・・・・・・・・・・・・・・

総括係長　　・・・・・・・・・・・・・・・・・
管財係長　　・・・・・・・・・・・・・・・・・
主 査（調整） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

義務教育指導班 　・・・・・・・・・

相談電話　 ・・・・・・・・・・・・・・・

室長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
主査（経理・契約）　・・・・・・・・・・・・

主査（品質・技術指導）　・・・・・・・・・・
主査（設計監理）　・・・・・・・・・・・・・
主査（審査・検査）　・・・・・・・・・・・・

主査（働き手対策）　・・・・・・・・・・・・
主査（産業連携）　・・・・・・・・・・・・・
主査（観光・交流）　・・・・・・・・・・・・・

留萌管内勤労者共済会事務局・・・

主 査（用地）　・・・・・・・・・・・・・・・・・

建設管理部長　・・・・・・・・・・・・・・・

用地管理室長　・・・・・・・・・・・・・・・
事業室長　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

防災係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保健環境部長・・・・・・・・・・・・・・・・・
くらし・子育て担当部長・・・・・・・・・・

主 査（統計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

　→　〈事業実施に伴う用地取得等に関すること〉

用地管理室用地課

保健行政室長・・・・・・・・・・・・・・・・・

主査（地域医療薬務）・・・・・・・・・・・

主査（健康危機管理）　・・・・・・・・・・

主査（食品保健）　・・・・・・・・・・・・・・

子ども子育て支援室長

納 税 係  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主査（個人道民税）・・・・・・・・・・・・・

主 査（地域政策）・・・・・・・・・・・・・・

主 査（地域創生）・・・・・・・・・・・・・・
市町村係　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

森　林　室

 　→　〈農業農村整備に係る検査に関すること〉

《産業振興部》

　→　〈検査業務に関すること〉

 TEL（０１６３２）２－１０８３

商工労働観光課

42-8454

主査（普及推進）　・・・・・・・・・・・・・

42-8468

42-8473

森林室天塩事務所

主査（資源・エネルギー）　・・・・・・
主査（観光振興）　・・・・・・・・・・・・・

主査（施設保全）　・・・・・・・・・・・・・・

森林整備係　・・・・・・・・・・・・・・・・・

留萌農業改良普及センター

FAX  (０１６３２) ２ - １０８３

留萌海区漁業調整委員会

留萌地区水産技術普及指導所

42-8477

42-8404

42-8463

水　産　課

42-8469

42-8429

留萌農業改良普及センター南留萌支所

総合案内窓口     (０１６４)　４２ - ８４０４

企画総務課

建設行政室建設指導課

留萌教育局《建設管理部》

建設行政室建設行政課

農村振興課

　　　　　　競争入札等資格審査に関すること〉

福利厚生施設等

42-8061

保健行政室健康推進課
森林室管理課

道立学校運営支援室

森林室普及課

森林室森林整備課

教育支援課

保健行政室生活衛生課

主 査（地域政策）　・・・・・・・・・

42-8411

町　 村　会　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各種団体

42-8050

42-8472

事業課・出張所

42-8471
42-8474

　→　〈漁港（海岸）の管理に関すること〉

　→　〈水産関係補助業務に関すること〉

（０１６４）６２-１２５６

事業室治水課

（０１６３２）７-２３１１

42-8432

42-8405

留萌家畜保健衛生所

42-8478

事業室道路課

　　　ＦＡＸ  ・・・(０１６４) ６２ - １８５１ 
　　TEL　・・・（０１６４）６２－１１６３

42-8432

建設行政室入札契約課

用地管理室維持管理課

主幹（人材育成）・・・・・・・・・・・・・・

農　務　課

４２－２９８９

42-8050

42-8052

42-8430

事業室地域調整課

留萌地区水産技術普及指導所留萌南部支所

林　務　課

主　 幹（企画調整）　・・・・・・・・・・・


