市 町 村 男 女 平 等 参 画 担 当 課 一 覧
平成２３年１０月１日現在
市町村名

部課名１

夕張市

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

ホームページアドレス

総務課

068-0492 夕張市本町４丁目２番地

0123-52-3131(内1406)

0123-52-3144 http://www.city.yubari.lg.jp/

企画財政部

企画室

068-8686 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

0126-23-4111（内422）

0126-23-9977 http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/etc/danjyo/index.html

美唄市

総務部

地域経営室広報情報グループ

072-8660 美唄市西３条南１丁目１番１号

0126-63-0113

0126-62-1088 http://www.city.bibai.hokkaido.jp/danjo/

芦別市

教育委員会

生涯学習課

075-0011 芦別市北１条東2丁目4番地

0124-22-3110

0124-22-3172 http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/educ_syogai/syougai/index.html

赤平市

教育委員会

社会教育課 社会教育係

079-1134 赤平市泉町１丁目１番地３３交流センターみらい

0125-34-2311

0125-32-0810

三笠市

教育委員会

社会教育課

068-2193 三笠市若草町４０４番地

01267-2-3591

01267-2-6238

滝川市

市民生活部

くらし支援課

073-8686 滝川市大町１丁目２番１５号

0125-28-8012

0125-24-0154 http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/siminseikatubu/kurasi/kurasi.jsp

砂川市

教育委員会

社会教育課

073-0168 砂川市西８条北３丁目１番１号

0125-54-2121（内381,382）

0125-52-4815

総務課庶務企画グループ

073-0492 歌志内市字本町５番地

0125-42-3212（内303)

0125-42-4111

企画総務部

企画課

074-8650 深川市２条１７番１７号

0164-26-2215

0164-22-8134 http://www.city.fukagawa.lg.jp/web/section/kikaku/index.php#index12

まちづくり課企画情報グループ

069-0292 空知郡南幌町栄町３丁目２番１号

011-378-2121（内236,240）

011-378-2131

奈井江町

教育委員会

生涯学習係

079-0313 空知郡奈井江町字奈井江１１番地

0125-65-5381

0125-65-5383

上砂川町

教育委員会

0125-62-2123

深川市
南幌町

社会教育係

073-0201 空知郡上砂川町字上砂川町９２番地８上砂川町民ｾﾝﾀｰ 0125-62-2116

由仁町

総務まちづくり課庶務・財政担当

069-1292 夕張郡由仁町新光２００番地

0123-83-2111（内223）

0123-83-3020 http://www.town.yuni.lg.jp

長沼町

総務政策課

069-1392 夕張郡長沼町中央北１丁目１番１号

0123-88-2111（内212,213)

0123-88-4836

栗山町

石
狩

〒

岩見沢市

歌志内市

空
知

部課名２

社会教育グループ

069-1513 夕張郡栗山町朝日4丁目9番地36

0123-72-1117

0123-72-6522

月形町

教育委員会

総務課

061-0592 樺戸郡月形町１２１９番地

0126-53-2321(内230)

0126-53-4373

浦臼町

総務課

061-0692 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ１８３番地１５

0125-68-2111（内223）

0125-68-2285

新十津川町

総務課

073-1103 樺戸郡新十津川町字中央３０１番地1

0125-76-2131

0125-76-2785

妹背牛町

総務課

079-0592 雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地

0164-32-2411（内121）

0164-32-2290

秩父別町

総務課

078-2192 雨竜郡秩父別町４１０１番地

0164-33-2111（内32）

0164-33-3466

雨竜町

総務課

078-2692 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ１０４番地

0125-77-2211（内16）

0125-78-3122

北竜町

総務課

078-2512 雨竜郡北竜町字和１１番地１

0164-34-2111

0164-34-2117 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/

078-2202 雨竜郡沼田町南１条４丁目6-5

沼田町

教育委員会

0164-35-2132

0164-35-1210

札幌市

市民まちづくり局市民生活部 男女共同参画室男女共同参画課 060-8611 札幌市中央区北1条西２丁目札幌市役所13階

011-211-2962

011-218-5164 http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/

江別市

企画政策部

企画課

067-8674 江別市高砂町６番地

011-381-1015

011-381-1071 http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/kikaku/01/index.html

千歳市

市民環境部

男女共同参画推進課

066-8686 千歳市東雲町２丁目３４番地

0123-24-0551

0123-22-8853 http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/84,42956,129,414,html

恵庭市

総務部

総務課

061-1498 恵庭市京町１番地

0123-33-3131（内2211）

0123-33-3137 http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/genre/0000000000000/1201848727900/index.html

北広島市

企画財政部

行政推進課

061-1192 北広島市中央４丁目２番地１

011-372-3311（内841）

011-372-3850 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/44.html

石狩市

企画経済部

協働推進・市民の声を聴く課

061-3292 石狩市花川北６条１丁目３０番地２

0133-72-3153

0133-72-3199 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/citizen/government/kyoudou01476.html

当別町

総務部

総務課

061-0292 石狩郡当別町白樺町５８番地９

0133-23-2330

0133-23-3206

新篠津村

教育委員会

社会教育係

068-1114 石狩郡新篠津村第４６線北１２番地

0126-57-2011

0126-57-2329

備考

市 町 村 男 女 平 等 参 画 担 当 課 一 覧
平成２３年１０月１日現在
市町村名
小樽市

部課名１
生活環境部

島牧村

後
志

〒

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

ホームページアドレス

男女平等参画課

047-8660 小樽市花園２丁目１２番１号

0134-32-4111

0134-22-6081 http://www.city.otaru.hokkaido.jp/simin/sodan/jinken/danjobyoudou/

総務課

048-0621 島牧郡島牧村字泊８３番地

0136-75-6211

0136-75-6216

寿都町

企画課

048-0406 寿都郡寿都町字渡島町１４０番地１

0136-62-2608(ダイヤルイン）

0136-62-3431

黒松内町

総務課

048-0192 寿都郡黒松内町字黒松内３０２番地１

0136-72-3311（内17）

0136-72-3316

蘭越町

住民課

048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地５

0136-57-5111（内233）

0136-57-5112

ニセコ町

企画課

048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見４７番地

0136-44-2121

0136-44-3500

真狩村

総務企画課

048-1631 虻田郡真狩村字真狩１１８番地

0136-45-2121

0136-45-3162

留寿都村

企画課

048-1731 虻田郡留寿都村字留寿都１７５番地

0136-46-3131

0136-45-3545

喜茂別町

総務課

044-0292 虻田郡喜茂別町字喜茂別１２３番地

0136-33-2211

0136-33-3577

京極町

企画振興課

044-0101 虻田郡京極町字京極５２７番地

0136-42-2111

0136-42-3155

倶知安町

総務課

044-0001 虻田郡倶知安町北１条東３丁目３

0136-56-8000

0136-23-2044 http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/town/soumu/dannjyo/top.jsp

共和町

総務課

048-2292 岩内郡共和町南幌似３８番地の２

0135-73-2011（内221）

0135-73-2288

岩内町

総務財政課

045-8555 岩内郡岩内町字清住２５８番地

0135-62-1011（内292）

0135-62-3465

総務課

045-0202 古宇郡泊村大字茅沼村字臼別１９１番地７

0135-75-2021

0135-75-3168

神恵内村

総務課

045-0301 古宇郡神恵内村大字神恵内村８１番地４

0135-76-5011(内213)

0135-76-5544

積丹町

総務課

046-0292 積丹郡積丹町大字美国町字船澗４８番地５

0135-44-2111（内211）

0135-44-2125

古平町

総務課

046-0192 古平郡古平町大字浜町４０番地４

0135-42-2181（内23）

0135-42-3583

仁木町

総務課

048-2492 余市郡仁木町西町１丁目３６番地１

0135-32-2511（内246）

0135-32-2700

余市町

総務課

046-8546 余市郡余市町朝日町２６番地

0135-21-2111

0135-21-2144

赤井川村

総務課

046-0501 余市郡赤井川村字赤井川７４番地２

0135-34-6211

0135-34-6644

泊

胆
振

部課名２

総務部

村

室蘭市

生涯学習課

051-8511 室蘭市幸町１番２号

0143-22-5081

0143-22-6602 http://www.city.muroran.lg.jp/main/manabu/danjo.html

苫小牧市

男女平等参画課

053-0021 苫小牧市若草町３丁目３番８号

0144-32-3544

0144-37-2223 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/danjobyodo/index.htm

登別市

市民サービスグループ

059-8701 登別市中央町６丁目１１番地

0143-85-2139（内130）

0143-85-7674 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/g_top.html

伊達市

企画課

052-0024 伊達市鹿島町２０番地１

0142-23-3331（内212）

0142-23-4414 http://www.city.date.hokkaido.jp/kikakuzaisei/kikaku/index.html

豊浦町

総務課

049-5492 虻田郡豊浦町字船見町１０番地

0142-83-2121（内216）

0142-83-2129

総務課

052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町２８７番地７

0142-66-2121

0142-66-7001

生活環境課

059-0995 白老郡白老町大町１丁目１番１号

0144-82-2265

0144-82-4391 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ka/keiei-hp/

厚真町

まちづくり推進課

059-1692 勇払郡厚真町京町１２０番地

01452-27-3179（直通）

0145-27-2328

洞爺湖町

社会教育課

049-5692 虻田郡洞爺湖町栄町５８番地

0142-74-3010

0142-76-3216

安平町

総務課

059-1595 勇払郡安平町早来大町９５番地

0145-22-2511（内125）

0145-22-2026

むかわ町

総務企画課

054-8660 勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地

0145-42-2411

0145-42-2711 http://www.town.mukawa.lg.jp

壮瞥町
白老町

生活福祉部

備考

市 町 村 男 女 平 等 参 画 担 当 課 一 覧
平成２３年１０月１日現在
市町村名
日高町

部課名１
教育委員会

電話番号

ＦＡＸ番号

ホームページアドレス

055-0004 沙流郡日高町富川東６丁目３番地１号

01456-2-2451

01456-2-2453

055-0192 沙流郡平取町本町２８番地

01457-2-2222（直通）

01457-2-2277

総務企画課

059-2492 新冠郡新冠町字北星町３番地の２

0146-47-2497（直通）

0146-47-2111

社会教育課

057-0013 浦河郡浦河町大通り３丁目５２番地

0146-22-5000

0146-22-0100

様似町

総務課

058-8501 様似郡様似町大通１丁目２１番地

0146-36-2111（内216）

0146-36-2662 http://www.hokkai.or.jp/samani/

えりも町

企画課

058-0292 幌泉郡えりも町字本町２０６番地

01466-2-4612（直通）

01466-2-4633

企画課

056-8650 日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号

0146-43-2111(内226)

0146-43-3900
0138-23-7173 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shimin/danjo/index.html

浦河町

教育委員会

新ひだか町 総務企画部
函館市

市民部

男女共同参画課

040-8666 函館市東雲町４番１３号

0138-21-3478

北斗市

市民部

市民課

049-0192 北斗市中央１丁目３番１０号

0138-73-3111（内113）

0138-74-2012

松前町

教育委員会

文化社会教育課

049-1594 松前郡松前町字神明３０

0139-42-3060

0139-42-2211

総務課

049-1392 松前郡福島町字福島８２０番地

0139-47-3001

0139-47-4504

社会教育係

049-1103 上磯郡知内町字重内２１番地１

01392-5-6855

01392-5-5072

木古内町

町民税務課

049-0422 上磯郡木古内町字本町２１８

01392-2-3131

01392-2-3622

七飯町

総務課

041-1192 亀田郡七飯町本町６丁目１番１号

0138-65-5791

0138-66-2054

鹿部町

民生課

041-1498 茅部郡鹿部町字宮浜２９９番地

01372-7-5290

01372-7-3086

福島町
知内町

森

教育委員会

町

教育委員会

社会教育課

049-2326 茅部郡森町字御幸町１３２番地

01374-2-2186

01374-2-6446

八雲町

教育委員会

会社会教育課

049-3112 二海郡八雲町末広町１５４番地

0137-63-3131

0137-64-3848

生活環境課

049-3592 山越郡長万部町字長万部４５３番地１

01377-2-2454

01377-2-2931

長万部町

檜
山

住所

社会教育課

新冠町

渡
島

〒

まちづくり課

平取町

日
高

部課名２

江差町

環境住宅課

043-8560 檜山郡江差町字中歌町１９３番地１

0139-52-6715（直通）

0139-52-5666

上ノ国町

住民課戸籍住民グループ

049-0698 檜山郡上ノ国町字大留１００番地

0139-55-2311

0139-55-2025

厚沢部町

総務政策課

043-1113 檜山郡厚沢部町新町２０７番地

0139-64-3311（内14,15）

0139-67-2815

乙部町

総務課

043-0103 爾志郡乙部町字緑町３８８番地

0139-62-2311

0139-62-2939

奥尻町

地域政策課

043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻８０６番地

0139-72-3404(直通）

0139-72-3445

今金町

まちづくり推進課

049-4393 瀬棚郡今金町字今金４８番地の１

0137-82-0111（内123）

0137-82-3262

せたな町

総務課

049-4592 久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1

0137-84-5111

0137-84-4657

備考

市 町 村 男 女 平 等 参 画 担 当 課 一 覧
平成２３年１０月１日現在
市町村名

部課名１

旭川市
士別市

上
川

総務部企画振興室

部課名２

〒

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

ホームページアドレス

政策調整課

070-8525 旭川市６条通９丁目４６番地

0166-25-5358

0166-23-8217 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/seisakuchosei/

企画課

095-8686 士別市東６条４丁目１番地

01652-3-3121（内2233）

0165-22-1934 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000258/index.html

名寄市

企画課

096-8686 名寄市大通南１丁目１番地

01654-3-2111

富良野市

市民環境課

076-8555 富良野市弥生町１番１号

0167-39-2308

鷹栖町

総務企画課

071-1292 上川郡鷹栖町南１条３丁目５番１号

0166-87-2111（内118,119）

0166-87-2196

東神楽町

まちづくり推進課

071-1592 上川郡東神楽町南１条西１丁目３番２号

0166-83-2113（内224）

0166-83-4180

当麻町

教育課

078-1393 上川郡当麻町３条東２丁目１１番１号

0166-84-2111（内213）

比布町

総務企画課

078-0392 上川郡比布町北町１丁目２番１号

0166-85-4802

愛別町

総務企画課

078-1492 上川郡愛別町字本町１７９番地

01658-6-5111（内213）

上川町

企画総務課企画グループ

078-1753 上川郡上川町南町１８０番地

01658-2-1211（内228）

01658-2-1220 http://www.town.kamikawa.hokkaido.jp

東川町

企画総務課総務室

071-1492 上川郡東川町東町１丁目１６番１号

0166-82-2111（内222）

0166-82-3644

美瑛町

総務課

071-0292 上川郡美瑛町本町４丁目６番１号

0166-92-1111（内2223）

上富良野町

町民生活課自治推進班

071-0596 空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号

0167-45-6985

中富良野町

総務課

071-0795 空知郡中富良野町本町９番１号

0167-44-2122（内212）

南富良野町

総務課

079-2402 空知郡南富良野町字幾寅８６７番地

0167-52-2112（内111）

占冠村

総務課

079-2201 勇払郡占冠村字中央

0167-56-2121（内32）

和寒町

総務課

098-0192 上川郡和寒町字西町１２０番地

016532-2421（内212）

剣淵町

総務課

098-0392 上川郡剣淵町仲町３７番１号

016534-2121（内211）

総務課

098-1206 上川郡下川町幸町６３番地

01655-4-2511（内225）

教育グループ

098-2252 中川郡美深町字西町２２番地

01656-2-1744

音威子府村

総務課総務財政室

098-2501 中川郡音威子府村字音威子府４４４番地１

01656-5-3311（内31）

中川町

総務課総務町政室

098-2892 中川郡中川町字中川３３７番地

01656-7-2811（内341）

幌加内町

総務課

074-0492 雨竜郡幌加内町字幌加内

0165-35-2121（内111）

下川町
美深町

教育委員会

http://www.city.nayoro.lg.jp/www/contents/1250662733001/index.html

0167-45-5362 http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/

01656-2-3672

0165-35-2127

備考

市 町 村 男 女 平 等 参 画 担 当 課 一 覧
平成２３年１０月１日現在
市町村名

留
萌

宗
谷

部課名１

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

健康福祉部

児童家庭課

077-8601 留萌市幸町１丁目１１番地

0164-42-1808(内163)

0164-43-8778 jidoukatei@e-rumoi.jp

増毛町

教育委員会

社会教育係

077-0295 増毛郡増毛町南畠中２丁目２５番地

0164-53-2427（内22,26）

0164-53-2468

小平町

教育委員会

社会教育課

078-3301 留萌郡小平町字小平町３５６－２

0164-56-9500

0164-56-9555

苫前町

教育委員会

社会教育課

078-3621 苫前郡苫前町古丹別１８７－１５

0164-65-4076

0164-65-3220

総務課広報広聴係

078-4198 苫前郡羽幌町南町１番地の１

0164-62-1211(内221,222)

0164-62-1219 http://www.town.haboro.lg.jp/

羽幌町
初山別村

教育委員会

社会教育係

078-4411 苫前郡初山別村字初山別１５５番地１

0164-67-2136

0164-67-2832

遠別町

教育委員会

社会教育係

098-3543 天塩郡遠別町字本町３丁目３７番地

01632-7-2353（内153,154）

01632-7-3956 http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/

天塩町

教育委員会

01632-2-1546 http://www.teshiotown.com/

ホームページアドレス

生涯学習係

098-3306 天塩郡天塩町海岸通５丁目３７４７番地

01632-2-1026

稚内市

教育委員会

097-8686 稚内市中央３丁目１３番１５号

0162-23-6520(直通）

猿払村

財政企画課

098-6292 宗谷郡猿払村鬼志別西町１７２番地

01635-2-3131（内431）

浜頓別町

住民課

098-5792 枝幸郡浜頓別町中央南１番地

01634-2-2345（内113）

中頓別町

まちづくり推進課

098-5595 枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6

01634-6-1111(内32)

枝幸町

総務課

098-5892 枝幸郡枝幸町本町９１６番地

0163-62-1234（内212）

豊富町

総務課

098-4110 天塩郡豊富町字上サロベツ２５４２番地の２

0162-82-1001（内116）

礼文町

町民課

097-1201 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ５５８番地－５

0163-86-1001（内215）

利尻町

総務課

097-0401 利尻郡利尻町沓形字緑町１４番地１

0163-84-2345(内214)

利尻富士町

総務課

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地

0163-82-1111（内212）

幌延町

教育委員会

098-3207 天塩郡幌延町宮園町１番地１

01632-5-1321（内244）

北見市

市民環境部 市民活動推進室 市民活動課

090-8501 北見市北２条東１丁目１１番地 （北2条仮庁舎）

0157-25-1105

0157-25-1016 http://www.city.kitami.lg.jp

網走市

企画総務部

企画調整課

093-8555 網走市南６条東４丁目１番地

0152-44-6111（内351）

0152-43-5404 http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/010kikakuchousei/index.html

紋別市

総務部

企画調整課

094-8707 紋別市幸町２丁目１番１８号

0158-24-2111（内221）

0158-23-1833 http://mombetsu.jp/syoukai/sankakuplan/index.html

美幌町

総務部

住民活動グループ

092-8650 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地

0152-73-1111（内345）

0152-72-4869

住民生活課

092-0292 網走郡津別町字幸町４１番地

0152-76-2151（内217）

0152-76-2976

斜里町

ー

ツ
ク

〒

留萌市

津別町

オ
ホ

部課名２

企画総務課

099-4192 斜里郡斜里町本町１２番地

0152-23-3131(内205)

0152-23-4150

清里町

総務課

099-4492 斜里郡清里町羽衣町１３番地

0152-25-2131（内211）

0152-25-3571

小清水町

総務課

099-3698 斜里郡小清水町字小清水２１７番地

0152-62-4470

0152-62-4198

訓子府町

総務課

099-1498 常呂郡訓子府町東町398番地

0157-47-2112（内214）

0157-47-2600

社会教育課

099-1100 常呂郡置戸町字置戸245番地の1

0157-52-3075

0157-52-3169

佐呂間町

総務課

093-0592 常呂郡佐呂間町字永代町３番地の１

01587-2-1211

01587-2-3368

遠軽町

住民生活課

099-0492 紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１

0158-42-4812（内125）

0158-42-3688

湧別町

総務課

099-6592 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３１８番地

01586-2-2112

01586-2-2511

滝上町

企画総務課

099-5692 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地４条通２丁目１番地

0158-29-2111（内52）

0158-29-3588

興部町

総務課

098-1692 紋別郡興部町字興部７１０番地

0158-82-2131（内310）

0158-82-2990

西興部村

企画総務課

098-1501 紋別郡西興部村字西興部１００番地

0158-87-2111(内28）

0158-87-2777

雄武町

総務課

098-1792 紋別郡雄武町字雄武７００番地

0158-84-2121（内203)

0158-84-2844

大空町

総務課企画グループ

099-2392 網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号

0152-74-2111（内206）

0152-74-2191

置戸町

総務環境部

教育委員会

備考
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平成２３年１０月１日現在
市町村名
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ホームページアドレス

男女共同参画推進課

080-8670 帯広市西５条南７丁目１

0155-65-4134

0155-23-0171 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/obihironomachidukuri/danjokyoudousanga-jinken_index.jsp

音更町

企画課

080-0198 河東郡音更町元町２番地

0155-42-2111(内213)

0155-42-2117
01564-5-4304

士幌町

総務企画課

080-1200 河東郡士幌町字士幌２２５番地

01564-5-5211

上士幌町

企画財政課

080-1492 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３８番地

01564-2-2111(内266)

01564-2-4637

鹿追町

企画財政課

081-0292 河東郡鹿追町東町１丁目１５番地１

0156-66-2311

0156-66-1020

新得町

町民課

081-8501 上川郡新得町３条南４丁目２６番地

0156-64-0528

0156-64-5118

清水町

企画課

089-0192 上川郡清水町南４条２丁目２番地

0156-62-2114

0156-62-5116

芽室町

企画財政課

082-8651 河西郡芽室町東２条２丁目１４番地

0155-62-9721

0155-62-4599

中札内村

総務課

089-1392 河西郡中札内村大通南２丁目３番地

0155-67-2491

0155-68-3911

更別村

総務課

089-1595 河西郡更別村字更別南１線９３番地

0155-52-2111(内202)

0155-52-2812

大樹町

総務課

089-2195 広尾郡大樹町東本通３３番地

01558-6-2111(内303)

01558-6-2495

広尾町

企画課

089-2692 広尾郡広尾町西４条７丁目１番地

01558-2-0184(内223)

01558-2-4933

総務課

089-0692 中川郡幕別町本町１３０番地

0155-54-6608

0155-54-3727

教育課

083-8650 中川郡池田町西１条７丁目１１番地

015-572-5222

015-572-5900

豊頃町

総務課

089-5392 中川郡豊頃町茂岩本町１２５番地

0155-574-2211(内222)

015-574-3750

本別町

企画振興課

089-3392 中川郡本別町北２丁目４番地１

0156-22-8121

0156-22-3237

足寄町

総務課企画財政室

089-3797 足寄郡足寄町北１条４丁目４８番地１

0156-25-2141(内314,318)

0156-25-9178

陸別町

総務課

089-4311 足寄郡陸別町字陸別東１条３丁目１番地

0156-27-2141

0156-27-2797

池田町

教育委員会

浦幌町

まちづくり政策課

089-5692 十勝郡浦幌町字桜町１５番地６

015-576-2112

015-576-2519 http://www.urahoro.jp/sosiki/matidukuri/index.html

釧路市

総合政策部

市民協働推進課

085-8505 釧路市黒金町７丁目５番地

0154-31-4504

0154-23-5220 http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=genlist&GenreID=1000000000166

釧路町

教育委員会

生涯学習課

088-0692 釧路郡釧路町別保１丁目１番地

0154-62-2111

0154-62-2513

厚岸町

教育委員会

生涯学習課

088-1151 厚岸郡厚岸町真栄２丁目１番地

0153-67-7700

0153-67-7701

総務課

088-1592 厚岸郡浜中町霧多布東４条１丁目３５番地１

0153-62-2125

0153-62-2229

浜中町
標茶町
弟子屈町

教育委員会

鶴居村

根
室

〒

帯広市

幕別町

釧
路

部課名２

企画財政課

088-2312 川上郡標茶町川上４丁目２番地

015-485-2111（内223）

015-485-4111

社会教育課

088-3211 川上郡弟子屈町中央２丁目３番２号

015-482-2948

015-482-2340

総務課

085-1203 阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地

0154-64-2111

0154-64-2577

白糠町

教育委員会

社会教育課

088-0392 白糠郡白糠町西１条南１丁目１番地１

01547-2-2287

01547-2-2288

根室市

教育委員会

社会教育課

087-0006 根室市曙町１丁目４０番地

0153-24-3180（直通）

0153-23-6172

根室市総合文化会館内

別海町

町民課

086-0205 野付郡別海町別海常盤町２８０番地

0154-75-2111(内1213)

中標津町

企画課

086-1197 標津郡中標津町丸山２丁目２２番地

0153-73-3111(内327)

標津町

企画政策課

086-1632 標津郡標津町北２条西１丁目１番3号

0153-82-2131(内112)

羅臼町

企画振興課

086-1892 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３

0153-87-2111(内2222)

0153-73-5333

備考

