
石狩振興局ダイヤルイン直通電話番号表 Ｒ３.４.１現在

石狩振興局 産業振興部

電話代表 …… 011-231-4111 商工労働観光課

ＦＡＸ代表 …… 011-232-2555 課　　長 …… 011-204-5826

総務課 商工労働係 …… 011-204-5827

課　　長 …… 011-204-5801 指導保安係 …… 011-204-5829

主　　幹 …… 011-204-5805 観光振興係 …… 011-204-5830

総　務　係 …… 011-204-5802 主査(雇用対策) …… 011-204-5179

職員・財産係 …… 011-204-5802 主査(産業おこし) …… 011-204-5904

主査（法人） …… 011-204-5803 主査（指導保安） …… 011-204-5180

会　計　係 …… 011-204-5806 主査（農商工連携） …… 011-204-5830

主査（事業管理） …… 011-204-5811 ＦＡＸ …… 011-232-1950

ＦＡＸ …… 011-232-2555 農務課

課税課 課　　長 …… 011-204-5843

課　　長 …… 011-204-5812 主幹（経営） …… 011-204-5846

事業税関税係 農　政　係 …… 011-204-5844

　個人事業税に関すること …… 011-281-7936 農業経営係 …… 011-204-5845

　ゴルフ場利用税・循環資源利用促進税 …… 011-204-5812 生産振興係 …… 011-204-5847

　軽油引取税等 …… 011-281-7937 ＦＡＸ …… 011-232-1157

不動産取得税係(承継取得) …… 011-281-7938 石狩農業改良普及センター

不動産取得税係(原始取得) …… 011-281-7939 電話代表 …… 0123-36-8083

ＦＡＸ …… 011-232-7938 ＦＡＸ …… 0123-36-5067

納税課 　石狩北部支所

課　　長 …… 011-204-5813 　　電話代表 …… 0133-23-2146

主　　幹 …… 011-281-7907 　　ＦＡＸ …… 0133-23-2887

納税第一係 …… 011-281-7941 調整課

納税第二係 …… 011-281-7942 課　　長 …… 011-204-5848

納税第三係 …… 011-281-7943 調　整　係 …… 011-204-5849

収納管理係 …… 011-281-7940 契　約　係 …… 011-204-5850

主査(個人道民税) …… 011-281-7909 指導企画係　 …… 011-204-5851

自動車税専用ダイヤル …… 011-281-7910 地域計画係 …… 011-204-5852

ＦＡＸ …… 011-232-7938 事業用地係 …… 011-204-5853

地域創生部 ＦＡＸ …… 011-232-1106

地域政策課 整備課

課　　長 …… 011-204-5814 課　　長 …… 011-204-5854

主幹(社会資本) …… 011-204-5807 設　計　係 …… 011-204-5855

地域政策係 …… 011-204-5815 農地整備係 …… 011-204-5856

市町村係 …… 011-204-5816 農村整備係 …… 011-204-5857

主査（統計） …… 011-204-5817 施設整備係 …… 011-204-5858

主査（防災） …… 011-204-5818 主査(団体営)

ＦＡＸ …… 011-232-1070 主査(事業調整)

保健環境部 ＦＡＸ …… 011-232-1106

保健行政室（江別保健所） 林務課

電話代表 …… 011-383-2111 課　　長 …… 011-204-5835

ＦＡＸ …… 011-383-2185 林　務　係 …… 011-204-5836

　石狩地域保健支所（江別保健所石狩支所） 主査（路網整備） …… 011-204-5838

　　電話代表 …… 0133-74-1142 治　山　係 …… 011-204-5837

　　ＦＡＸ …… 0133-74-1147 森林保全係 …… 011-204-5839

千歳地域保健室（千歳保健所） ＦＡＸ …… 011-232-1096

電話代表 …… 0123-23-3175 水産課

ＦＡＸ …… 0123-23-3177 課　　長 …… 011-204-5840

社会福祉課 漁　政　係 …… 011-204-5841

課　　長 …… 011-204-5859 水産振興係

主　　幹 …… 011-204-5860 主査（水産振興）

地域福祉係 …… 011-204-5861 ＦＡＸ …… 011-232-1015

011-204-5902 石狩地区水産技術普及指導所

保　護　係 …… 011-204-5862 電話代表 …… 0133-78-2818

事業指導係 …… 011-204-5864 ＦＡＸ …… 0133-78-2831

子ども子育て支援係 …… 011-204-5808 建設指導課

主査（保険運営） …… 011-204-5863 課　　長 …… 011-204-5831

主査（保険指導） …… 011-204-5864 主　　幹 …… 011-204-5804

ＦＡＸ …… 011-232-1090 土　木　係 …… 011-204-5832

環境生活課 建築住宅係 …… 011-204-5833

課　　長 …… 011-204-5819 指導審査係(建設業) …… 011-204-5834

道民生活係 指導審査係(宅地建物取引業) …… 011-204-5914

　消費生活 …… 011-204-5820 ＦＡＸ …… 011-232-1022

　青少年、男女平等参画 …… 011-204-5821 森林室

　貸金業 …… 011-204-5296 電話代表 …… 0133-22-2151

地域環境係 …… 011-204-5822 ＦＡＸ …… 0133-22-0551

主査（地域環境） …… 011-204-5823 石狩家畜保健衛生所

自然環境係 …… 011-204-5824 電話代表 …… 011-851-4779

主査（動物管理） …… 011-204-5825 ＦＡＸ …… 011-851-4780

ＦＡＸ …… 011-232-1156

…… 011-204-5909

…… 011-204-5842


