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危機管理ｾﾝﾀｰ
025-100
防災危機管理局
管理・情報係、無線統制室
………………7400
7401
防災電話………025-100-823
無線統制室………………7402
防災電話………025-100-824
025-100-898
副局長、管理・情報係……7405
消防・保安係……………7406
地震・防災係……………7407
消防・保安係……………7408
7409
防災電話………025-100-822
危機管理・国民保護係…7410
施設管理者用……………7411
地震・防災係……………7412
7413
防災電話………025-100-821
管理・情報係、局長室…7414
管理・情報係長…………7415
地震・危機管理室長……7416
原子力防災室長…………7417
原子力防災室……………7418
7419
防災電話………025-100-819
危機管理・国民保護係…7420
防災電話………025-100-820
防災危機管理局(FAX) …7427
(FAX)
7428
防災FAX……… 025-100-850
本部長室 ………………7429
宿日直室 ………………7432

滋賀県庁本庁
025-100-2
知事室……………………3000
防災電話（知事秘書）
…025-100-800
副知事室…………………3001
…………………3002
防災電話（副知事秘書）
…025-100-801

総合政策部
部長………………………3300
防災危機管理監(防災危機管
理局長)
……………7414
次長………………………3302
知事公室長………………3011
管理監(広域連携・地方分権担
当)
……………3305
管理監(新駅問題・特定プロ
ジェクト対策室長)
……………3304

秘書課
課長………………………3020
知事控室…………………3021
ＦＡＸ……………………4800
副知事控室(西嶋副知事)
……………3025
副知事控室(池永副知事)
……………3026
ＦＡＸ……………………4801
滋賀県公館………………3080

広報課
課長………………………3040
広報係……………………3041
報道係……………………3042
県民の声係………………3046
ＦＡＸ……………………4804

企画調整課
課長………………………3310
総務係……………………3311
政策推進係………………3313
未来戦略係………………3312

広域連携推進室
室長・担当………………3315
防災電話………025-100-817
ＦＡＸ……………………4830

新駅問題・特定プロ
ジェクト対策室
室長………………………3304
担当………………………3331
ＦＡＸ……………………4831

総務部

共済係……………………3161
業務第一係………………3201
業務第二係………………3204
業務第三係………………3207
ＦＡＸ……………………4816
4824

財政課
課長………………………3180
財政企画係………………3182
予算第一係………………3181
予算第二係………………3184
予算第三係………………3187
公有財産係………………3191
債権回収特別対策室
室長・担当………………3193
ＦＡＸ……………………4817
防災電話………025-100-813

税政課
課長………………………3210
企画管理係………………3211
課税指導係………………3213
市町税制係………………3215
電算システム運用係……3217
地方税徴収対策室………3226
ＦＡＸ……………………4819
防災電話………025-100-814

市町振興課
部長………………………3100
次長………………………3102
管理監（行政経営企画・働き
方改革担当）
……………3105

総務課
課長………………………3110
総務・文書係……………3111
（文書収発）……………3116
（公用車）………………3149
庁舎管理係………………3113
ＦＡＸ……………………4812
中央監視盤室……………3136
守衛室（本館正面）………3140
守衛室（新館）…………3142
法制訟務係………………3118
公益法人・宗教法人係…3145
ＦＡＸ……………………4811

課長………………………3230
地域戦略支援係…………3231
行政係……………………3233
選挙係……………………3239
財政係……………………3235
理財係……………………3237
ＦＡＸ……………………4820
防災電話………025-100-815
025-100-816

検査課
課長………………………3250
担当………………………3253
ＦＡＸ……………………4821

県民生活部
部長………………………4400

私学・大学振興課
課長………………………3270
私立学校係………………3271
大学係……………………3274
ＦＡＸ……………………4814

人事課
課長………………………3150
総務・服務係……………3151
部長控室…………………3108
総務・服務係分室………3296
人事係……………………3153
組織・定員係……………3154
ＦＡＸ……………………4815
給与・公務災害係………3158
防災電話………025-100-812

行政経営企画室
室長………………………3290
担当………………………3291
ＦＡＸ……………………4827

総務事務・厚生課
課長………………………3160
厚生係……………………3163
健康管理係 ……………3166

理事（スポーツ担当、スポー
ツ局長）…………3361
次長(IT統括監)
……………4402
管理監（エネルギー政策課長）
……………3090
管理監（文化担当）……4403
管理監（国体・全国障害者ス
ポーツ大会準備室長）
……………4404
管理監（人権・同和担当）
……………4405

県民活動生活課
課長………………………3410
総務係……………………3411
消費生活係………………3412
安全なまちづくり係……3414
土地対策係………………3417
【県民活動・協働推進室】
室長・担当………………3419
ＦＡＸ……………………4840
【県民情報室】
室長・担当………………3121
県政史料室………………3126
統計資料室（２Ｆ）……3123
ＦＡＸ……………………4813
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エネルギー政策課
課長………………………3090
担当………………………3091
ＦＡＸ……………………4808

文化振興課
課長………………………3340
管理係……………………3341
美の滋賀・企画係………3344
【新生美術館整備室】
室長・担当………………3346
ＦＡＸ……………………4833

人権施策推進課
課長………………………3530
調整係……………………3531
企画・啓発係……………3533
ＦＡＸ……………………4852

情報政策課
課長………………………3380
地域情報化係……………3381
情報基盤係………………3383
ＩＴ企画室………………3292
職員ＩＴサポートセンター
……………3394
ＦＡＸ……………………4839

統計課
課長………………………3390
管理調整係………………3391
分析係……………………3397
普及係……………………3393
人口経済統計係…………3399
商工統計係………………3398
農林学事統計係…………3392
ＦＡＸ……………………4835

スポーツ局
副局長……………………3360
管理係……………………3361
施設係……………………3372
主会場整備係……………3363
競技力向上対策係………3375
ＦＡＸ……………………4842
【交流推進室】…………3366
【国体・全国障害者スポーツ
大会準備室】
室長・担当………………3321
ＦＡＸ……………………4832

琵琶湖環境部
部長………………………3400
次長………………………3402
管理監(最終処分場特別対策
室長)
……………3670
技監(琵琶湖政策課長)…3460
技監（森林政策課長）…3910

環境政策課
課長………………………3350
総務係……………………3351
企画調整係………………3354
環境管理係………………3357
ＦＡＸ……………………4844

琵琶湖政策課
課長………………………3460
水政策係…………………3461
水質・生態系係…………3463

琵琶湖レジャー対策係
………………3485
ＦＡＸ……………………4847

琵琶湖保全再生課
課長………………………3450
計画係……………………3451
活動推進係………………3453
ＦＡＸ……………………4847

温暖化対策課
課長………………………3490
計画調整係………………3493
事業推進係………………3494
ＦＡＸ……………………4844

循環社会推進課
課長………………………3470
循環調整係………………3471
ごみゼロ支援係…………3472
廃棄物指導係……………3473
廃棄物監視取締対策係…3475
ＦＡＸ……………………4845

最終処分場特別対策室
室長………………………3670
担当………………………3671
ＦＡＸ……………………4849

下水道課
課長………………………4210
総務調整係………………4211
経営管理係………………4214
企画係……………………4213
施設管理・建設係………4221
公共下水道係……………4223
防災電話………025-100-838
025-100-839
ＦＡＸ……………………4908

森林政策課
課長………………………3910
管理係……………………3911
林政企画係………………3914
森林計画係………………3913
団体指導係………………3922
交流推進係………………3918
県産材流通推進室………3915
ＦＡＸ……………………4886
防災電話………025-100-828

森林保全課
課長………………………3930
森林管理係………………3931
治山林道係………………3933
森づくり推進係…………3935
ＦＡＸ……………………4886

自然環境保全課
課長………………………3480
自然公園・企画係………3481
生物多様性戦略推進室…3483
鳥獣対策室………………3489
ＦＡＸ……………………4846

健康医療福祉部
部長………………………3500
理事（子育て・子育ち担当、
子ども・青少年局長）……3506
次長（事務）……………3502
次長（技術）……………3503
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健康福祉政策課
課長………………………3510
総務係……………………3511
企画調整係………………3512
保護係……………………3513
援護係……………………3514
指導監査係………………3516
ＦＡＸ……………………4850
防災電話………025-100-825

医療政策課
課長………………………3610
企画係……………………3611
医療人材確保係…………3614
医療整備係………………3625
ＦＡＸ……………………4859

健康寿命推進課
課長………………………3650
健康づくり係……………3651
母子保健・周産期係……3653
がん・疾病対策係………3655
ＦＡＸ……………………4857

医療福祉推進課
課長………………………3520
企画係……………………3521
介護人材確保係…………3597
在宅医療福祉係…………3529
認知症対策推進係………3522
ＦＡＸ……………………4851
介護施設指導係…………3523
在宅介護指導係…………3523

障害福祉課
課長………………………3540
共生推進係………………3541
企画・指導係……………3544
社会活動係………………3542
障害認定・難病係………3543
精神保健福祉係…………3548
ＦＡＸ……………………4853

薬務感染症対策課
課長………………………3630
管理係……………………3631
薬事指導係………………3634
感染症対策係……………3632
ＦＡＸ……………………4863

生活衛生課
課長………………………3640
管理・営業係……………3641
水道係……………………3645
ＦＡＸ……………………4860
食の安全推進室
室長・企画係……………3643
ＦＡＸ……………………4861

医療保険課
課長………………………3570
医療保険管理係…………3566
国保調整係………………3568
国保改革係………………3576
ＦＡＸ……………………4862

子ども・青少年局
副局長……………………3550
家庭福祉・青少年係……3561
虐待・非行防止対策係…3551
子育て支援係……………3553

ＦＡＸ……………………4854
子ども・子育て応援センター
……………3563
ＦＡＸ……………………4855

商工観光労働部
部長………………………3700
次長………………………3702
管理監（企業誘致担当）
……………3704
管理監（女性活躍担当）
……………3701
観光交流局長……………3703

商工政策課
課長………………………3710
総務係……………………3711
企画・海外展開支援係…3712
商工振興係………………3713
ＦＡＸ……………………4870
防災電話………025-100-826

中小企業支援課
課長………………………3730
商業支援係………………3731
活性化推進係……………3733
金融支援係………………3732
ＦＡＸ……………………4871

モノづくり振興課
課長………………………3790
モノづくり支援係………3791
(びわ湖環境ﾋﾞｼﾞﾈｽﾒｯｾ)
……………3793
健康創生特区・プロジェクト
係
………………3794
企業誘致推進室
室長………………………3704
担当………………………3792
ＦＡＸ……………………4876

労働雇用政策課
課長………………………3750
労政福祉係………………3751
職業能力開発係…………3755
就業支援係………………3758
産業人材戦略係…………3759
ＦＡＸ……………………4873

女性活躍推進課
課長………………………3770
男女共同参画係…………3771
活躍推進係………………3772
ＦＡＸ……………………4807

観光交流局
副局長……………………3740
観光政策室
観光企画係………………3741
観光推進係………………3743
滋賀ロケーションオフィス
……………3745
ビワイチ推進室…………3746
国際室
企画・交流係……………3061
多文化共生係……………3063
ＦＡＸ……………………5030

農政水産部
部長………………………3800

理事（食肉流通担当）…3801
次長………………………3802
技監（農業経営課長）…3830
技監（水産課長）………3870

農政課
課長………………………3810
総務係……………………3811
企画・財産係……………3812
世界農業遺産推進係……3825
農地係……………………3815
ＦＡＸ……………………4880

農業団体指導検査室
指導検査第一係…………3813
指導検査第二係…………3817

食のブランド推進課
課長………………………3890
マーケティング係………3892
地産地消係………………3891
環境こだわり農業係……3895
ＦＡＸ……………………4881

農業経営課
課長………………………3830
管理係……………………3831
水田農業・作物振興係
……………3832
環境・獣害対策係………3842
園芸振興係………………3834
ＦＡＸ……………………4882
地域農業戦略室
戦略推進係………………3845
普及革新係………………3847

畜産課
課長………………………3850
管理係……………………3851
生産衛生・耕畜連携係
……………3853
食肉流通係………………3861
ＦＡＸ……………………4883

水産課
課長………………………3870
漁政係……………………3871
水産振興係………………3873
漁場環境・資源係………3874
ＦＡＸ……………………4885

耕地課
課長………………………3940
経理係……………………3941
企画・技術管理係………3943
基盤整備係………………3946
ＦＡＸ……………………4888

次長（技術）……………4103
管理監(交通戦略課長、交通安
全対策室長) …3680
流域政策局長（芹谷地域振興
推進室長）
………4106

監理課

課長………………………3960
農村企画係………………3961
農村整備・防災係 ……3964
地域資源活用推進室……3962
ＦＡＸ……………………4888
防災電話………025-100-829

土木交通部
部長………………………4100
次長（事務）……………4102
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建築課
課長………………………4110
総務係……………………4111
経理係……………………4112
建設業係…………………4114
審査契約係………………4116
防災電話………025-100-860

課長………………………4250
営繕企画係………………4251
ファシリティ支援係……4257
行政施設係………………4252
教育施設係………………4254
設備係……………………4255
ＦＡＸ……………………4911

技術管理室

建築指導室

室長………………………4117
企画振興係………………4125
技術管理係………………4118
土木電算係………………4119

室長・指導係……………4258
住まいの安全対策係……4262
ＦＡＸ……………………4912
防災電話………025-100-841

用地対策室

流域政策局

室長………………………4120
担当………………………4121
ＦＡＸ……………………4902

交通戦略課
課長………………………3680
交通企画係………………3681
交通プロジェクト係……3684
ＦＡＸ……………………4837

副局長……………………4270
防災電話………025-100-833
025-100-834
防災ＦＡＸ……025-100-857
水防無線室……025-100-842

流域治水政策室

交通安全対策室

室長………………………4290
流域治水第一係…………4291
流域治水第二係…………4293
防災係……………………4152

室長・係…………………3682
交通事故相談所…………3425

広域河川政策室

道路課
課長………………………4130
総務経理係………………4131
企画係……………………4132
計画係……………………4136
建設係……………………4136
道路保全室
防災保全係………………4133
歩行者・自転車安全係…4134
路政係……………………4138
高速・幹線道路推進室…4142
ＦＡＸ……………………4903
防災電話………025-100-831
025-100-832
防災ＦＡＸ……025-100-856

砂防課
課長………………………4190
管理係……………………4191
土砂災害防止係…………4192
事業係……………………4193
ＦＡＸ……………………4907
防災電話………025-100-837

農業基盤管理推進室……3949

農村振興課

企画係……………………4235
宅地係……………………4240
ＦＡＸ……………………4911
防災電話………025-100-840

都市計画課
課長………………………4180
都市行政係………………4181
都市計画係………………4182
街路・区画整理係………4183
公園緑地係………………4281
景観係……………………4184
ＦＡＸ……………………4906
防災電話………025-100-836

住宅課
課長………………………4230
管理係……………………4231
公営住宅管理係…………4234
公営住宅営繕係…………4243

室長・管理係……………4272
企画・計画係……………4274
広域河川係………………4271

河川・港湾室
室長………………………4150
河川行政係………………4156
河川環境係………………4154
河川改修係………………4157

水源地域対策室
室長………………………4170
地域振興係………………4171
事業・ダム管理係………4173
ＦＡＸ……………………4904
防災電話………025-100-835
防災ＦＡＸ……025-100-858

会計管理局
会計管理者（会計管理局長）
……………4300
次長（管理課長）………4310

管理課
財務管理係………………4311
エコオフィス係…………4314
ＦＡＸ……………………4920
防災電話………025-100-844
用品センター……………4329
ＦＡＸ……………………4922

会計課
課長………………………4330
資金管理・国費係………4336
出納係……………………4331
審査・指導係……………4333
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企業庁
県庁控室…………………4978

病院事業庁
県庁控室…………………4976

議会事務局
局長………………………4070
次長 (総務課長)………4071

総務課
課長………………………4071
総務係……………………4081
秘書係……………………4082
ＦＡＸ……………………4940

議事課
課長………………………4090
議事係……………………4091

政策調査課

高校教育課
課長………………………4570
企画管理係………………4571
学校経営支援係…………4573
教育力向上係……………4575
高校再編室………………4578
ＦＡＸ……………………4953

特別支援教育課
課長………………………4660
企画管理係………………4661
教育指導係………………4665
ＦＡＸ……………………4957

幼小中教育課
課長………………………4660
企画管理係………………4661
教育課程指導係…………4665
学ぶ力向上係……………4662
生徒指導・いじめ対策支援室
……………4668
ＦＡＸ……………………4953

人権教育課
課長………………………4590
調整係……………………4591
企画振興係………………4592
ＦＡＸ……………………4954

課長・担当………………4094

生涯学習課

教育委員会
事務局
教育長……………………4500
教育次長（管理担当）…4502
教育次長（指導担当）…4503
管理監（文化財保護課長）
…………………4670

教育総務課
課長………………………4510
総務係……………………4511
企画係……………………4512
学校施設経理係…………4516
学校情報化推進係………4518
就学支援係………………4587
ＦＡＸ……………………4950
防災電話………025-100-845

教職員課
課長………………………4530
服務・免許係……………4531
給与係……………………4537
人材育成・働き方改革係
………………4536
県立学校人事係…………4532
小中学校人事係…………4534
ＦＡＸ……………………4951

健康福利室
室長………………………4550
福利厚生係………………4551
健康管理係………………4559
ＦＡＸ……………………4952

教職員健康管理室
公立学校共済組合………4565
総務貸付係………………4552
保健係……………………4555
資格給付係(年金)………4553
(組合員証)…4554
教職員互助会……………4557

課長………………………4650
生涯学習振興係…………4651
地域・家庭教育係………4654
ＦＡＸ……………………4962

保健体育課
課長………………………4610
管理係……………………4611
学校体育係………………4627
保健安全・給食係………4614
ＦＡＸ……………………4955

文化財保護課
課長………………………4670
管理係……………………4671
建造物係…………………4673
美術工芸・民俗係………4672
記念物係…………………4674
埋蔵文化財係……………4675
ＦＡＸ……………………4956

労働委員会
事務局
局長………………………4471
事務局……………………4473
ＦＡＸ……………………4972

収用委員会
事務局
局長………………………4482
事務局……………………4481
ＦＡＸ……………………4834

本部長室…………………5350
総務課……………………5351
広報官室…………………5352
公安委員会補佐室………5376
会計課……………………5353
警務課……………………5354
警務課（企画）…………5373
企画教養課………………5357
警察県民センター………5378
情報公開推進室…………5377
情報管理課………………5355
厚生課……………………5358
監察官室…………………5356
生活安全企画課…………5362
地域課……………………5364
通信指令課………………5386
少年課……………………5375
生活環境課………………5363
刑事企画課………………5385
捜査第一課………………5359
捜査第二課………………5360
組織犯罪対策課…………5374
鑑識課……………………5361
交通企画課………………5367
交通規制課………………5368
交通指導課………………5369
警備第一課………………5365
警備第二課………………5366
県庁控室（東館２Ｆ）…5387
防災電話………025-100-846
近畿管区警察局滋賀県通信部
……………5370

025-100
（災害対策室関係）

委員長……………………4450
局長………………………4451
総務・給与係……………4453
任用・審査係……………4454
ＦＡＸ……………………4970

監査委員事務局
監査委員…………………4460
局長………………………4461
事務局……………………4463
外部監査室………………4492
ＦＡＸ……………………4971

自衛隊地方連絡執務室…7140
7141
7120
7122
(FAX)
7123
7124
7125
7127
(FAX)
7128
7129

プレスセンター…………7137
7100
7101
(FAX)
7102
(FAX)
7103
消防応援活動調整本部…7138
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
(FAX)
7113
日本赤十字社他関係機関
………………7139

3

7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7345
7346
7347
7348
7349

(FAX)

(FAX)
(FAX)

滋賀県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀ―

警察本部

危機管理ｾﾝﾀｰ

人事委員会
事務局

(FAX)

7114
7117
7118
7119

(FAX)

7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136

(FAX)

(FAX)
県警本部執務室

災害対策本部室…………7200
7201
7204
7206
7207
気象台他関係機関………7208
7209
(FAX)
7210
7213
都道府県応援連絡室……7214
7215
(FAX)
7216
7219
DMAT・医療等関係機関…7220
7221
(FAX)
7222
7225
道路関係運送事業者等関係
7226
7227
7228
7231
電気ｶﾞｽ通信鉄道事業者等ﾗｲﾌ
ﾗｲﾝ
………………7232
7233
(FAX)
7234
7237
政府現地連絡対策室
………………7238
7239
7240
(FAX)
7241
7243
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ ……………7300
7301
7303
7305
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322

(FAX)

………7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357

連絡調整用会議室………7358
7359
7360
7361
7362
(FAX)
7363
倉庫
備蓄倉庫

………………7364

………………7434
7435
休憩室１ ………………7500
休憩室２ ………………7501
無線用更新仮設室………7502
電気室
………………7504
自家発電機室……………7505
無線機械室………………7506
7507
サーバー室………………7508
倉庫
………………7509
階段室
………………7510

滋

賀 県（０２５）

県出先機関

大津合同庁舎
025-100-58-2
西部県税事務所
所長……………………2210
次長……………………2211
管理課…………………2213
納税課…………………2215
課税第一課……………2231
課税第二課……………2220
ＦＡＸ…………………2234
西部・南部森林整備事務所
所長……………………2320
次長……………………2323
管理係…………………2322
林業振興係……………2323
治山林道係……………2330
ＦＡＸ…………………2347
大津土木事務所
所長……………………2240
防災電話…025-100-58-860
次長（事務担当）……2241
次長（技術担当）……2252
ＦＡＸ…………………2298
経理用地課
総務経理係……………2299
用地係…………………2271
管理調整課
管理係…………………2262
調整係…………………2301
道路計画課
道路整備第一係………2282
道路整備第二係………2286
維持補修係……………2283
計画保全係……………2284
防災電話…025-100-58-880
河川砂防課
河川係…………………2292
砂防係…………………2294
防災電話…025-100-58-875
防災FAX… 025-100-58-851
無線室……025-100-58-897
土地開発公社／住宅供給公社
理事長…………………2351
副理事長(総務部長)…2352
理事(用地・業務部長)
……………2353
ＦＡＸ…………………2395
総務部
総務課…………………2399
経理課…………………2382
用地業務部
技術用地課……………2359
新名神用地課…………2385
造林公社
理事長…………………2421
副理事長………………2421
事務局長………………2421
総務・企画開発課担当
………………2425
契約管理課担当………2423
森林管理課担当………2424
販売推進課……………2432
林業労働力確保支援セン
ター …………………2435
道路公社
理事長…………………2351
理事（総務部長）……2352
理事……………………2441

ＦＡＸ…………………2457
総務部
総務課…………………2391
経理課…………………2454
道路部
経営企画課……………2459
道路整備課……………2447
町村会
総務担当………………2481
業務担当………………2482
町村議会議長会…………2483

南部合同庁舎
025-100-52-2
南部県税事務所
所長…………………… 229
次長…………………… 229
納税課
課長…………………… 230
担当…………………… 232
課税課
課長…………………… 233
担当…………………… 327
軽油引取税課
課長…………………… 289
担当…………………… 235
防災電話…025-100-52-825
南部環境事務所
所長……………………
次長……………………
環境保全係……………
廃棄物対策係…………

390
319
295
321

南部健康福祉事務所
所長…………………… 701
次長…………………… 702
総務係………………… 711
地域保健福祉係……… 721
医療福祉連携係……… 731
生活衛生係…………… 703
防災電話…025-100-52-830
大津・南部農業農村振興事務
所
所長…………………… 281
次長…………………… 280
農産普及課
農業推進係…………… 283
普及指導第一係……… 250
普及指導第二係……… 246
防災電話…025-100-52-832
田園振興課
課長…………………… 240
農業農村保全第一係… 242
農業農村保全第二係… 243
基盤整備係…………… 296
防災電話…025-100-52-840
南部土木事務所
所長（地域防災監）… 200
防災電話…025-100-52-860
次長(事務)(経理用地課長)
…………… 201
防災電話…025-100-52-870
次長（技術）(管理調整課長)
…………… 401
防災電話…025-100-52-880
経理用地課
防災・経理係………… 202
用地係………………… 226
防災電話…025-100-52-862
防災FAX… 025-100-52-851
管理調整課
管理係………………… 398
調整係………………… 298
防災電話…025-100-52-865

道路計画課
課長…………………… 214
道路整備第一係……… 215
道路整備第二係……… 206
維持補修係・計画保全係
……… 210
防災電話…025-100-52-872
河川砂防課
課長…………………… 213
河川第一係・河川第二係
……… 218
砂防係………………… 220
防災電話…025-100-52-875

防災電話…025-100-53-880
経理用地課
課長…………………… 207
防災・経理係………… 205
用地係………………… 226
防災電話…025-100-53-862
025-100-53-870
防災FAX… 025-100-53-851
無線室……025-100-53-897
管理調整課
課長…………………… 210
管理係………………… 249
調整係………………… 212
建築指導係…………… 221

総務事務・厚生課
南部総務経理係
係長…………………… 290
担当…………………… 263
防災電話…025-100-52-821

防災電話…025-100-53-865
道路計画課
課長…………………… 230
道路整備係…………… 232
維持補修係…………… 229
計画保全係…………… 238
防災電話…025-100-53-872
河川砂防課
課長…………………… 240
河川第一・ダム管理係
……………… 241
河川第二係…………… 223
砂防係………………… 242
防災電話…025-100-53-875

会計管理局会計課
南部地域会計係
係長…………………… 303
担当…………………… 302
防災電話…025-100-52-823

甲賀合同庁舎
025-100-53-2
甲賀環境事務所
所長…………………… 321
次長…………………… 322
担当…………………… 324
346
防災電話…025-100-53-833
中部県税事務所
甲賀納税課
課長…………………… 315
担当…………………… 311
防災電話…025-100-53-825
甲賀健康福祉事務所
所長…………………… 401
次長…………………… 402
総務係………………… 406
地域保健福祉係……… 415
医療福祉連携係……… 413
生活衛生係…………… 420
防災電話…025-100-53-830
甲賀森林整備事務所
所長…………………… 330
次長…………………… 331
林業振興係…………… 333
治山林道係…………… 341
防災電話…025-100-53-832
甲賀農業農村振興事務所
所長…………………… 350
次長…………………… 360
農産普及課
課長…………………… 351
農業推進係…………… 352
普及指導第一係……… 362
普及指導第二係……… 364
防災電話…025-100-53-838
田園振興課
課長…………………… 370
農地農村保全係……… 376
基盤整備第一係……… 378
基盤整備第二係……… 381
防災電話…025-100-53-840
025-100-53-835
甲賀土木事務所
所長（地域防災監）… 200
防災電話…025-100-53-860
次長…………………… 201
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総務事務・厚生課
甲賀総務経理係
係長…………………… 302
係員…………………… 304
防災電話…025-100-53-821
025-100-53-823
会計管理局会計課
甲賀地域会計係………… 390

東近江合同庁舎
025-100-54-2
中部県税事務所
所長…………………… 213
次長…………………… 224
納税課
課長…………………… 215
課税課
課長…………………… 223
防災電話…025-100-54-825

田園振興課
課長…………………… 260
農地保全第一係……… 372
農地保全第二係……… 259
基盤整備第一係……… 297
基盤整備第二係……… 273
基盤整備第三係……… 274
防災電話…025-100-54-840
025-100-54-886
東近江土木事務所
所長（地域防災監）……300
防災電話…025-100-54-860
次長（事務）………… 301
防災電話…025-100-54-862
次長（技術）………… 306
防災電話…025-100-54-880
防災FAX… 025-100-54-851
経理用地課
課長…………………… 332
防災・経理係………… 304
用地係………………… 333
管理調整課
課長…………………… 306
管理係………………… 323
調整係………………… 331
道路計画課
課長…………………… 310
道路整備第一係……… 308
道路整備第二係……… 337
維持補修係…………… 311
計画保全係…………… 312
防災電話…025-100-54-865
河川砂防課
課長…………………… 313
河川第一・ダム管理係 315
河川第二係 ………… 321
河川第三係…………… 319
砂防係………………… 318
防災電話…025-100-54-875
総務事務・厚生課
東近江総務経理係
係長…………………… 201
防災電話…025-100-54-823
無線室……025-100-54-897
会計管理局会計課
東近江地域会計係
係長…………………… 256

湖東合同庁舎
025-100-55-2

東近江環境事務所
所長…………………… 360
次長…………………… 364
環境保全係…………… 361
廃棄物対策係………… 363
防災電話…025-100-54-833

湖東環境事務所
所長…………………… 370
次長…………………… 374
担当…………………… 375
372

中部森林整備事務所
所長…………………… 250
次長…………………… 247
東近江林業振興係…… 294
湖東林業振興係……… 294
治山林道係…………… 251
防災電話…025-100-54-838

東北部県税事務所
湖東納税課
所長・課長…………… 209
管理収納……………… 211
徴収…………………… 213
防災電話…025-100-55-825

東近江健康福祉事務所
防災電話…025-100-54-830

湖東健康福祉事務所
防災電話…025-100-55-830

東近江農業農村振興事務所
所長…………………… 266
次長…………………… 262

湖東農業農村振興事務所
所長…………………… 221
農産普及課
課長…………………… 226
農業推進係…………… 222
普及指導第一係……… 384
普及指導第二係……… 383
防災電話…025-100-55-832
田園振興課
課長…………………… 237

農業普及課
課長……………………
農業推進係……………
東部普及指導第一係…
東部普及指導第二係…

238
236
240
242

滋

賀 県（０２５）

農地農村保全係……… 238
基盤整備第一係……… 244
基盤整備第二係……… 246
防災電話…025-100-55-840
湖東土木事務所
所長（地域防災監）…… 260
防災電話…025-100-55-860
次長…………………… 261
次長…………………… 278
経理用地課
防災・経理係………… 263
用地係………………… 270
防災電話…025-100-55-862
管理調整課
防災電話…025-100-55-870
管理調整係…………… 268
建築指導係…………… 265
防災電話…025-100-55-865
道路計画課
課長…………………… 259
道路整備係…………… 282
改良計画係…………… 279
維持補修係…………… 281
河川砂防課
課長…………………… 258
河川・ダム管理係…… 274
砂防係………………… 276
防災電話…025-100-55-875
025-100-55-880
防災FAX… 025-100-55-851
芹谷地域振興課
係長…………………… 314
担当…………………… 316
総務事務・厚生課
湖東総務経理係
係長…………………… 203
担当…………………… 216
防災電話…025-100-55-822
会計管理局会計課
湖東地域会計係
係長…………………… 207
防災電話…025-100-55-821
防災電話…025-100-55-823
消費生活センター
所長…………………… 290
次長…………………… 291
担当…………………… 292

次長…………………… 379
総務係………………… 364
医療福祉連携係……… 370
地域保健福祉係……… 369
生活衛生係…………… 378
防災電話…025-100-56-830
湖北農業農村振興事務所
所長…………………… 256
農産普及課
次長…………………… 250
農業推進係…………… 253
普及指導第一係……… 290
普及指導第二係……… 296
防災電話…025-100-56-838
田園振興課
課長…………………… 261
農地農村保全第一係
………… 263
農地農村保全第二係
………… 262
基盤整備第一係……… 274
基盤整備第二係……… 268
防災電話…025-100-56-840
長浜土木事務所
所長（地域防災監）…… 310
防災電話…025-100-56-860
副所長(副地域防災監)
…………… 312
防災・経理係………… 315
用地係………………… 334
防災電話…025-100-56-862
次長(技術)…………… 329
管理調整課
担当…………………… 358
防災電話…025-100-56-865
道路計画課
課長…………………… 326
道路整備係…………… 325
維持補修係…………… 328
計画保全係…………… 327
河川砂防課
課長…………………… 357
河川第一・ダム管理係
…………… 320
河川第二係…………… 321
砂防係………………… 322
防災電話…025-100-56-872
防災FAX… 025-100-56-851
総務事務・厚生課
湖北総務経理係………… 211
防災電話…025-100-56-822

湖北合同庁舎
025-100-56-2

会計管理局会計課
湖北地域会計係………… 281
湖北環境事務所
所長…………………… 393
次長…………………… 392
環境保全係…………… 350
廃棄物対策係………… 391
防災電話…025-100-56-833
東北部県税事務所
所長…………………… 235
次長…………………… 220
納税課
課長…………………… 233
課税課
課長…………………… 228
防災電話…025-100-56-825
湖北森林整備事務所
所長……………………
次長……………………
管理係…………………
林業振興係……………
治山林道係……………

240
239
237
242
245

湖北健康福祉事務所
所長…………………… 360

姉川ダム
025-100-56
管理事務所…025-100- 56-881
…025-100- 56-882
FAX…025-100- 56-883

長浜土木事務所
木之本支所
025-100-59-2
所長…………………………10
防災電話……025-100-59-860
管理課
課長………………………47
総務経理係………………23
防災電話…025-100-59-862

用地係……………………44
防災電話…025-100-59-880
管理調整係………………36
防災電話…025-100-59-870
025-100-59-865
道路計画課
課長………………………38
道路整備係 …………… 28
維持補修係………………21
計画保全係………………40
防災電話…025-100-59-872
河川砂防課
課長………………………31
河川・ダム管理係………31
砂防係……………………22
防災電話…025-100-59-875
防災FAX… 025-100-59-851
無線室………025-100-59-897

高島合同庁舎
025-100-57-2
高島環境事務所
所長…………………… 218
次長…………………… 209
担当…………………… 299
防災電話…025-100-57-833
西部・南部森林整備事務所
高島支所
支所長………………… 232
林業振興班…………… 234
森林整備班…………… 232
ＦＡＸ………………… 483
防災電話…025-100-57-838
高島健康福祉事務所
防災電話…025-100-57-830
高島農業農村振興事務所
所長…………………… 225
次長…………………… 248
農産普及課
課長…………………… 228
担当 ………………… 226
ＦＡＸ………………… 481
防災電話…025-100-57-832
田園振興課
課長…………………… 248
農地農村保全係……… 245
基盤整備係…………… 241
ＦＡＸ………………… 482
防災電話…025-100-57-840
高島土木事務所
所長（地域防災監）…… 300
防災電話…025-100-57-860
副所長………………… 302
次長…………………… 312
経理用地課
課長…………………… 302
防災・経理係………… 301
用地係………………… 316
ＦＡＸ………………… 403
防災電話…025-100-57-862
025-100-57-870
管理調整課
課長…………………… 312
担当…………………… 310
防災電話…025-100-57-865
道路計画課
課長…………………… 320
道路整備係…………… 322
維持補修係…………… 320
防災電話…025-100-57-872
025-100-57-880
河川砂防課
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課長…………………… 335
河川・ダム管理係…… 327
砂防係………………… 326
ダム管理担当………… 324
防災電話…025-100-57-875
防災FAX… 025-100-57-851
天川ダム操作室………… 381
総務事務・厚生課
高島総務経理係
係長…………………… 202
防災電話…025-100-57-822
無線室……025-100-57-897
会計管理局会計課
高島地域会計係
係長…………………… 250

日赤関係
防災電話 FAX 自動切替え
日本赤十字社滋賀県支部
……………………… 51-863
大津赤十字病院…… 51-861
長浜赤十字病院…… 56-884

滋

賀 県（０２５）

市町

消防機関

防災関係機関

県出先機関

025-100-3

025-100-3

025-100-3

025-100-3

大津市…………… 電話201-0

大津消防局……… 電話150-0

自衛隊大津……… 電話174-0

防災航空隊……… 電話140-0

FAX201-1

FAX150-1

FAX174-1

FAX140-1

彦根市…………… 電話202-0

湖南消防局……… 電話151-0

自衛隊今津……… 電話171-0

FAX202-1

FAX151-1

FAX171-1

長浜市…………… 電話203-0

甲賀消防本部…… 電話152-0

FAX203-1

FAX152-1

湖西浄化………… 電話181-0
FAX181-1

近江八幡市……… 電話204-0

東近江消防本部… 電話153-0

FAX204-1

FAX153-1

彦根気象台……… 電話170-0

湖南中部浄化…… 電話180-0

FAX170-1

FAX180-1
東北部浄化……… 電話182-0

ＮＨＫ…………… 電話172-0
草津市…………… 電話206-0

彦根消防本部…… 電話155-0

FAX206-1

FAX155-1

高島浄化………… 電話183-0
ＢＢＣ…………… 電話173-0

守山市…………… 電話207-0

湖北消防本部…… 電話157-0

FAX207-1

FAX157-1

栗東市…………… 電話208-0

高島消防本部…… 電話160-0

FAX208-1

FAX160-1

FAX182-1

FAX172-1
FAX183-1

FAX173-1
青土ダム………… 電話135-0
FAX135-1
日野川ダム……… 電話132-0

甲賀市…………… 電話209-0

FAX132-1

FAX209-1
永源寺ダム……… 電話130-0
野洲市…………… 電話210-0

FAX130-1

FAX210-1
宇曽川ダム……… 電話134-0
湖南市…………… 電話211-0

FAX134-1

FAX211-1
余呉川管理……… 電話131-0
高島市…………… 電話212-0

FAX131-1

FAX212-1
石田川ダム……… 電話133-0
東近江市………… 電話213-0

FAX133-1

FAX213-1
米原市…………… 電話214-0
FAX214-1
日野町…………… 電話383-0
FAX383-1
竜王町…………… 電話384-0
FAX384-1
愛荘町…………… 電話425-0
FAX425-1
豊郷町…………… 電話441-0
FAX441-1
甲良町…………… 電話442-0
FAX442-1
多賀町…………… 電話443-0
FAX443-1
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