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愛媛県庁 

038-200 

 
知事室……………………2001 

副知事室…………………2003 

副知事室…………………2008 

教育長室…………………2010 

公営企業管理者室………2027 

環境創造センター所長室 

      ……………2014 

 

愛のくに えひめ
営業本部 

 
営業本部長室……………2019 

 

愛のくに えひめ 

営業本部 
 

営業本部マネージャー…3801 

すご味グループ…………2562 

すごモノグループ………2563 

 

防災安全統括部 

 

部長室……………………2018 

 

総務部 

 

部長室……………………2020 

 

総務管理局 
 
局長室……………………2030 

 

総務管理課 
 
課長………………………3000 

調整管理係………………2151 

政策推進グループ………2152 

施設管理グループ（庁舎管理） 

      ……………2153 

施設管理グループ（中央監視

室） 

      ……………2154 

財産管理グループ………2255 

自動車グループ…………2157 

受付（本館）……………2159 

受付（第一別館）………2160 

受付（第二別館）………2161 

受付（議事堂玄関ホール） 

      ……………2162 

受付（議事堂傍聴者受付） 

      ……………2163 

中央監視室………………2164 

交換室・放送室…………2165 

庁務員室…………………2166 

 

人事課 
 
課長………………………3081 

人事係……………………2176 

組織定員係………………2177 

人材育成係………………2185 

給与係……………………2178 

 

職員厚生室 
 
室長………………………3098 

福利健康係………………2180 

共済・年金係……………2182 

地方職員共済組合………2183 

互助会……………………2184 

研修所……………………5200 

 

市町振興課 
 
課長………………………3165 

行政係……………………2211 

連携推進係………………2216 

選挙係……………………2212 

財政係……………………2213 

税政係……………………2214 

住基ネットシステム室…5823 

 

私学文書課 
 
課長………………………3196 

私学係・公益法人係……2221 

法令係……………………2222 

文書グループ……………2223 

 

行財政改革局 
 
局長室……………………2038 

 

財政課 
 
課長………………………3112 

財政改革グループ………2193 

           2194 

予算調整グループ………2191 

           2192 

           2195 

 

行革分権課 
 
課長………………………3221 

行政改革グループ………2226 

分権改革グループ………2227 

 

税務課 
 
課長………………………3137 

直税係……………………2201 

自動車税係………………2203 

税務調査グループ………2204 

 

企画振興部 

 

部長室……………………2021 

 

政策企画局 
 
局長室……………………2032 

 

総合政策課 
 
課長………………………3225 

調整管理係………………2231 

政策推進グループ………2232 

政策企画グループ………2233 

 

自転車新文化推進室 

 

室長………………………3257 

企画推進グループ………2239 

 

秘書課 
 
課長………………………3065 

秘書担当…………………2171 

庶務担当…………………2172 

文辞担当…………………2173 

 

広報広聴課 
 
課長………………………3261 

広報係……………………2241 

報道係……………………2242 

広聴・相談係……………2243 

みきゃんセンター………2247 

情報公開係………………2244 

行幸啓報道グループ……5563 

 

統計課 
 
課長………………………3321 

人口統計係………………2266 

統計分析係………………2268 

経済統計係………………2269 

生活統計係………………2267 

統計普及係………………2271 

 

情報政策課 
 
課長………………………3370 

情報企画グループ………2286 

           2228 

行政情報グループ………2287 

           2289 

システム運用グループ…2272 

オンライン運用グループ 

      ……………2205 

      ……………2206 

ヘルプデスク（庁内ＬＡＮ） 

      ……………2290 

ヘルプデスク（文書管理・電

子決裁）  ……………5509 

 

地域振興局 
 
局長室……………………2031 

 

地域政策課 
 
課長………………………3224 

活力創出グループ………2217 

地域づくり支援グループ 

      ……………2261 

 

交通対策課 
 
課長………………………3285 

交通政策グループ………2251 

空港・航空振興グループ 

      ……………2252 

 

文化・スポーツ振興課 
 
課長………………………4900 

管理係……………………2971 

文化振興グループ………2972 

スポーツ振興グループ…2983 

 

県民環境部 

 

部長室……………………2022 

環境技術専門監室………2062 

 

県民生活局 
 
局長室……………………2033 

 

県民生活課 
 
課長………………………3392 

調整管理係………………2301 

政策推進グループ………2302 

表彰係……………………2303 

消費者行政グループ……2336 

 

男女参画・県民協働課 
 
課長………………………3465 

男女参画グループ………2332 

県民協働グループ………2305 

           2415 

男女共同参画センター…5203 

 

人権対策課 
 
課長………………………3756 

人権啓発係………………2456 

地域改善係………………2457 

 

防災局 
 
局長室……………………2034 

危機管理監………………3433 

原子力安全対策推進監…3491 

 

消防防災安全課 
 
課長………………………3435 

消防係……………………2316 

保安係……………………2320 

交通安全推進係…………2321 

防災航空事務所…………5202 

 

防災危機管理課 
 
課長………………………3432 

防災企画グループ………2317 

防災危機管理グループ…2319 

防災情報グループ………2318 

宿日直室…………………2324 

防災行政無線室…………2323 

ＦＡＸ……………………2328 

 

原子力安全対策課 
 
課長………………………3431 

原子力防災グループ……2341 

原子力監視グループ……2352 

 

環境局 
 
局長室……………………2035 

 

環境政策課 
 
課長………………………3493 

環境計画係………………2346 

大気・環境評価係………2347 

水道整備係………………2348 

温暖化対策グループ……2349 

水・土壌環境係…………2350 

 

循環型社会推進課 
 
課長………………………3525 

計画推進グループ………2356 

一般廃棄物係……………2357 

産業廃棄物係……………2358 

廃棄物処理センター担当 

      ……………5385 

 

自然保護課 
 
課長………………………3550 

自然公園係………………2366 

生物多様性係……………2368 

 

保健福祉部 

 

部長室……………………2023 

 

社会福祉医療局 
 
局長室……………………2037 

 

保健福祉課 
 
課長………………………3566 

調整管理係………………2381 

政策推進グループ………2382 

企画係……………………2383 

生活保護係………………2385 

福祉監査グループ………2304 

 

医療保険室 
 
室長………………………3722 

国保係……………………2436 

医療係……………………2438 

 

医療対策課 
 
課長………………………3740 

医療政策グループ………2449 

医療機関係………………2384 

救急・災害医療グループ 

      ……………2450 

医療安全係………………2447 

地域看護係………………2406 

 

健康衛生局 
 
局長室……………………2039 

 

健康増進課 
 
課長………………………3632 

健康政策係………………2401 

感染症対策係……………2402 

精神保健係………………2403 

難病対策係………………2404 

母子保健係………………2405 

 

薬務衛生課 
 
課長………………………3606 

薬事係……………………2391 

製造指導係………………2392 

麻薬毒劇物係……………2393 

環境衛生係………………2394 

食品衛生係………………2395 

乳肉衛生・動物愛護係…2396 

 

生きがい推進局 
 
局長室……………………2036 

 

子育て支援課 
 
課長………………………3661 

子育て支援企画係………2413 

ひとり親家庭係…………2411 

保育・幼稚園係…………2412 

児童・婦人施設係………2414 

 

障がい福祉課 
 
課長………………………3686 

障がい政策係……………2422 

在宅福祉係………………2423 

障がい施設係……………2421 

障がい支援係……………2424 

 

長寿介護課 
 
課長………………………3705 

長寿政策係………………2446 

介護予防係………………2431 

介護研修係………………2338 

介護事業者係……………2432 

援護恩給係………………2434 

 

経済労働部 

 

部長室……………………2024 

 

産業雇用局 
 
局長室……………………2041 

 

産業政策課 
 
課長………………………3770 

調整管理係………………2461 

政策推進グループ………2462

経済企画グループ………2475 

スゴ技グループ…………2473 

貿易海運係………………2465 

計量検定所………………5205 
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企業立地課 
 
課長………………………3302 

立地推進グループ………2474 

 

労政雇用課 
 
課長………………………3872 

労働政策グループ 

 （労政）………………2501 

 （労働福祉）…………2502 

職業能力開発グループ 

 （職業訓練）…………2503 

 （技能振興）…………2504 

 

雇用対策室 
 
室長………………………3884 

雇用対策グループ 

 （地域雇用・高齢・障害） 

      ……………2506 

 （若年・基金）………2509 

 

産業支援局 
 
局長室……………………2040 

 

産業創出課 
 
課長………………………3805 

新事業支援係……………2472 

農商工連携係……………2471 

技術振興係………………2482 

産学官連携係……………2483 

 

経営支援課 
 
課長………………………3827 

金融係……………………2481 

地域産業係………………2484 

商工団体係………………2463 

商業振興係………………2464 

 

観光交流局 
 

局長室……………………2042 

 

観光物産課 
 
課長………………………3852 

観光企画係………………2491 

観光まちづくりグループ 

         ……2492 

物産振興係………………2493 

 

国際交流課 
 
課長………………………3420 

国際観光係………………2311 

国際交流係………………2312 

旅券グループ（特別旅券窓口） 

      ……………5201 

 

 

農林水産部 

 

部長室……………………2025 

 

農政企画局 
 
局長室……………………2043 

 

農政課 
 
課長………………………3897 

調整管理係………………2511 

政策推進グループ………2512 

企画係……………………2513 

６次産業化推進グループ 

      ……………2514 

国土調査係………………2517 

 

農業経済課 
 
課長………………………3952 

農協係……………………2526 

共済係……………………2528 

金融係……………………2529 

検査係……………………2530 

 

ブランド戦略課 
 
課長………………………4072 

ブランド推進グループ…2567 

流通戦略グループ………2569 

地産地消グループ………2541 

 

農業振興局 
 
局長室……………………2044 

技術監室…………………2045 

 

農地整備課 
 
課長………………………3980 

事業管理係………………2536 

用地管理係………………2537 

計画調整グループ………2539 

技術管理係………………2540 

ほ場整備係………………2542 

農業水利係………………2543 

農村整備係………………2545 

農地防災係………………2546 

 

農産園芸課 
 
課長………………………4027 

管理係……………………2551 

普及指導係………………2557 

生産指導係………………2558 

鳥獣害対策係……………2554 

研究企画係………………2559 

果樹係……………………2566 

米麦係……………………2568 

野菜・花き係……………2570 

環境農業係………………2555 

 

農地・担い手対策室 
 
室長………………………4028 

農地調整係………………2516 

農地活用係………………2552 

担い手育成係……………2553 

 

畜産課 
 
課長………………………4107 

畜産係……………………2576 

経営指導係………………2577 

酪農飼料係………………2578 

家畜衛生係………………2580 

 

森林局 
 
局長室……………………2049 

 

林業政策課 
 
課長………………………4130 

庶務係……………………2586 

林業企画係………………2587 

森林計画係………………2588 

森林組合係………………2527 

木材流通戦略係…………2589 

林道整備係………………2590 

普及指導係………………2591 

 

森林整備課 
 
課長………………………4162 

庶務係……………………2586 

造林係……………………2596 

保護緑化係………………2597 

林地保全係………………2598 

治山係……………………2600 

公益林整備グループ……2601 

           2602 

 

水産局 
 
局長室……………………2046 

 

漁政課 
 
課長………………………4191 

企画流通係………………2606 

水産団体係………………2607 

検査係……………………2610 

 

水産課 
 
課長………………………4211 

庶務………………………2616 

振興開発係………………2617 

資源管理係………………2618 

漁業調整係………………2620 

漁場管理係………………2621 

漁業取締係………………2622 

 

漁港課 
 
課長………………………4235 

管理係……………………2626 

計画係……………………2627 

建設係……………………2628 

海岸防災係………………2629 

 

土木部 

 

部長室……………………2026 

 

土木管理局 
 
局長室……………………2047 

技術監室…………………2048 

 

土木管理課 
 
課長………………………4251 

調整管理係………………2641 

政策推進グループ………2642 

契約係……………………2643 

建設業係…………………2644 

建設産業再生支援インフォ

メーションセンター 

      ……………2683 

 

技術企画室 
 
室長………………………4285 

企画調整係………………2647 

技術管理係………………2648 

システム管理係…………2649 

 

用地課 
 
課長………………………4310 

用地指導グループ………2661 

収用係……………………2663 

特定事業係………………2664 

 

河川港湾局 
 
局長室……………………2051 

 

河川課 
 
課長………………………4330 

河川行政係………………2671 

防災係……………………2672 

改良係……………………2673 

調査係……………………2674 

河川情報システム室……2676 

 

水資源対策課 
 
課長………………………4356 

水資源企画係……………2681 

水資源調査係……………2682 

 

港湾海岸課 
 
課長………………………4371 

管理係……………………2691 

計画係……………………2692 

建設係……………………2693 

海岸係……………………2694 

 

砂防課 
 
課長………………………4394 

管理係……………………2437 

砂防係……………………2701 

傾斜地保全係……………2702 

 

道路都市局 
 
局長室……………………2052 

高速道路推進監…………4456 

 

道路建設課 
 
課長………………………4411 

企画係……………………2711 

道路事業係………………2712 

高速道路係………………2732 

県道係……………………2713 

国道係……………………2714 

橋梁係……………………2715 

 

道路維持課 
 
課長………………………4435 

道路管理係………………2721 

道路保全係………………2722 

道路安全係………………2723 

 

都市計画課 
 
課長………………………4466 

土地利用調整係…………2736 

都市計画グループ………2738 

まちづくり推進係………2740 

宅地開発審査係…………2742 

 

都市整備課 
 
課長………………………4495 

都市公園管理係…………2746 

下水道係…………………2747 

街路係……………………2748 

公園緑地係………………2749 

 

建築住宅課 
 
課長………………………4515 

工事契約係………………2756 

建築指導係………………2757 

宅地建物指導係…………2758 

公営住宅係………………2759 

住宅企画係………………2760 

 

営繕室 
 
室長………………………4537 

営繕企画係………………2762 

営繕第一係………………2763 

営繕第二係………………2764 

営繕第三係………………2765 

電気設備係………………2766 

機械設備係………………2767 

 

えひめ 国体   
推進局 

 
局長室……………………5500 

総務担当次長室…………5505 

運営・式典担当次長室…5485 

競技力向上担当次長室…5452 

 

国体総務企画課 
 
課長………………………5471 

総務グループ……………5650 

渉外グループ……………5454 

広報グループ……………5660 

県民運動グループ………5457 

 

行幸啓室 
 
室長………………………5467 

行幸啓グループ…………5565 

 

障がい者 

スポーツ大会課 
 
課長………………………5571 

総務グループ……………5451 

運営グループ……………5462 

 

国体運営・施設課 
 
課長………………………5481 

施設グループ……………5580 

宿泊衛生グループ………5581 

輸送交通グループ………5459 

 

国体競技式典課 
 
課長………………………5491 

式典グループ……………5620 

競技グループ……………5622 

 

国体競技力 
向上対策課 

 
課長………………………5464 

競技力向上グループ……5463 
 

出納局 

 

会計管理者室……………2053 

 

会計課 
 
課長………………………4565 

会計指導係………………2771 

出納決算係………………2775 

給与係……………………2777 

用品調達係………………2156 

 

審査課 
 
課長………………………4564 

県費審査係………………2773 

国費係……………………2776 

システム管理係…………2772 

旅費審査係………………2774 

 

公営企業管理局 

 

局長室……………………2054 

 

総務課 
 
課長………………………4606 

総務企画係………………2791 

財務グループ……………2792 

      ……………2793 

財産管理係………………2794 

 

発電工水課 
 
課長………………………4630 

発電係……………………2801 
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工業用水係………………2803 

工務係……………………2804 

 

県立病院課 
 
課長………………………4645 

管理係……………………2811 

企画係……………………2812 

指導係……………………2813 

施設係……………………2816 

 

人事委員会  
事務局 

 

事務局長室………………2055 

参事次長…………………4661 

 

採用給与課 
 
課長………………………4671 

総務審査係………………2822 

任用試験係………………2826 

給与制度係………………2827 

 

県議会 

 

議長室……………………2830 

副議長室…………………2831 

議長秘書室………………2832 

局長室……………………2028 

次長室……………………2056 

 

総務課 
 
課長………………………4681 

庶務係……………………2836 

秘書係……………………2832 

経理係……………………2837 

分室………………………2838 

 

議事調査課 
 
課長………………………4705 

議事・記録係……………2846 

委員会グループ…………2847 

 

政務調査室 
 
室長………………………4704 

政務調査グループ………2848 

 

図書室 
 
室長………………………2028 

 

選挙管理委員会 

 

選挙管理委員会室………2891 

 

監査委員 

 

監査委員室………………2910 

 

監査事務局 

 

事務局長室………………2057 

次長室……………………4725 

 

事務局 
 
監査調整グループ………2901 

監査企画グループ………2906 

財務監査グループ………2907 

監査室……………………2908 

 

外部監査 

 

外部監査室………………2909 

 

教育委員会 
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