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（ＦＡＸ）………………4576

木材増産推進課
課長………………………4877
課長補佐…………………4602
課長補佐（原木増産推進担当）
…………………4877
森の工場…………………4876
3147
原木増産…………………4876
3148
間伐………………………4602
3145
3146
（ＦＡＸ）………………4576

木材産業振興課
課長………………………3152
企画監（外商促進担当）
………3154
課長補佐…………………3155
加工促進…………………4591
3152
需要拡大…………………4593
利用促進…………………4592
3153
販売促進…………………4858
3154
（ＦＡＸ）………………4594

治山林道課
課長………………………3164
課長補佐…………………3167
技査………………………3164
治山………………………4867
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（ＦＡＸ）………………4530

環境対策課
課長………………………3230
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課長補佐（適正処理）…3233
計画推進・一般廃棄物…4522
3232
3234
3237
産業廃棄物処理推進……4595
産業廃棄物………………4523
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課長………………………4605
企画監兼室長……………4688
課長補佐…………………4828
総務・金融………………4605
3181
3186
企画………………………4828
3184
漁協検査指導……………4835
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（ＦＡＸ）………………4527

漁業管理課
課長………………………4826
副参事……………………4608
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課長………………………9833
課長補佐（事務）………9784
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共済………………………4813
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不動産取得税 課税……4954
3434
3435
3439
不動産取得税 評価……4845
3438
間税………………………4957
3436
納税課……………………3430
特別徴収…………………4948
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