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副部長兼室長……………5030
管理課長…………………5040
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財政担当課長……………5226
行政担当…………………5229
財政担当…………………5233
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ＦＡＸ……………………5244
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調査統計課
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滞納整理担当課長………5208
課税担当…………………5147
電子システム担当………5141
管理企画担当……………5144
滞納整理担当……………5208
ＦＡＸ……………………5149

参事兼総括課長…………5295
主幹兼統計担当課長……5297
統計情報担当……………5298
調査分析担当……………5301
生活統計担当……………5302
経済統計担当……………5297
ＦＡＸ……………………5309

管財課
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……………………………5120
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……………………………5116
ＦＡＸ……………………5139

総括課長…………………5245
情報システム担当課長…5314
地域情報化担当課長……5311
情報システム担当………5248
地域情報化担当…………5312
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室長………………………5160
防災危機管理監…………5162
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ＦＡＸ……………………5174
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所長………………………5066
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認定任用担当……………5980
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運営担当…………………6224
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政策地域部長……………5190
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政策監……………………5510
調整監……………………5192
管理課長…………………5201
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特命課長（未来づくり機構）
……………………………5195
政策担当…………………5509
調整担当…………………5216
分権担当…………………5214
評価担当…………………5181
管理担当…………………5202
未来づくり担当…………5196
ＦＡＸ……………………5254

文化スポーツ部長………6290

文化スポーツ企画室
副部長兼文化ｽﾎﾟｰﾂ企画室長
……………………………6291
管理課長…………………6297
企画課長兼ふるさと振興監
……………………………6292
管理担当…………………6298
企画担当…………………6294

文化振興課
総括課長…………………6285
文化芸術担当課長………6288
主幹兼文化交流担当課長
……………………………6286
主幹兼世界遺産担当課長
……………………………6487
文化芸術担当……………6485
文化交流担当……………6481
柳之御所担当……………6483
世界遺産担当……………6486

スポーツ振興課
参事兼総括課長…………6493
生涯スポーツ担当課長…6495
首席スポーツ振興専門員兼競
技スポーツ担当課長……6497
生涯スポーツ担当………6496
競技スポーツ担当………6794

地域振興室

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019
推進室

理事兼政策地域部副部長兼地
域振興室長………………5210
地域振興監………………5210
県北沿岸振興課長………5259
特命課長（地域交流推進）
……………………………5194
地域振興担当……………5211
定住・交流促進専門員…5256
県北沿岸振興担当………5197

室長………………………6795
総務企画担当課長………6796
大会運営課長……………6798
受入態勢整備担当課長…6787
総務企画担当……………6756
大会運営担当……………6797
6799

科学ILC推進室
理 事 兼 科 学 ILC 推 進 室 長
……………………………5511
ILC推進課長 ……………5223
科学技術担当課長………5250
ILC推進担当 ……………5203
科学技術担当……………5251

国際室

政策地域部

文化スポーツ部

室長………………………5761
国際監……………………5760
国際交流担当……………5762
国際担当…………………5764
ＦＡＸ……………………5766

交通政策室
室長兼国際室国際監……5260
地域交通課長……………5204
空港振興課長……………5915
地域交通担当……………5218
空港担当…………………5918

環境生活部
環境生活部長……………5320

資源循環推進課
総括課長…………………5365
廃棄物対策担当課長……5365
資源循環担当課長………5367
廃棄物対策担当…………5366
資源循環担当……………5380
ＦＡＸ……………………5369

自然保護課
総括課長…………………5370
自然公園担当課長………5372
野生生物担当……………5371
自然公園担当……………5374
ＦＡＸ……………………5379

県民くらしの安全課
参事兼総括課長…………5361
食の安全安心課長………6876
生活衛生担当課長………5361
県民生活安全課長………5332
食の安全安心担当………5323
生活衛生担当……………5357
県民生活安全担当………5330
水道復旧担当……………6871
ＦＡＸ……………………5279

廃棄物特別対策室
環境担当技監兼廃棄物特別対
策室長……………………5390
廃棄物施設整備課長……5381
再生・整備課長…………5395
廃棄物施設整備担当……6940
再生・整備担当…………5391
調査追求担当……………5368
ＦＡＸ……………………5399

若者女性協働推進室
室長………………………5335
青少年・男女共同参画課長
……………………………5345
NPO・協働課長……………5392
青少年・男女共同参画担当
……………………………5336
NPO・協働担当 …………5198
女性活躍支援担当………5348
ＦＡＸ……………………5354

環境生活企画室
副部長兼環境生活企画室長
……………………………5321
管理課長…………………5325
温暖化・エネルギー対策課長
……………………………5265
企画課長…………………5384
放射線影響対策課長……6912
企画担当…………………5324
管理担当…………………5327
温暖化・エネルギー対策担当
……………………………5272
放射線影響対策担当……6815
ジオパーク推進担当……5326
ＦＡＸ……………………5334

環境保全課
参事兼総括課長…………5355
鉱業・水資源担当課長
……………………………5358
技術主幹兼環境調整担当課長
……………………………5356
主幹兼環境影響評価・土地利
用担当課長………………5355
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環境調整担当……………5359
鉱業・水資源担当………5267
環境影響評価・土地利用担当
……………………………5269
ＦＡＸ……………………5364

保健福祉部
保健福祉部長……………5400

保健福祉企画室
副部長兼室長……………5401
企画課長…………………5412
管理課長…………………5405
企画担当…………………5413
管理担当…………………5485
ＦＡＸ……………………5419

健康国保課
総括課長…………………5465
健康予防担当課長………5465
薬務担当課長……………5467
国保担当課長……………5479
健康増進担当……………5468
薬務担当…………………5473
国保担当…………………5477
難病担当…………………5471
ＦＡＸ……………………5474
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地域福祉課
総括課長…………………5420
生活福祉担当課長………5420
指導生保担当課長………5438
生活福祉担当……………5421
指導生保担当……………5425
ＦＡＸ……………………5429

長寿社会課
総括課長…………………5430
高齢福祉担当課長………5430
介護福祉担当課長………5442
特命課長（地域包括ケア推進）
……………………………5432
高齢福祉担当……………5431
介護福祉担当……………5435
ＦＡＸ（高齢福祉）……5439
ＦＡＸ（介護福祉）……5444

障がい保健福祉課
総括課長…………………5445
障がい福祉担当課長……5445
主幹兼こころの支援・療育担
当課長……………………5450
特命課長（自殺総合対策）
……………………………5483
特命参事…………………5446
障がい福祉担当…………5447
こころの支援担当………5453
療育担当…………………5446
自殺総合対策……………5483
ＦＡＸ……………………5454

医療政策室
副部長兼医療政策室長…5475
技監兼医療政策担当課長
……………………………5475
地域医療推進課長………5416
技術主幹兼感染症担当課長
……………………………5472
医務課長…………………5406
特命課長（医療再生）…5406
特命課長（がん対策）…5416
医務担当（看護）………5407
医務担当（医療）………5427
地域医療推進担当………5415
感染症担当………………5466
医療政策担当……………5492

医師支援推進室
室長………………………6345
医師支援推進監…………6365
医師支援推進担当課長…6350
医師支援推進担当………6351
ＦＡＸ……………………6354

子ども子育て支援課
総括課長…………………5455
子ども家庭担当課長……5455
少子化・子育て支援担当課長
……………………………5470
子ども家庭担当…………5457
少子化担当………………5456
子育て支援担当…………5459
ＦＡＸ……………………5464

商工労働観光部
商工労働観光部長………5520

商工企画室
副部長兼商工企画室長…3012
管理課長…………………5526

企画課長…………………5558
特命課長（産業振興連携）
……………………………5529
企画担当…………………5570
管理担当…………………5527

経営支援課
総括課長…………………5540
金融・商業まちづくり担当課
長…………………………5546
新事業・団体支援担当課長
……………………………5540
金融担当…………………5544
商業まちづくり担当……5547
新事業・団体支援担当…5545
ＦＡＸ……………………5549

産業経済交流課
総括課長…………………5537
地域産業課長……………5536
食産業担当課長…………5531
海外マーケット担当課長
……………………………5538
地域産業担当……………5535
食産業担当………………5539
海外マーケット担当……5534

観光課
参事兼総括課長…………5571
国際観光担当課長………5571
国内観光担当課長………5577
三陸観光再生特命課長…5600
国際観光担当……………5573
国内観光担当……………5574
三陸観光地域づくり担当
……………………………5602

雇用対策・労働室
室長………………………5595
雇用対策課長……………5590
労働課長…………………5580
特命課長…………………5587
雇用対策担当……………5586
労働担当…………………5581
ＦＡＸ……………………5589

ものづくり自動車産業
振興室
室長………………………5565
特命参事兼ものづくり産業振
興課長……………………5567
自動車産業振興課長……5550
企業立地推進担当課長…5564
ものづくり産業振興担当
……………………………5551
自動車産業振興担当……5530
企業立地推進担当………5563
ＦＡＸ……………………5569

農林水産部
農林水産部長……………5610

農林水産企画室
副部長兼農林水産企画室長
……………………………5620
企画課長…………………5618
管理課長…………………5617
特命参事…………………5635
特命課長…………………5621
企画担当…………………5619
予算担当…………………5624
総務管理担当……………5627
経理担当…………………5630

ＦＡＸ……………………5769

団体指導課
参事兼総括課長…………5695
金融共済担当課長………5696
指導検査課長……………5697
金融共済担当……………5698
指導担当…………………5701
検査担当…………………5703
ＦＡＸ……………………5704

流通課
総括課長…………………5730
６次産業化推進担当課長
……………………………5730
流通改善担当課長………5731
６次産業化推進担当……5733
流通改善担当……………5736

農業振興課
総括課長…………………5640
担い手対策課長…………5640
農地・交流担当課長……5645
地域農業振興担当課長…5647
担い手対策担当…………5643
企画調整担当……………5648
構造改善担当……………5646
中山間担当………………5646
農用地計画・交流担当…5644
農地調整担当……………5644
ＦＡＸ……………………5649

農業普及技術課
総括課長…………………5650
普及担当課長……………5650
技術環境担当……………5654
普及担当…………………5656
農業革新支援担当………5653
ＦＡＸ……………………5664

農村計画課
参事兼総括課長…………5665
企画調査課長……………5668
団体指導・国営担当課長
……………………………5665
技術指導担当……………5667
企画・営農・調査担当…5666
融資・国費・団体指導担当
……………………………5671
国営・国調担当…………5675
ＦＡＸ……………………5679

農村建設課
総括課長…………………5680
技術主幹兼農地整備担当課長
……………………………5681
水利整備・管理担当課長
……………………………5680
農地整備担当……………5682
水利整備・管理担当……5686
ＦＡＸ……………………5694

農産園芸課
総括課長…………………5705
水田農業課長……………5705
園芸特産担当課長………5706
水田農業担当……………5708
園芸特産担当……………5707

畜産課
総括課長…………………5720
畜政担当課長……………5720
特命参事兼振興・衛生課長
……………………………5722
畜政担当…………………5723
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飼料・環境担当…………5724
酪農・肉畜振興担当……5721
家畜衛生担当……………5729

林業振興課
総括課長…………………5771
振興担当課長……………5771
技術主幹兼林業担当課長
……………………………5772
技監兼林務担当技監……5770
林業担当…………………5773
振興担当…………………5775
ＦＡＸ……………………5779

森林整備課
総括課長…………………5780
技術主幹兼計画担当課長
……………………………5781
整備課長…………………5780
計画担当…………………5782
整備担当…………………5791
ＦＡＸ……………………5794

森林保全課
総括課長…………………5795
県有林担当課長…………5795
技術主幹兼保全・治山林道担
当課長……………………5800
保安林・林地開発担当…5801
県有林担当………………5796
林道担当…………………5802
治山担当…………………5798
ＦＡＸ……………………5789

水産振興課
水産担当技監兼総括課長
……………………………5815
振興担当課長……………5816
漁業調整課長……………5805
特命課長…………………5815
栽培漁業担当……………5814
施設整備担当……………6283
特命担当…………………5817
企画担当…………………5812
担い手担当………………5807
漁業調整担当……………5806
ＦＡＸ……………………5824

漁港漁村課
総括課長…………………5825
漁港担当技監……………5836
漁港課長…………………5826
海岸担当課長……………5836
特命課長（技術指導担当）
……………………………5825
漁港担当（復旧・整備）…5829
漁港担当（計画）………5828
漁港担当（管理）………5827
海岸担当…………………5833
特命担当…………………5835
ＦＡＸ……………………5824

競馬改革推進室
室長………………………5634
競馬改革推進監…………5633
ＦＡＸ……………………5769

県産米戦略室
農政担当技監兼県産米戦略室
長…………………………5637
県産米戦略監……………5713

県土整備部
県土整備部長……………5840
道路都市担当技監………5842
河川港湾担当技監………5843

県土整備企画室
副部長兼県土整備企画室長
……………………………5841
企画課長…………………5846
管理課長…………………5845
用地課長…………………5857
空港管理課長……………5864
企画担当（企画）………5851
企画担当（予算）………5852
管理担当（総務・管理）…5847
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……………………………6140
首席指導主事兼特別支援教育
課長………………………6142
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ＦＡＸ……………………6144

生涯学習文化財課
総括課長…………………6170
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免許担当…………………6121
給与制度担当……………6123
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審査担当…………………6276
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ＦＡＸ……………………6274

収用委員会
事務局
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局長……………………6500
経営企画部
副局長兼経営企画部長（ふ
るさと振興監兼任）…6505
企画推進課長…………6510
観光振興特命課長……6553
特命参事兼産業振興室長
…………………………6511
主幹兼総務課長………6506
主幹兼支出入札課長…6660
審査指導監……………6662
管理主幹………………6671
産業振興………………6512
企画推進………………6670
総務……………………6517
物品管理………………6665
予算経理………………6508
入札……………………6518
収入審査………………6669
ＦＡＸ…………………6529
6674
衛星ＦＡＸ …………320-9
県税部
県税部長………………6530
納税室長兼管理課長…6531
管理収納………………6533
収納窓口………………6534
納税課長………………6538
徴収整理………………6541
特命対策………………6539
課税室長………………6554
直税課長………………6532
直税……………………6543
法人調査………………6548
不動産取得税…………6542
間税課長………………6544
間税……………………6547
保健福祉環境部
保健福祉環境部長……6560
保健福祉室長…………6590
主幹兼企画管理課長…6564
企画管理………………6565
医療介護課長…………6592
医療……………………6577
高齢者福祉・介護……6566
主幹兼保護課長………6578
保護第一………………6582
保護第二………………6580
技術主幹兼保健課長…6561
健康・感染症…………6569
精神・難病……………6573
技術主幹兼環境衛生課長
…………………………6586
環境……………………6563
食品・薬務……………6588
福祉課長………………6571
子ども・障がい者福祉
…………………………6568
ＦＡＸ…………………6594
6579
農政部
農政部長………………6595
農業振興室長…………6595
技術主幹兼農政推進課長

…………………………6596
農業振興課長…………6596
農政推進………………6597
担い手育成……………6600
農産園芸………………6599
畜産振興………………6603
ＦＡＸ…………………6609
農政部農村整備室
室長……………………6685
管理用地課長…………6686
管理用地………………6688
技術主幹兼農村計画課長
…………………………6708
農村計画………………6693
技術主幹兼農地整備課長
…………………………6700
農地整備………………6697
技術主幹兼農村環境課長
…………………………6707
農村環境………………6703
ＦＡＸ…………………6709
盛岡農業改良普及センター
所長……………………6725
技術主幹兼普及課長…6730
就農・起業支援………6726
経営体育成……………6733
技術主幹兼普及課長…6735
野菜振興………………6732
果樹振興………………6729
花き振興………………6729
普及課長………………6727
畜産振興………………6727
作物振興………………6728
ＦＡＸ…………………6739
林務部
林務部長………………6610
林業振興課長…………6613
林業普及………………6614
森林整備………………6612
企画……………………6611
森林保全課長…………6615
県有林…………………6618
林道……………………6616
治山……………………6617
ＦＡＸ…………………6624
土木部
土木部長………………6625
管理用地室長…………6626
道路河川室長…………6627
建築住宅室長…………6653
管理課長………………6626
総務……………………6630
管理……………………6656
土木企画………………6636
用地課長………………6640
用地……………………6638
道路整備課長…………6641
道路整備………………6655
都市整備………………6642
道路環境課長…………6628
道路環境………………6644
河川砂防課長…………6657
都市河川………………6648
河川砂防………………6649
建築指導課長…………6653
建築指導………………6650
住宅課長………………6652
住宅整備………………6652

県南広域振興局
003-332-1
県南広域振興局
局長…………………… 200
副局長………………… 201
202

経営企画部
経営企画部長………… 203
企画推進課長………… 204
企画調整・ＩＬＣグループ
………………………… 207
文化スポーツ振興特命課長
………………………… 206
ふるさと振興支援…… 210
産業振興室長兼産業振興課
長……………………… 220
人材育成労働特命課長
………………………… 221
ものづくりグループ… 224
人材育成労働グループ
………………………… 228
観光商業・食産業課長
………………………… 212
観光プロジェクト特命課長
………………………… 213
観光商業グループ…… 214
食産業グループ……… 218
総務部
参事兼総務部長……… 240
総務課長……………… 241
審査指導監…………… 270
支出入札課長………… 251
総務課………………… 245
審査課………………… 271
支出入札課…………… 253
衛星ＦＡＸ………… 332-9
県税部
県税部長………………
主幹兼納税課長………
納税課…………………
課税課長………………
課税課…………………

280
281
284
290
293

保健福祉環境部
保健福祉環境部長…… 500
室長…………………… 501
企画管理課長………… 502
長寿社会課長………… 523
福祉課長……………… 505
指導監査課長………… 526
保健課長……………… 510
技術主幹兼環境衛生課長
………………………… 517
企画管理課…………… 503
長寿社会課…………… 524
福祉課………………… 506
指導監査課…………… 527
保健課………………… 511
環境推進チーム……… 515
衛生推進チーム……… 520
農政部
副局長兼農政部長…… 300
農政調整課長………… 301
兼農業振興課長……… 311
企画管理チーム……… 302
農地・団体指導チーム
………………………… 305
農業振興チーム……… 312
農村活性化チーム…… 315
畜産振興チーム……… 317
林務部
林務部長……………… 320
林業振興課長兼上席林業普
及指導員……………… 321
森林保全課長………… 326
普及指導チーム……… 324
整備チーム…………… 322
治山・林道チーム…… 327
県有林管理チーム…… 328
土木部
土木部長………………
調整課長………………
企画調整………………
管理課長………………
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340
341
342
344

管理…………………… 345
主幹兼用地課長……… 370
用地…………………… 371
技術主幹兼道路整備課長
………………………… 350
道路整備……………… 351
道路河川環境課長…… 355
道路環境……………… 356
河川砂防……………… 360
建築指導課長………… 373
建築指導……………… 374

花巻地区
合同庁舎
003-329-1
総務センター
所長兼総務課長……… 201
主幹兼支出入札課長… 200
総務課………………… 202
支出入札課…………… 206
衛星ＦＡＸ………… 329-9
県税センター
所長……………………
納税課長………………
課税課長………………
納税班…………………
管理収納班……………
直税班…………………
間税班…………………

320
321
327
323
334
328
329

保健福祉環境センター・中部
保健所
センター所長………… 221
主幹兼管理福祉課長… 225
技術主幹兼環境衛生課長
………………………… 233
技術主幹兼保健課長… 227
管理福祉チーム……… 223
医療チーム…………… 226
環境チーム…………… 235
食品薬務チーム……… 236
健康づくりチーム…… 231
感染症・精神保護チーム
………………………… 230
農林振興センター
所長…………………… 240
技術主幹兼農政推進課長
………………………… 241
農業振興課長………… 242
技術主幹兼森林保全課長
………………………… 251
林業振興課長兼上席林業普
及指導員……………… 248
農政推進チーム……… 246
総務・農村活性化チーム
………………………… 255
農業振興課…………… 244
畜産振興課…………… 243
治山林道チーム……… 254
県有林チーム………… 252
林業振興課…………… 249
土木センター
所長…………………… 260
主幹兼管理課長……… 260
管理チーム…………… 261
企画グループ………… 285
用地課長……………… 263
用地チーム…………… 264
道路整備課長………… 280
道路都市チーム……… 267
道路環境チーム……… 269
技術主幹兼治水環境課長
………………………… 266
治水環境チーム……… 270
技術主幹兼建築指導課長
………………………… 278

建築指導課…………… 279

北上地区
合同庁舎
003-111-229-30
土木センター
所長…………………… 300
管理課長……………… 301
管理課………………… 302
道路環境課長………… 307
道路環境課…………… 308
技術主幹兼治水環境課長
………………………… 314
治水環境……………… 315
ダム管理……………… 317
技術主幹兼建築指導課長
………………………… 319
建築指導課…………… 321
企画担当……………… 404
農村整備センター
所長……………………
農村計画課長…………
主幹兼管理用地課長…
農地整備課長…………
農村環境課長…………
管理用地チーム………
農村計画チーム………
農地整備チーム………
農村環境チーム………

201
209
202
214
217
203
210
215
218

遠野地区
合同庁舎
003-111-229-36
農林振興センター
所長…………………… 230
農業振興課長………… 231
農業振興……………… 232
技術主幹兼農村整備課長
………………………… 250
農村整備……………… 251
林務課長兼上席林業普及指
導員…………………… 260
森林整備……………… 263
森林保全……………… 264
遠野普及サブセンター
技術主幹兼所長兼普及課長
………………………… 240
遠野土木センター
所長……………………
管理用地課長…………
管理チーム……………
用地チーム……………
工務課長………………
道路整備チーム………
道路環境チーム………
治水環境チーム………
企画スタッフ…………
地域維持スタッフ……
建築指導課長…………
建築指導………………

270
271
273
278
272
280
282
284
279
283
290
288
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一関地区
合同庁舎
003-333-1
総務センター
所長…………………… 201
支出入札課長………… 206
総務課………………… 202
支出入札課…………… 207
衛星ＦＡＸ………… 333-9
県税センター
所長……………………
主幹兼納税課長………
課税課長………………
納税課…………………
課税課…………………

220
221
225
224
226

保健福祉環境センター
所長…………………… 231
管理福祉課長………… 234
保健課長……………… 267
環境衛生課長………… 243
管理医療チーム……… 233
福祉チーム…………… 232
精神保健・難病チーム
………………………… 237
健康づくり・感染症チーム
………………………… 239
環境チーム…………… 248
食品薬務チーム……… 245
農林振興センター
所長…………………… 250
兼農政推進課長……… 251
技術主幹兼農業振興課長
………………………… 280
林業振興課長兼上席林業普
及指導員……………… 288
技術主幹兼森林保全課長
………………………… 261
総務・団体指導チーム
………………………… 259
農政・水田農業推進チーム
………………………… 284
生産振興チーム……… 281
畜産振興チーム……… 282
森林・林業チーム…… 252
保全・治山林道チーム
………………………… 262
県有林チーム………… 265
土木センター
所長…………………… 300
主幹兼管理課長……… 300
管理チーム…………… 301
用地課長……………… 306
用地チーム…………… 307
技術主幹兼道路整備課長
………………………… 315
道路整備チーム……… 316
道路河川環境課長…… 318
道路環境チーム……… 313
河川砂防チーム……… 310
企画…………………… 309
建築指導課長………… 304
建築指導……………… 305

千厩地区
合同庁舎
003-111-229-34
一関農村整備センター
所長…………………… 218
管理用地課長………… 219

技術主幹兼農村計画課長
………………………… 223
技術主幹兼農地整備課長
………………………… 227
農村環境課長………… 286
管理用地課…………… 220
農村計画課…………… 225
農地整備課…………… 228
農村環境課…………… 288
一関農業改良普及センター
所長…………………… 234
技術主幹兼普及課長… 235
普及課長……………… 240
普及課長……………… 260
果樹振興チーム……… 263
花き振興チーム……… 264
野菜振興チーム……… 262
担い手・農村活性化チーム
………………………… 241
水田営農推進チーム… 238
畜産振興チーム……… 236
土木センター
所長……………………
企画スタッフ…………
主幹兼管理課長………
管理チーム……………
工務課長………………
道路環境チーム………
河川砂防チーム………

244
249
245
247
246
251
253

釜石地区
合同庁舎
003-325-1
沿岸広域振興局
局長…………………… 200
経営企画部
副局長兼経営企画部長兼ふ
るさと振興監………… 201
管理主幹兼総務課長… 301
総務課………………… 202
支出入札課長………… 306
支出入札……………… 235
審査指導監…………… 233
企画推進課長………… 303
企画推進チーム……… 212
産業振興室長………… 213
産業振興チーム……… 238
復興推進課長………… 405
復興推進……………… 211
県税室長……………… 305
納税チーム…………… 205
課税チーム…………… 302
特命課長（復興支援）
………………………… 335
衛星ＦＡＸ………… 325-9
保健福祉環境部
保健福祉環境技監兼釜石保
健所長………………… 242
保健福祉環境部長兼釜石保
健所次長……………… 214
企画管理課長………… 245
企画…………………… 243
管理…………………… 420
福祉課長……………… 215
地域福祉……………… 219
生活保護……………… 217
保健課長……………… 239
保健グループ………… 241
環境衛生課長………… 319
環境保全・廃棄物対策
………………………… 248
食品衛生・薬務……… 249
農林部

農林部長……………… 220
農林調整課長………… 221
災害復旧対策特命課長
………………………… 258
地域農業活性化チーム
………………………… 222
林業振興チーム……… 225
森林保全チーム……… 256
水産部
水産部長……………… 226
水産調整課長………… 330
水産調整チーム……… 227
水産振興課長………… 331
漁政…………………… 228
普及…………………… 308
技術主幹兼漁港管理課長
………………………… 334
計画管理……………… 231
整備…………………… 298
漁港復旧課長………… 340
漁港復旧……………… 342
特命課長……………… 339
土木部
土木部長………………
副部長…………………
企画調整グループ……
主幹兼管理課長………
管理チーム……………
用地課長………………
用地チーム……………
道路整備課長…………
道路都市チーム………
道路環境チーム………
河川港湾課長…………
河川砂防チーム………
港湾チーム……………
建築指導課長…………
建築指導………………
復興まちづくり課長…
復興第一チーム………
復興第二チーム………
復興第三チーム………

263
268
270
264
266
277
329
272
292
294
320
291
321
267
361
275
351
322
276

宮古地区
合同庁舎
003-326-1
沿岸広域振興局
副局長………………… 200
地域振興センター
所長…………………… 201
管理主幹兼総務課長… 209
総務課………………… 211
地域振興課長兼復興推進
課長…………………… 202
地域振興課…………… 206
復興推進課…………… 207
主幹兼特命課長（産業復興
支援）………………… 219
特命課長（ジオ）…… 203
支出入札課長………… 212
支出入札課…………… 213
県税室長兼納税課長… 220
納税課………………… 221
課税課長……………… 225
課税課………………… 226
衛星ＦＡＸ………… 326-9
保健福祉環境センター
保健福祉環境センター所長
………………………… 231
管理課長……………… 243
管理チーム…………… 244
福祉課長……………… 251
地域福祉推進チーム… 252
保護第一チーム……… 256

5

保護第二チーム………
技術主幹兼保健課長…
保健推進グループ……
環境衛生課長…………
環境チーム……………
食品医薬品チーム……

258
248
235
240
233
242

農林振興センター
所長…………………… 260
農政推進課長………… 261
地域農政グループ…… 262
用地換地グループ…… 265
農業振興課長………… 268
農業振興グループ…… 269
農地復旧課長………… 272
農地復旧グループ…… 273
農村整備グループ…… 274
林務室長……………… 280
林業振興課長兼上席林業普
及指導員……………… 281
林業振興グループ…… 282
森林保全課長………… 285
県有林チーム………… 286
林地保全チーム……… 289
林道整備チーム……… 290
農業改良普及センター
所長…………………… 300
技術主幹兼普及課長（園芸
振興）…………………… 301
園芸振興支援チーム… 303
普及課長（耕畜連携）… 307
耕畜連携チーム……… 308
技術主幹兼普及課長（担い
手・農村活性化）……… 304
担い手・農村活性化チーム
………………………… 305
水産振興センター
所長…………………… 310
水産振興課長………… 311
漁政チーム…………… 312
普及チーム…………… 316
漁港管理課長………… 319
計画チーム…………… 320
整備チーム…………… 324
特命課長……………… 335
技術主幹兼漁港復旧課長
………………………… 329
復旧チーム…………… 332
土木センター
所長……………………
副所長…………………
主幹兼管理課長………
管理チーム……………
用地課長………………
用地チーム……………
道路整備課長…………
道路整備チーム………
道路環境チーム………
河川港湾課長…………
河川砂防チーム………
港湾施設チーム………
港湾海岸チーム………
建築指導課長…………
土木技術企画チーム…
建築指導チーム………
復興まちづくり課長…
復興第一チーム………
復興第二チーム………

340
380
341
342
346
347
355
356
363
381
382
384
386
365
366
366
388
393
391

岩泉地区
合同庁舎
003-111-229-27
岩泉林務出張所
技術主幹兼岩泉林務出張所
長……………………… 230

林務チーム…………… 231
岩泉土木センター
所長……………………
副所長…………………
管理課長………………
管理チーム……………
土木企画………………
用地課長………………
用地第１………………
用地第２………………
道路整備課長…………
道路整備チーム………
道路環境チーム………
河川港湾課長…………
港湾砂防チーム………
河川海岸チーム………
河川復旧課長…………
河川復旧第１…………
河川復旧第２…………

400
200
420
421
410
430
431
432
440
443
441
210
214
211
220
221
225

宮古地域農業改良普及センタ
岩泉普及サブセンター
技術主幹兼所長兼普及課長
………………………… 470
地域農業振興チーム… 471
畜産振興支援チーム… 475

大船渡地区
合同庁舎
003-335-1
沿岸広域振興局
副局長………………… 200
地域振興センター
所長…………………… 202
管理主幹兼総務課長… 204
総務課………………… 298
地域振興課長………… 216
特命課長（産業復興支援）
………………………… 203
地域振興課…………… 210
支出入札課長………… 308
支出入札……………… 237
審査指導監…………… 318
審査指導……………… 235
県税室長……………… 316
納税…………………… 206
課税…………………… 207
復興推進課長………… 313
復興推進……………… 312
衛星ＦＡＸ………… 335-9
保健福祉環境センター
所長兼保健所次長……
管理福祉課長…………
保健課長………………
環境衛生課長…………
管理福祉………………
保健……………………
環境……………………
衛生……………………

211
211
212
242
248
239
247
243

農林振興センター
所長…………………… 217
技術主幹兼農業振興課長
………………………… 365
農政推進……………… 227
農政企画……………… 218
農村整備課長………… 424
農村整備……………… 220
農地整備……………… 221
林業振興課長兼上席林業普
及指導員……………… 222
林業振興……………… 223
森林保全課長………… 362
治山林道……………… 219

岩

手 県（００３）

県有林管理……………
農村整備室長…………
農地復旧課長…………
農地復旧………………

224
361
423
422

技術主幹兼環境衛生課長
………………………… 325
衛生薬務チーム……… 249
環境生活チーム……… 294

農業改良普及センター
所長…………………… 255
普及課長（地域協働）… 258
作物経営体育成……… 321
普及課長（産地育成）… 258
園芸経営体育成……… 257
普及課長(担い手､地域農
業) …………………… 255
農村活性化・担い手… 256

農政部
農政部長……………… 218
農政調整課長………… 219
農政調整グループ…… 220
農業振興課長………… 223
農業振興課…………… 222
農村整備室長………… 300
農村計画課長………… 301
管理計画チーム……… 302
技術主幹兼農村建設課長
………………………… 304
農村建設チーム……… 305

水産振興センター
所長……………………
水産振興課長…………
漁政……………………
普及……………………
漁港管理課長…………
管理計画………………

228
228
233
231
240
232

土木センター
所長…………………… 260
管理課長……………… 260
管理チーム…………… 261
土木技術企画チーム… 360
主幹兼用地課長……… 263
用地課………………… 368
道路整備課長………… 265
道路建設チーム……… 266
道路環境チーム……… 271
河川港湾課長………… 369
河川砂防・ダム管理チーム
………………………… 270
港湾・海岸チーム…… 269
建築指導課長………… 297
建築指導課…………… 296

久慈地区
合同庁舎
003-328-1
県北広域振興局
局長…………………… 200
経営企画部
副局長兼経営企画部長
………………………… 201
管理主幹兼総務課長… 202
総務…………………… 292
企画推進課長兼復興推進
課長…………………… 315
特命課長（文化スポーツ振
興）…………………… 355
企画推進グループ…… 208
復興推進グループ…… 293
産業振興室長………… 205
産業振興グループ…… 209
支出入札課長………… 203
支出入札グループ…… 206
県税室長……………… 238
納税…………………… 241
課税…………………… 240
衛星ＦＡＸ………… 328-9
保健福祉環境部
保健福祉環境技監・保健所
長……………………… 243
保健福祉環境部長…… 211
企画管理課長………… 244
企画管理グループ…… 251
福祉課長……………… 212
生活保護グループ…… 213
地域福祉推進グループ
………………………… 215
保健課長……………… 246
保健課………………… 247

農業改良普及センター
所長…………………… 254
普及課長（産地育成）… 255
産地育成チーム……… 282
普及課長（農村活性化）
………………………… 252
農村活性化チーム…… 253
普及課長（担い手育成）
………………………… 256
担い手育成チーム…… 257
林務部
林務部長……………… 225
林業振興課長兼林業普及指
導員…………………… 226
森林整備チーム……… 287
林業振興チーム……… 227
技術主幹兼森林保全課長
………………………… 228
森林保全チーム……… 229
県有林管理チーム…… 362
水産部
技術参事兼水産部長…
水産振興課長…………
漁政グループ…………
普及担い手チーム……
漁港漁村課長…………
管理計画チーム………
整備チーム……………
特命課長………………

231
365
233
232
235
236
237
368

土木部
土木部長……………… 258
管理課長……………… 259
管理チーム…………… 346
土木技術企画グループ
………………………… 269
用地課長……………… 260
用地チーム…………… 224
道路整備課長………… 261
道路整備チーム……… 262
道路維持チーム……… 263
河川港湾課長………… 281
河川砂防チーム……… 265
港湾海岸チーム……… 267
技術主幹兼建築指導課長
………………………… 268
建築指導……………… 268

二戸地区
合同庁舎
003-324-1

地域振興グループ…… 203
交流連携特命課長…… 204
交流連携……………… 206
管理主幹兼総務課長… 205
総務チーム…………… 207
支出入札課長………… 210
支出入札チーム……… 211
県税室長……………… 213
納税チーム…………… 214
課税チーム…………… 215
衛星ＦＡＸ………… 324-9

単独庁舎
003
岩手県総合防災センター（岩
手県消防学校）
事務所……………… 415-1
415-2
ＦＡＸ……………… 415-9

八幡平市
総務課……………… 422-1
ＦＡＸ……………… 422-9
滝沢市
防災防犯課………… 423-1
ＦＡＸ……………… 423-9
紫波町
総務課……………… 412-1
ＦＡＸ……………… 412-9

農林振興センター
所長…………………… 241
技術主幹兼農政推進課長
………………………… 242
農政推進チーム……… 248
技術主幹兼農業振興課長
………………………… 243
農業振興チーム……… 259
農村整備室長………… 261
管理用地課長………… 265
管理用地チーム……… 262
農村計画課長………… 266
農村計画チーム……… 267
農村建設課長………… 269
農村建設チーム……… 271
林務室長……………… 280
林業振興課長兼上席林業普
及指導員……………… 282
林業振興チーム……… 283
森林保全課長………… 281
治山林道チーム……… 286
県有林管理チーム…… 288

岩手県防災航空センター
防災係……………… 592-1
ＦＡＸ……………… 592-9

矢巾町
総務課……………… 413-2
ＦＡＸ……………… 413-9

市町村

西和賀町
総務課……………… 506-1
ＦＡＸ……………… 506-9

農業改良普及センター
所長…………………… 244
普及課長……………… 253
園芸経営体育成チーム
………………………… 253
技術主幹兼普及課長（庶務
担当）………………… 244
作物経営体育成チーム
………………………… 246
普及課長……………… 245
担い手・農村起業育成チー
ム……………………… 258

奥州市
（交換）…………… 521-1
ＦＡＸ……………… 521-9

土木センター
所長…………………… 291
管理課長……………… 292
管理スタッフ………… 293
土木技術企画チーム… 295
主幹兼用地課長……… 296
用地チーム…………… 297
道路整備課長………… 299
道路整備チーム……… 301
道路河川環境課長…… 302
道路環境チーム……… 303
河川砂防チーム……… 305
技術主幹兼建築指導課長
………………………… 310
建築指導チーム……… 307
保健福祉環境センター
保健福祉環境技監兼保健所
長……………………… 331
センター所長………… 221
管理課長……………… 222
管理医療介護チーム… 223
福祉課長……………… 228
地域支援……………… 229
生活保護……………… 227
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