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三重県庁 

024-101-8 

 
知事………………………2013 

副知事……………………2013 

危機管理統括監…………2731 

 

防災対策部 

 

部長………………………2194 

副部長……………………2181 

次長………………………2189 

危機管理副統括監………2734 

コンビナート防災監……2183 

 

防災対策総務課 
 
課長………………………2181 

企画総務班………………2181 

 

消防・保安課 
 
課長………………………2108 

消防班……………………2108 

予防・保安班……………2183 

 

防災企画・地域支援課 
 
課長………………………2184 

防災企画班………………2184 

地域支援班………………2185 

 

災害対策課 
 
課長………………………2189 

専門監……………………2189 

災害対策班………………2189 

防災訓練班………………2186 

情報通信班………………2157 

 

危機管理課 
 
課長………………………2734 

危機管理班………………2734 

 

戦略企画部 

 

部長………………………2003 

副部長兼ひとづくり 

政策総括監……………2004 

県民の声相談監…………2647 

 

戦略企画総務課 
 
課長………………………2009 

企画調整班………………2009 

総務班……………………2009 

 

秘書課 
 
次長兼課長………………2015 

秘書班……………………2013 

 

企画課 
 
課長………………………2025 

企画班……………………2025 

計画班……………………2025 

 

政策提言・広域連携課 
 
課長………………………2089 

政策提言・広域連携班…2089 

 

広聴広報課 
課長………………………2031 

企画・広聴班……………2031 

広報班……………………2788 

報道班……………………2028 

(記者室)…………………3106 

県民の声相談班…………2647 

 

情報公開課 
 
課長………………………2071 

情報公開班………………2071 

 

統計課 
 
課長………………………2044 

人口統計班………………2044 

消費・生活統計班………2051 

農水・商工統計班………2052 

分析・情報班……………3051 

 

総務部 

 

部長………………………2100 

副部長兼コンプライアンス 

総括監…2101 

副部長(財政運営担当)…2121 

 

総務課 
 
課長………………………2190 

企画調整監………………2190 

企画総務班………………2190 

組織運営班………………2236 

 

行財政改革推進課 
 
課長………………………2231 

コンプライアンス 

・労使協働推進監……2232 

行財政改革班……………2231 

コンプライアンス 

 ・内部統制推進班……2232 

 

法務・文書課 
 
課長………………………2163 

法令・文書班……………2163 

訟務班……………………2163 

（文書収発）……………2160 

（高速コピー）…………2167 

 

人事課 
 
課長………………………2103 

育成・研修センター班…2103 

人事班……………………2103 

給与制度班………………2106 

 

福利厚生課 
 
課長………………………2115 

福利公災班………………2115 

交際基金支部……………2107 

健康支援班………………2114 

ここからルーム…………3098 

共済班……………………2113 

互助会担当………………2803 

職員診療所………………3074 

 

総務事務課 
 
課長………………………2050 

総務班……………………2050 

給与１班…………………2018 

給与２班…………………2019 

賃金・報酬班……………2054 

旅費班……………………2030 

 

財政課 
 
課長………………………2216 

予算班……………………2216 

企画・債権管理班………2119 

税務企画課 
 
参事兼課長………………2132 

企画班……………………2127 

電算班……………………2397 

 

税収確保課 
 
課長………………………2131 

納税支援班………………2131 

課税支援班………………2128 

調査支援班………………2122 

軽油調査班………………2129 

 

管財課 
 
課長………………………2135 

管財班……………………2135 

車両担当…………………2145 

シュレッダー室…………3356 

資産活用班………………2137 

施設保全班………………2136 

 

医療保健部 

 

部長………………………2250 

医療政策総括監…………2251 

副部長……………………2321 

次長………………………2321 

へき地医療総括監………2326 

人権・危機管理監………2238 

看護師確保対策監………2326 

 

医療保健総務課 
 
課長………………………2238 

企画調整班………………2238 

総務班……………………2323 

予算経理班………………2254 

 

医務国保課 
 
課長………………………2337 

医務・県立病院 

・看護大学班……2337 

市町国保支援班…………2285 

国保財政運営班…………2793 

 

地域医療推進課 
 
課長………………………3374 

医療企画班………………3374 

地域医療班………………3370 

医師・看護師確保対策班 

……………2326 

  

長寿介護課 
 
課長………………………3327 

地域包括ケア推進班……3327 

施設サービス班…………2235 

居宅サービス班…………2262 

 

健康づくり課 
 
課長………………………2334 

がん・健康対策班………2294 

疾病対策班………………2334 

精神保健福祉班…………2273 

 

食品安全課 
 
課長………………………2343 

食品衛生班………………2343 

食品表示班………………2358 

生活衛生・動物愛護班…2359 

 

薬務感染症対策課 
 
課長………………………2330 

薬事班……………………2330 

感染症対策班……………2352 

インフルエンザ相談窓口 

……………2339 

 

ライフイノベーション

課 
 
課長………………………2331 

メディカルバレー推進班  

……………2331 

総合特区推進班…………3351 

 

子ども・福祉部 

 

部長………………………2317 

副部長……………………2317 

次長………………………2317 

人権・危機管理監………2411 

子ども虐待対策・ 

里親制度推進監………2883 

 

子ども・福祉総務課 
 
課長………………………2305 

企画調整班………………2305 

総務班……………………2411 

予算経理班………………2417 

 

福祉監査課 
 
課長………………………2258 

専門監……………………3121 

専門監……………………2258 

法人監査班………………2258 

事業所監査班……………3121 

 

地域福祉課 
 
課長………………………2256 

福祉・援護班……………2256 

生活保護班………………2286 

ユニバーサルデザイン班 

…………3349 

 

少子化対策課 
 
課長………………………2404 

少子化対策推進班………2404 

子どもの育ち・ 

家庭応援班……………2269 

保育サービス・ 

幼保連携班……………2268 

 

子育て支援課 
 
課長………………………2271 

子育て家庭支援班………2271 

要保護児童・発達支援班 

………2883 

母子保健班………………2248 

 

障がい福祉課 
 
課長………………………2274 

社会参加班………………2274 

地域生活支援班…………2215 

サービス支援班…………2266 

 

環境生活部 

 

部長………………………2213 

局長………………………3360 

副部長……………………2620 

次長………………………2468 

次長………………………2375 

人権監……………………2278 

消費生活監………………2400 

ＲＤＦ・広域処理推進監 

        ………3310 

環境生活総務課 
 
課長………………………2314

次長……………………… 

企画班……………………2314 

総務班……………………2308 

予算経理班………………2367 

 

私学課 
 
課長………………………2161 

私学班……………………2161 

 

文化振興課 
 
課長………………………2176 

文化企画班………………2176 

拠点連携班………………2233 

県史編さん班……………2057 

 

地球温暖化対策課 
 
課長………………………2368 

地球温暖化対策班………2368 

環境評価・活動班………2366 

 

大気・水環境課 
 
課長………………………2380 

大気環境班………………2380 

水環境班…………………2382 

生活排水・水道班………3145 

 

人権課 
 
課長………………………2278 

人権班……………………2278 

 

ダイバーシティ社会 

推進課 
課長………………………2755 

ダイバーシティ推進担当 

………2755 

男女共同参画班…………2225 

 

くらし・交通安全課 
 
課長………………………2664 

くらし安全班……………2664 

交通安全班………………2410 

消費生活センター班……2400 

 

廃棄物対策局 

 

廃棄物・リサイクル課 
 
課長………………………3310 

廃棄物政策班……………3310 

廃棄物規制・審査班……2475 

リサイクル推進班………2385 

 

廃棄物監視・指導課 
 
課長………………………2388 

広域指導班………………2388 

地域指導班………………2388 

 

廃棄物適正処理プロ

ジェクトチーム 
 
担当課長…………………2483 

総務班……………………2483 

環境修復班………………2483 

 

地域連携部 

 

部長………………………2900 

局長………………………2902 

局長………………………2901 
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副部長……………………2202 

次長………………………2420 

次長………………………2998 

次長………………………2986 

次長………………………2192 

人権・危機管理監………2022 

移住促進監………………2420 

 

地域連携総務課 
 
課長………………………2711 

企画調整班………………2711 

総務班……………………2715 

予算経理班………………2717 

 

水資源・地域プロジェ

クト課 

 
参事兼課長………………2010 

水資源・土地利用班……2010 

地域プロジェクト班……2419 

 

交通政策課 
 
課長………………………2805 

交通政策班………………2805 

 

情報システム課 
 
課長………………………2200 

地域情報化班……………2200 

システム企画班…………2796 

システム運用班…………2623 

情報基盤班………………3363 

 

地域支援課 
 
課長………………………2420 

中山間・地域支援班……2351 

移住促進班………………2420 

 

市町行財政課 
 
課長………………………2170 

企画・分権班……………2170 

行政班……………………2171 

財政第１班………………2174 

財政第２班………………2173 

選挙班……………………2172 

 

国体・全国障害者
スポーツ大会局 

 

総務企画課 
 
課長………………………2998 

総務班……………………2998 

企画班……………………2995 

広報・県民運動班………2908 

 

競技・式典課 
 
課長………………………2750 

競技班……………………2750 

式典班……………………2341 

 

運営調整課 
 
課長………………………2760 

運営調整班………………2760  

宿泊・輸送班……………2342 

 

全国障害者スポーツ 

大会課 
 

課長………………………2766 

大会運営班………………2766 

大会協議班………………2767 

 

スポーツ推進課 
 
課長………………………2986 

スポーツ推進班…………2986 

施設管理班………………2985 

 

競技力向上対策課 
 
課長………………………2996 

事業調整班………………2996 

競技力向上対策班………2979 

 

南部地域   
活性化局 

 

南部地域活性化推進課 
 
企画調整班………………2192 

定住促進・過疎離島班…2195 

 

東紀州振興課 
 
課長………………………2193 

事業推進班………………2193 

 

農林水産部 

 

部長………………………2500 

副部長……………………2501 

次長………………………2501 

人権・危機管理監………2511 

農林水産政策・輸出促進監 

………2476 

家畜防疫対策監…………2544 

 

農林水産総務課 
 
課長………………………2511 

企画調整班………………2476 

総務班……………………2511 

人材育成班………………2511 

 

農林水産財務課 
 
課長………………………2505 

経理班……………………2505 

予算班……………………2548 

 

フードイノベーション

課 
 
課長………………………2391 

イノベーション創出班…2391 

ブランド向上班…………2395 

プロモーション促進班…2451 

 

団体検査課 
 
課長………………………3379 

調整班……………………3379 

検査１班…………………2531 

検査２班…………………2320 

 

担い手支援課 
 
課長………………………2354 

農業活性化推進班………2016 

経営体支援班……………2354 

担い手育成班……………2354 

 

農産物安全・流通課 
 
課長………………………2497 

農協班……………………2437 

市場班……………………2497 

食の安全・安心班………3154 

 

農産園芸課 
 
課長………………………2808 

農業振興班………………2547 

園芸特産振興班…………2808 

環境農業班………………2543 

 

畜産課 
 
課長………………………2541 

畜産振興班………………2541 

畜産流通班………………2512 

家畜衛生班………………2544 

 

農業基盤整備課 
 
課長………………………2556 

農業基盤企画班…………2556 

農地防災班………………2604 

国営調整水利班…………2554 

 

農山漁村づくり課 
 
課長………………………2551 

農山漁村活性化班………2518 

農地水保全班……………2551 

農村環境づくり班………2602 

 

農地調整課 
 
課長………………………2549 

農地班……………………2550 

用地班……………………2549 

 

獣害対策課 
 
課長………………………2017 

被害対策班………………2017 

捕獲管理班………………2020 

 

森林・林業経営課 
 
課長………………………2564 

森林計画班………………2564 

木材利用推進班…………2565 

林業経営班………………2563 

林業普及班………………2991 

 

治山林道課 
 
課長………………………2573 

治山班……………………2575 

林道班……………………2574 

森林管理班………………2573 

 

みどり共生推進課 
 
課長………………………2513 

みどり推進班……………2513 

野生生物班………………2578 

自然公園班………………2627 

 

水産資源・経営課 
 
課長………………………2522 

水産政策班………………2522 

水産増殖班………………2584 

漁業経営班………………2606 

水産流通班………………2515 

 

漁業環境課 
 
課長………………………2582 

漁業・資源管理班………2582 

漁業調整班………………2588 

取締・漁船班……………2590 

 

水産基盤整備課 
 
課長………………………2598 

漁港・海岸整備班………2598 

漁場・漁村整備班………2597 

水産基盤管理班…………2609 

 

雇用経済部 

 

部長………………………2300 

局長………………………2506 

副部長……………………2414 

次長………………………2414 

次長………………………2077 

人権・危機管理監………2312 

障がい者雇用推進監……2510 

MICE誘致推進監…………2847 

三重県営業本部本部員兼 

営業マネージャー……2386 

 

雇用経済総務課 
 
課長………………………2355 

企画調整班………………2355 

総務班……………………2312 

予算経理班………………2313 

 

国際戦略課 
 
課長………………………2844 

国際企画班………………2844 

国際調整班………………2499 

 

雇用対策課 
 
課長………………………2461 

地域雇用班………………2461 

障がい者雇用班…………2510 

若者・女性雇用班………2465 

働き方改革・勤労福祉班   

………2454 

 

三重県営業本部担当課 
 
課長………………………2386 

営業推進班………………2386 

関西圏営業推進班………2386 

伝統産業・地域資源活用班 

        ………2336 

 

ものづくり・イノベー

ション課 
 
課長………………………2393 

ものづくり推進班………2749 

市場開拓班………………2393 

エネルギー政策班………2316 

ＩＣＴ活用班……………2318 

 

中小企業・サービス 

産業振興課 
 
中小企業振興班…………2534 

サービス産業創出班……2227 

食の産業振興班…………2458 

金融支援班………………2447 

 

企業誘致推進課 
 
課長………………………2819 

企業誘致班………………2819 

事業環境班………………2024 

 

観光局 

 

観光政策課 
 
課長………………………2077 

観光政策班………………2077 

 

観光魅力創造課 
 
課長………………………2830 

観光魅力創造班…………2830 

国内誘客班………………2802 

 

海外誘客課 
 
課長………………………2847 

海外誘客班………………2847 

 

県土整備部 

 

部長………………………2650 

副部長……………………2651 

次長………………………2651 

市町連携総括監…………2651 

建設企画監………………2762 

人権・危機管理監………2652 

建築審査監………………2709 

 

 

県土整備総務課 
 
課長………………………2652 

企画広報班………………2762 

予算決算班………………2655 

人材開発班………………2652 

 

県土整備財務課 
 
課長………………………2653 

経理１班…………………2653 

経理２班…………………2680 

 

公共用地課 
 
課長………………………2661 

審査調整班………………2661 

用地支援班………………2669 

 

公共事業運営課 
 
課長………………………2915 

公共事業運営班…………2915 

総合評価班………………2696 

 

技術管理課 
 
課長………………………2918 

技術管理班………………2918 

情報化班…………………2208 

 

建設業課 
 
課長………………………2660 

建設業班…………………2660 

入札制度班………………2723 

 

道路企画課 
 
課長………………………2739 

道路企画班………………2739 

高速道推進班……………3016 

 

道路建設課 
 
課長………………………2630 

道路建設班………………2630 

橋りょう・市町道班……2672 

 

道路管理課 
 
課長………………………2675 

道路管理班………………2675 

道路維持班………………2677 

 

河川課 
 
課長………………………2682 

河川計画班………………2682 

河川事業班………………2679 

河川管理班………………2686 

 

防災砂防課 
 
課長………………………2697 

砂防班……………………2697 



三 重 県（０２４） 

3 

ダム班……………………2730 

砂防管理班………………2705 

 

港湾・海岸課 
 
課長………………………2691 

港湾整備班………………2691 

海岸整備班………………2690 

港湾海岸管理班…………2700 

 

施設災害対策課 
 
課長………………………2683 

施設災害対策班…………2683 

水防対策班………………2674 

 

都市政策課 
 
課長………………………2718 

都市計画班………………2718 

街路・公園班……………2706 

市街地整備班……………2751 

景観・屋外広告班………2748 

 

下水道経営課 
 
課長………………………2724 

経営・管理班……………2724 

 

下水道事業課 

 
課長………………………2724 

計画・事業班……………2725 

 

建築開発課 
 
課長………………………2752 

建築安全班………………2752 

建築審査班………………2709 

開発審査班………………3087 

宅建業・建築士班………2708 

 

住宅政策課 
 
課長………………………2720 

住まい支援班……………2720 

公営住宅班………………2703 

 

営繕課 
 
課長………………………2150 

営繕調整班………………2150 

建築１班…………………2441 

建築２班…………………2477 

電気設備班………………2191 

機械設備班………………2154 

 

工事検査担当 
 
工事検査総括監…………2662 

工事検査担当……………2662 

 

出納局 

 

会計管理者兼局長………2771 

副局長兼出納総務課長…2771 

 

出納総務課 
 
総務班……………………2771 

出納・資金班……………2781 

財務電算班………………2763 

 

会計支援課 
 
課長………………………2772 

企画支援班………………2772 

相談支援班………………2737 

 

企業庁 

 

庁長………………………2820 

副庁長……………………2821 

次長………………………3171 

施設防災危機管理監……2822 

機電管理監………………2833 

ＲＤＦ発電監……………2824 

 

企業総務課 
 
課長………………………2822 

総務班……………………2822 

企画班……………………2822 

事業管理班………………2822 

 

財務管理課 
 
課長………………………2829 

経理班……………………2829 

予算管理班………………2829 

資産管理班………………2829 

 

水道事業課 
 
課長………………………2833 

事業経営班………………2833 

水道建設班………………2833 

機電管理班………………2833 

 

工業用水道事業課 
 
課長………………………2835 

事業経営班………………2835 

工業用水道建設班………2835 

 

電気事業課 
 
参事兼課長………………2824 

事業経営班………………2824 

 

病院事業庁 

 

庁長………………………2740 

副庁長……………………2370 

 

県立病院課 
 
課長………………………2348 

企画・財務班……………2350 

総務班……………………2348 

 

議会事務局 

 

事務局長…………………2607 

次長………………………2871 

 

総務課 
 
課長………………………2871 

総務班……………………2871 

(分室)……………………2873 

秘書班……………………2852 

 

議事課 
 
課長………………………2874 

議事班……………………2874 

委員会班…………………2869 

 

企画法務課 
 
課長………………………2879 

企画広聴班………………2877 

調査班……………………2879 

法務班……………………2828 

 

監査委員事務局 

 

代表監査委員……………2920 

事務局長…………………2921 

次長………………………2922 

 

総務・評価課 
 
課長………………………2922 

総務班……………………2922 

企業会計班………………2924 

 

監査・審査課 
 
課長………………………2923 

定期監査班………………2923 

普通会計班………………2928 

 

人事委員会  
事務局 

 

局長………………………2930 

次長兼課長………………2927 

 

職員課 
 
公務員制度・審査班……2930 

任用班……………………2932 

給与班……………………2933 

 

教育委員会  
事務局 

 

教育長……………………2941 

副教育長…………………2942 

次長兼総括市町教育支援 

・人事監………………2942 

次長………………………2942 

学校防災推進監…………3301 

子ども安全対策監………2372 

人権教育監………………2732 

 

教育総務課 
 
課長………………………3173 

総務・相談・情報班……3173 

企画調整班………………2946 

学校防災・危機管理班…3301 

 

教育政策課 
 
課長………………………2951 

教育政策班………………2951 

 

教育財務課 
 
課長………………………2943 

予算決算班………………2943 

事務局経理班……………3320 

修学支援班………………2940 

 

学校経理・施設課 
 
課長………………………2955 

県立学校経理・施設班…2955 

公立学校助成班…………2954 

 

教職員課 
 
課長………………………2956 

県立学校人事班…………2956 

小中学校人事班…………2958 

事務局人事班……………2953 

制度･採用･免許班………2959 

 

福利・給与課 
 
課長………………………2950 

県立学校給与・制度班…2950 

小中学校給与班…………2952 

福利健康班………………2939 

福祉班……………………2989 

年金・給付班……………2994 

 

市町教育支援・人事担

当 
 
市町教育支援・人事監 

……………2966 

市町教育支援・人事担当 

……………2967 

 

高校教育課 
 
課長………………………3002 

高校教育班………………3002 

キャリア教育班…………2913 

 

小中学校教育課 
 
課長………………………2963 

小中学校教育班…………2963 

外国人児童生徒教育相談 

………3150 

 

学力向上推進プロジェ

クトチーム 
 
担当課長…………………2931 

学力向上推進班…………2931 

 

特別支援教育課 
 
課長………………………2961 

特別支援教育班…………2961 

 

生徒指導課 
 
課長………………………2332 

生徒指導班………………2332 

安全・安心対策班………2372 

 

人権教育課 
 
課長………………………2732 

企画調整班………………2732 

県立学校班………………2745 

市町支援班………………2744 

 

保健体育課 
 
課長………………………2973 

学校体育班………………2973 

健康教育班………………2969 

 

社会教育・文化財保護

課 
 
課長………………………3322 

社会教育班………………3322 

有形文化財班……………2999 

記念物・民俗文化財班…3328 

 

労働委員会  
事務局 

 

事務局長…………………3031 

 

調整審査課 
 
次長兼課長………………3032 

調整審査班………………3033 

 

海区漁業調整 
委員会事務局 

 

事務局長…………………3037 

事務局……………………3036 

 

 

内水面漁場管理
委員会事務局 

 

事務局……………………3036 
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県地域機関 

024 

 
 

桑名庁舎 

121-8 

 

桑名地域防災総合事務所 

所長……………………3600 

地域調整防災室 

副所長兼室長…………3600 

地域防災課……………3821              

総務生活課……………3600 

環境室 

室長……………………3624 

環境課…………………3624 

 

桑名県税事務所 

所長……………………3610 

税務室 

副所長兼室長…………3610 

納税課…………………3611 

課税課…………………3613 

            

桑名保健所 

所長……………………3621 

保健衛生室 

副所長兼室長…………3621 

総務企画課……………3621           

健康増進課……………3625            

地域保健課……………3620            

衛生指導課……………3623           

 

桑名農政事務所 

所長……………………3631 

総務企画室 

副所長兼室長…………3631 

総務企画課……………3631 

農政室 

室長……………………7421 

地域農政課……………7421 

桑名地域農業改良普及セン

ター 

普及１課………………3642 

普及２課………………3641 

農村基盤室 

室長……………………3826 

農村計画課……………3826 

基盤整備１課…………3652 

基盤整備２課…………3653 

            

桑名建設事務所 

所長……………………3661 

総務・管理室 

副所長兼室長…………3661 

総務課…………………3661 

管理課…………………3662 

建築開発室 

室長……………………3667 

建築開発課……………3667 

保全室 

副所長兼室長…………3663 

保全課…………………3663 

事業推進室 

室長……………………3665 

工事統括課……………3665 

道路課…………………3664 

流域課…………………3627 

用地調整室 

室長……………………3666 

用地課…………………3666 

 

会議室 

第１会議室……………2512 

第２会議室……………2513 

第３会議室……………2514 

第５会議室……………2516 

 

その他 

守衛室…………………3671 

機械監視室……………2006 

ヘルプデスク…………2501 

清掃員控室……………2500 

 

四日市庁舎 

122-8 

 

四日市地域防災総合事務所 

所長……………………3552 

地域調整防災室 

副所長兼室長…………3552 

地域防災課……………3560 

総務生活課……………3660 

庁舎管理・公用車管理 

     ……………3797 

公用車管理室…………2751 

環境室 

室長……………………3593 

環境保全課……………3593 

廃棄物対策課…………3593 

 

四日市県税事務所 

所長……………………3573 

総務室 

 副所長兼室長兼課長…3573 

税務調整課……………3573 

納税課…………………3572 

課税室 

副所長兼室長兼課長…3577 

課税一課………………3577 

課税二課………………3576 

 

北勢福祉事務所 

所長……………………3580 

福祉課…………………3586 

          3581 

女性相談専用…………3557 

生活保護課……………3235 

 

四日市農林事務所 

所長……………………3620 

総務企画室 

副所長兼室長…………3622 

総務企画課……………3622 

農政室 

室長……………………3629 

地域農政課……………3629 

農業振興課……………3627 

四日市鈴鹿地域農業改良普及

センター 

四日市普及課…………3638 

農政基盤室 

室長……………………3646 

農村計画課……………3646 

基盤整備課……………3645 

森林・林業室 

室長……………………3655 

林業振興課……………3655 

森林保全課……………3652 

 

四日市建設事務所 

所長……………………3660 

技術管理監……………3670 

総務・管理室 

副所長兼室長…………3660 

総務課…………………3664 

管理課…………………3667 

建築開発室 

室長……………………3684 

建築開発課……………3684 

保全室 

副所長兼室長…………3671 

保全課…………………3671 

事業推進室 

室長……………………3670 

工事統括課……………3670 

道路課…………………3675 

流域・公園課…………3677 

プロジェクト推進課…3681 

用地調整室 

室長……………………3683 

用地課…………………3683 

           

出納局 

（北勢地域担当）………5034 

 

北勢教育支援事務所 

所長……………………3737 

担当……………………3737 

 

北勢流域下水道事務所 

所長……………………3693 

総務・用地室 

副所長兼室長…………3693 

総務・用地課…………3693 

事業推進室 

副所長兼室長…………3694 

保全課…………………3657            

施設課…………………3695 

工務課…………………3694 

 

会議室 

第１１会議室…………2611 

第１４会議室…………2614 

第１５会議室…………2615 

第２１会議室…………2622 

第２２会議室…………2624 

第２４会議室…………2662 

第２６会議室…………2755 

第５１会議室…………2651 

第５２会議室…………2652 

大会議室………………2661 

 

その他 

守衛室…………………3567 

休日・夜間受付………3567 

ケア室…………………3604 

互助会四日市支部……3607 

食堂・喫茶……………2711 

売店……………………2712 

機械情報監視室（６階） 

     ……………3699 

清掃員控室……………3698 

情報機器室（５階）…3395 

防災無線室（５階）…7999 

食品衛生協会…………3597 

生活衛生協議会………3704 

 

鈴鹿庁舎 

140-8 

 

鈴鹿地域防災総合事務所 

所長……………………3100 

地域調整防災室 

副所長兼室長…………3101 

県民防災課……………2101 

総務課…………………2100 

環境室 

 室長……………………3300 

環境課…………………2300 

 

鈴鹿県税事務所 

所長……………………3200 

税務室 

副所長兼室長…………3201 

納税課…………………2200 

課税課…………………2202 

 

鈴鹿保健所 

所長……………………3400 

保健衛生室 

副所長兼室長…………3401 

総務企画課……………2400 

健康増進課……………2403 

地域保健課……………2401 

衛生指導課……………2404 

 

四日市農林事務所 

四日市鈴鹿地域農業改良普及

センター 

鈴鹿普及課……………2500 

 

鈴鹿建設事務所 

所長……………………3600 

総務・管理室 

副所長兼室長…………3601 

総務課…………………2600 

管理課…………………2601 

保全室 

副所長兼室長…………3602 

保全課…………………2603 

事業推進室 

室長……………………3603 

工事統括課……………2602 

道路課…………………2604 

流域・公園課…………2605 

幹線道路課……………2606 

用地調整室 

室長……………………3604 

用地課…………………2607 

 

会議室 

第１１会議室…………2811 

第４１会議室…………2841 

第４２会議室…………2842 

第４６会議室…………2846 

第４７会議室…………2847 

鈴鹿地域防災 

総合事務所会議室……2849 

衛生教育室……………2813 

 

その他 

守衛室…………………2800 

中央監視室……………2810 

情報機器室……………2809 

防災無線室……………2840 

 

津庁舎 

123-8 

 

津地域防災総合事務所 

所長……………………5016 

地域調整防災室 

副所長兼室長…………5017 

県民防災課……………5300 

総務課…………………5010 

環境室 

室長……………………5083 

環境課…………………5083 

 

津総合県税事務所 

所長……………………5030 

総務室 

副所長兼室長兼課長…5023 

税務調整課……………5023 

納税課…………………5020 

課税室 

副所長兼室長兼課長…5026 

課税一課………………5025 

課税二課………………5024 

法人調査課……………5028 

 

自動車税事務所 

所長……………………5042 

業務課…………………5040 

課税課…………………5042 

 

津保健所 

所長……………………5183 

総務企画室 

総務企画課……………5290 

保健衛生室 

室長……………………5184 

健康増進課……………5184 

地域保健課……………5094 

衛生指導課……………5112 

総合検査室 

室長……………………5116 

微生物検査課…………5116 

 

津農林水産事務所 

所長……………………5100 

総務企画室 

副所長兼室長…………5161 

総務企画課……………5165 

農政室 

室長……………………5101 

地域農政課……………5102 

津地域農業改良普及センター 

普及１課………………5103 

普及２課………………5104 

農村基盤室 

室長……………………5140 

農村計画課……………5140 

基盤整備課……………5141 

用地課…………………5138 

森林・林業室 

室長……………………5091 

林業振興課……………5091 

森林保全課……………5085 

水産室 

室長……………………5128 

漁政課…………………5128 

水産基盤整備課………5133 

 

津建設事務所 

所長……………………5220 

総務・管理室 

副所長兼室長…………5200 

総務課…………………5200 

管理課…………………5203 

保全室 

副所長兼室長…………5215 

保全課…………………5215 

           

事業推進室 

室長……………………5209 

工事統括課……………5209 

道路一課………………5208 

道路二課………………5230 

流域一課………………5211 

流域二課………………5210 

用地調整室 

室長……………………5205 

用地課…………………5205 

 

こころの健康センター 

所長……………………5241 

審査総務課……………5241 

技術指導課……………5243 

 

計量検定所 

所長……………………5076 

 検定検査課……………5071     

 

出納局 

（津・伊賀地域担当）…5034 

 

会議室 

第５２会議室…………5275 

第５３会議室…………5268 

第６５会議室…………5271 

第６６会議室…………5272 

大会議室………………5260 

 

松阪庁舎 

125-8 

 

松阪地域防災総合事務所 

所長…………………… 506 

地域調整防災室 

副所長兼室長………… 505 

地域防災課…………… 508 

総務生活課 

（総務）……………… 500 

（県民の声相談）…… 505 

（公用車運行管理）… 507 

（生活）……………… 570 

文化振興専門員……… 528 

旅券コーナー………… 633 

             

環境室 
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室長…………………… 628 

環境課………………… 530 

           

松阪県税事務所 

所長…………………… 514 

税務室 

 副所長兼室長………… 514 

納税課………………… 510 

課税課………………… 511 

 

松阪保健所 

所長…………………… 527 

保健衛生室 

副所長兼室長………… 526 

総務企画課…………… 527 

健康増進課…………… 531 

地域保健課…………… 532 

衛生指導課…………… 529 

 

松阪農林事務所 

所長…………………… 519 

総務企画室 

副所長兼室長………… 551 

総務企画課…………… 544 

 

農政室 

室長…………………… 557 

地域農政課…………… 515 

農業振興課…………… 564 

松阪地域農業改良普及セン

ター 

普及１課……………… 555 

普及２課……………… 556 

農村基盤室 

室長…………………… 571 

農村計画課…………… 558 

基盤整備１課………… 560 

基盤整備２課………… 561 

基盤整備３課………… 562 

用地課………………… 559 

森林・林業室 

室長…………………… 569 

林業振興課…………… 568 

森林保全１課………… 566 

森林保全２課………… 567 

            

松阪建設事務所 

所長…………………… 592 

技術管理監…………… 584 

総務・管理室 

副所長兼室長………… 591 

総務課………………… 577 

管理課………………… 586 

建築開発室 

室長…………………… 587 

建築開発課…………… 587 

保全室 

副所長兼室長………… 546 

保全課………………… 578 

事業推進室 

室長…………………… 585 

工事統括課…………… 583 

道路一課……………… 590 

道路二課……………… 593 

流域課………………… 582 

用地調整室 

室長…………………… 588 

用地課………………… 588 

 

中南勢流域下水道事務所 

所長…………………… 672 

総務・用地室 

副所長兼室長………… 672 

 総務・用地課………… 672 

事業推進室 

副所長兼室長………… 673 

 保全課………………… 673 

 施設課………………… 674 

 工務課………………… 675 

 

その他 

庁舎案内……………… 500 

(夜間）……………… 535 

中央監視室（機械室）…607 

食品衛生協会松阪支部 

（２階）……………… 620 

 

別棟（旧保健環境研究所） 

 ケア相談室（２階）… 537 

 教育委員会事務局分室 

（２階） …………… 605 

 

伊勢庁舎 

126-8 

 

南勢志摩地域活性化局 

局長……………………2001 

地域活性化防災室 

 副局長兼室長…………2002 

地域防災課……………5115 

総務生活課……………5111 

１階旅券コーナー……5263 

環境室 

 室長……………………2202 

環境課…………………5405 

 

出納局（松阪・伊勢地域担当）

………………5324 

 

伊勢県税事務所 

所長……………………2101 

総務室 

副所長兼室長…………2102 

税務調整課……………5125 

納税課…………………5127 

           

課税室 

副所長兼室長…………2126 

課税一課………………5132 

課税二課………………5129 

 

伊勢保健所 

所長……………………2301 

総務企画室 

副所長兼室長…………2307 

総務企画課……………5135 

保健衛生室 

 室長……………………2306 

健康増進課……………5137 

地域保健課……………5148 

衛生指導課……………5151 

 

多気度会福祉事務所 

 所長……………………2302 

 福祉課…………………5139 

生活保護課……………5136 

 

南勢志摩児童相談所 

所長……………………5143 

家庭児童支援課………5143 

 

伊勢農林水産事務所 

所長……………………2401 

総務企画室 

副所長兼室長…………2402 

総務企画課……………5161 

農政室 

 室長……………………2431 

地域農政課……………5164 

農業振興課……………5168 

伊勢志摩地域農業改良普及セ

ンター 

普及１課………………5173 

普及２課………………5170 

農村基盤室 

 室長……………………2460 

農村計画課……………5179 

基盤整備課……………5177 

農地海岸保全管理課…5171 

用地課…………………5180 

宮川用水室 

 室長……………………2461 

宮川用水課……………5176 

森林・林業室 

 室長……………………2220 

林業振興課……………5265 

森林保全課……………5183 

水産室 

室長……………………2472 

漁政課…………………5189 

漁港管理課……………5191 

水産基盤整備課………5192 

 

伊勢建設事務所 

所長……………………2501 

技術管理監……………2598 

総務・管理室 

 副所長兼室長…………2502 

総務課…………………5197 

管理課…………………5202 

建築開発室 

室長……………………2531 

建築開発課……………5210 

保全室 

副所長兼室長…………2538 

保全課…………………5205 

事業推進室 

室長……………………2562 

工事統括課……………5295 

道路一課………………5212 

道路二課………………5217 

流域一課………………5227 

流域二課………………5215 

用地調整室 

室長……………………2601 

用地課…………………5201 

 

会議室 

４０１会議室…………5109 

 

その他 

宿日直室（夜間・休日） 

     ……………5101 

守衛室（受付）………5102 

中央監視室……………5244 

情報機器室（ヘルプデスク） 

     ……………5427 

 

伊賀庁舎 

129-8 

 

伊賀地域防災総合事務所 

所長……………………7001 

地域調整防災室 

 副所長兼室長…………7000 

地域防災課……………7003 

総務生活課……………7018 

環境室 

 室長……………………7078 

環境課…………………7078 

旅券コーナー…………7305 

      

伊賀県税事務所 

所長……………………7031 

税務室 

 副所長兼室長…………7020 

納税課…………………7020 

課税課…………………7024 

 

伊賀保健所 

所長……………………7070 

保健衛生室 

 副所長兼室長…………7070 

総務企画課……………7070 

健康増進課……………7045 

地域保健課……………7076 

衛生指導課……………7080 

 

伊賀児童相談所 

所長……………………7060 

家庭児童支援課………7060 

 

伊賀農林事務所 

所長……………………7100 

総務企画室 

 副所長兼室長…………7100 

総務企画課……………7100 

農政室 

 室長……………………7108 

地域農政課……………7108 

農業振興課……………7141 

伊賀地域農業改良普及セン

ター 

普及１課………………7116 

普及２課………………7115 

農村基盤室 

 室長……………………7124 

農村計画課……………7126 

基盤整備１課…………7132 

基盤整備２課…………7128 

森林・林業室 

 室長……………………7136 

林業振興課……………7142 

森林保全課……………7143 

 

伊賀建設事務所 

所長……………………7201 

総務・管理室 

 副所長兼室長…………7200 

総務課…………………7200 

管理課…………………7208 

建築開発室 

 室長……………………7239 

 建築開発課……………7239 

保全室 

 副所長兼室長…………7210 

保全課…………………7210 

事業推進室 

 室長……………………7217 

工事統括課……………7217 

道路課…………………7221 

流域課…………………7228 

幹線道路課……………7230 

用地調整室 

 室長……………………7214 

 用地課…………………7214 

ＯＡ室…………………7243 

 

中央家畜保健衛生所（伊賀支

所） 

防疫衛生課……………7170 

 

会議室 

第３会議室……………7273 

第４会議室……………7274 

第５会議室……………7275 

第６会議室……………7278 

中会議室………………7281 

大会議室………………7280 

 

その他 

防災無線室……………7015 

守衛室（夜間）………7012 

中央監視室……………7303 

１Ｆロビー受付………7282 

 

尾鷲庁舎 

127-8 

 

紀北地域活性化局 

局長……………………3400 

地域活性化防災室 

 副局長兼室長…………3407 

県民防災課……………3407 

総務課…………………3400 

尾鷲旅券コーナー……3597 

環境室 

室長……………………3469 

環境課…………………3469 

 

紀州県税事務所 

所長……………………3417 

税務室 

 副所長兼室長…………3413 

納税課…………………3417 

課税課…………………3419 

尾鷲農林水産事務所 

所長……………………3486 

総務企画室 

副所長兼室長…………3486 

総務企画課……………3486 

農政・農村基盤室 

室長……………………3498 

地域農政課……………3498 

基盤整備課……………3493 

森林・林業室 

室長……………………3504 

林業振興課……………3504 

森林保全課……………3502 

水産室 

室長……………………3512 

漁政課…………………3512 

水産基盤整備課………3514 

 

紀州児童相談所 

所長……………………3435 

家庭児童支援課………3435 

 

尾鷲保健所 

所長……………………3446 

保健衛生室 

副所長兼室長…………3446 

総務企画課……………3446 

健康増進課……………3428 

衛生指導課……………3461 

 

紀北福祉事務所 

 所長……………………3431 

 福祉課…………………3431 

            

尾鷲建設事務所 

所長……………………3524 

総務・管理・建築室 

副所長兼室長…………3524 

総務課…………………3524 

管理課…………………3527 

建築開発課……………3546 

保全室 

副所長兼室長…………3539 

保全課…………………3539 

事業推進室 

 室長……………………3542 

 工事統括課……………3542 

 道路・公園課…………3533 

 流域課…………………3544 

用地調整室長……………3530 

用地課…………………3530 

 

出納局 

（地域支援担当）………3620 

 

会議室 

 ２０１会議室…………3589 

２０２会議室…………3412 

３０１会議室…………3415 

４０１会議室…………3596 

５０１会議室…………3599 

大会議室………………3595 

 

その他 

玄関受付………………3581 

守衛室…………………3582 

ヘルプデスク…………3475 

電話交換機室…………3587 

監視室…………………3588 

 

熊野庁舎 

128-8 

 

紀南地域活性化局 

局長……………………6101 

地域活性化防災室 

副局長兼室長…………6101 

県民防災課……………6105 

総務課…………………6101 

環境室 

室長……………………6397 

環境課…………………6937 
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出納局 

（紀州地域担当）………6222 

 

紀州教育支援事務所……6159 

 

熊野保健所 

保健衛生室 

副所長兼室長…………2158 

総務企画課……………2158 

健康増進課……………6115 

衛生指導課……………2159 

 

紀南福祉事務所 

 所長……………………2150 

 福祉課…………………2150 

            

熊野農林事務所 

所長……………………6121 

総務企画室 

副所長兼室長…………6121 

総務企画課……………6121 

農政室 

室長……………………6122 

地域農政課……………6122 

紀州地域農業改良普及セン

ター 

普及１課………………6126 

普及２課………………6125 

農村基盤室 

室長……………………6128 

農村計画課……………6128 

基盤整備課……………6129 

森林・林業室 

室長……………………6134 

林業振興課……………6135 

森林保全課……………6136 

 

熊野建設事務所 

所長……………………6139

総務・管理・建築室 

副所長兼室長…………6140 

総務課…………………6142 

管理課…………………6141 

建築開発課……………6148 

保全室 

副所長兼室長…………6183 

保全課…………………6147 

事業推進室 

室長……………………6150 

工事統括課……………6146 

道路課…………………6145 

流域課…………………6144 

用地調整室 

室長……………………6143 

用地課…………………6143 

 

会議室 

１０１会議室…………6601 

４０１会議室…………6602 

５０１会議室…………6509 

大会議室Ａ……………6511 

大会議室Ｂ……………6510 

試験棟会議室…………6512 

 

その他 

庁舎代表案内…………6100 

守衛室…………………6504 

宿直室…………………6164 

情報機器室……………6508 

監視室…………………6170 

 

三重県    
東京事務所 

048-300-9 

 

政策調整課………………2958 

 

市町村 

024 

 
津市 

危機管理課…………201-11 

…………201-13 

防災無線室…………201-14 

警備員室……………201-12 

ＦＡＸ………………201-19 

 

四日市市 

危機管理室…………202-11 

…………202-13 

宿直室………………202-12 

ＦＡＸ………………202-19 

 

伊勢市 

危機管理課…………203-21 

…………203-23 

宿直室………………203-22 

ＦＡＸ………………203-29 

 

伊勢市防災センター 

多目的ホール………203-11 

ＦＡＸ………………203-19 

 

松阪市 

防災対策課…………204-11 

…………204-14 

宿直室………………204-12 

第４別棟……………204-13 

ＦＡＸ………………204-19 

 

桑名市 

防災・危機管理課…205-11 

…………205-14 

３Ｆ会議室…………205-12 

宿直室………………205-13 

ＦＡＸ………………205-19 

 

伊賀市 

総合危機管理課……216-11 

…………216-13 

宿直室………………216-12 

ＦＡＸ………………216-19 

 

鈴鹿市 

防災危機管理課……207-11 

…………207-13 

中央管理防災センター 

     …………207-12 

ＦＡＸ………………207-19 

 

名張市 

危機管理室…………809-21 

…………809-23 

宿直室………………809-22 

防災センター………809-15 

ＦＡＸ………………809-29 

 

尾鷲市 

防災危機管理課……209-11 

…………209-13 

宿直室………………209-12 

ＦＡＸ………………209-19 

 

亀山市 

防災安全課…………210-11 

…………210-13 

宿直室………………210-12 

ＦＡＸ………………210-19 

 

鳥羽市 

防災危機管理室……211-11 

…………211-13 

宿直室………………211-12 

ＦＡＸ………………211-19 

 

熊野市 

防災対策推進課……212-11 

…………212-13 

宿直室………………212-12 

ＦＡＸ………………212-19 

 

いなべ市 

危機管理課…………214-11 

…………214-13 

宿直室………………214-12 

ＦＡＸ………………214-19 

 

志摩市 

地域防災室…………215-11 

…………215-13 

ＦＡＸ………………215-19 

 

木曽岬町 

危機管理課…………303-11 

…………303-14 

宿直室………………303-12 

防災指令本部………303-13 

ＦＡＸ………………303-19 

 

東員町 

環境防災課…………324-11 

災害対策本部………324-13 

宿直室………………324-12 

ＦＡＸ………………324-19 

 

菰野町 

総務課………………341-11 

…………341-14 

警備員室……………341-12 

防災通信機器室……341-13 

ＦＡＸ………………341-19 

 

朝日町 

総務課………………343-11 

…………343-14 

宿直室………………343-12 

放送室………………343-13 

ＦＡＸ………………343-19 

 

川越町 

総務課………………344-11 

会議室………………344-13 

宿直室………………344-12 

ＦＡＸ………………344-19 

 

多気町 

総務課………………441-11 

…………441-13 

宿直室………………441-12 

ＦＡＸ………………441-19 

 

明和町 

防災企画課…………442-11 

…………442-14 

宿直室………………442-12 

建設課………………442-13 

ＦＡＸ………………442-19 

 

大台町 

総務課………………443-11 

…………443-13 

宿直室………………443-12 

ＦＡＸ………………443-19 

 

玉城町 

総務課………………461-11 

…………461-13 

宿直室………………461-12 

ＦＡＸ………………461-19 

 

度会町 

防災環境課…………470-11 

…………470-13 

宿直室………………470-12 

ＦＡＸ………………470-19 

 

大紀町錦支所 

防災安全課…………471-11 

…………471-13 

宿直室………………471-12 

２Ｆホール…………471-14 

ＦＡＸ………………471-19 

 

南伊勢町 

防災課………………472-11 

…………472-14 

宿直室………………472-12 

福祉課………………472-13 

ＦＡＸ………………472-19 

 

紀北町 

危機管理課…………543-11 

…………543-13 

宿直室………………543-12 

ＦＡＸ………………543-19 

 

御浜町 

総務課………………561-11 

…………561-13 

宿直室………………561-12 

ＦＡＸ………………561-19 

 

紀宝町 

総務課………………562-11 

…………562-13 

宿直室………………562-12 

ＦＡＸ………………562-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関 

024 

 
桑名市消防本部 

通信指令課…………205-21 

…………205-24 

災害対策室…………205-22 

事務室………………205-23 

ＦＡＸ………………205-29 

 

四日市市消防本部 

指揮本部(会議室)…202-21 

…………202-24 

会議室………………202-22 

消防団本部…………202-23 

ＦＡＸ………………202-29 

 

菰野町消防本部 

通信指令室…………341-21 

…………341-24 

１Ｆ事務室…………341-22 

２Ｆ会議室…………341-23 

ＦＡＸ………………341-29 

 

鈴鹿市消防本部 

情報指令課…………805-11 

…………805-13 

ＦＡＸ………………805-19 

 

亀山市消防本部 

情報指令課…………802-11 

…………802-14 

２Ｆ総務室…………802-12 

１Ｆ署………………802-13 

ＦＡＸ………………802-19 

 

津市消防本部 

通信指令課…………807-11 

      …………807-13 

署受付………………807-12 

ＦＡＸ………………807-19 

 

松阪地区広域消防組合 

消防本部 

総合指令課…………810-11 

…………810-14 

署事務室……………810-12 

大会議室……………810-13 

ＦＡＸ………………810-19 

 

伊勢市消防本部 

通信指令課…………811-11 

…………811-14 

消防課………………811-12 

ＦＡＸ………………811-19 

 

鳥羽市消防本部 

通信室………………812-11 

…………812-13 

ＦＡＸ………………812-19 

 

志摩広域消防組合消防本部 

通信指令室…………813-11 

…………813-13 

消防本部……………813-12 

ＦＡＸ………………813-19 

 

紀勢地区広域消防組合 

消防本部 

通信室………………443-21 

…………443-23 

ＦＡＸ………………443-29 

 

三重紀北消防組合消防本部 

消防総務課…………814-11 

…………814-13 

通信指令室…………814-12 

ＦＡＸ………………814-19 

 

熊野市消防本部 

通信指令室…………815-11 
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          815-13 

ＦＡＸ………………815-19 

 

伊賀市消防本部 

消防救急課指令係…808-11 

…………808-13 

ＦＡＸ………………808-19 

 

名張市消防本部 

通信指令室…………809-11 

…………809-13 

ＦＡＸ………………809-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災関係機関 

024 

 
陸上自衛隊第３３普通科連隊 

第２科………………841-11 

当直司令室…………841-12 

作戦室………………841-13 

ＦＡＸ（第２科）…841-19 

 

陸上自衛隊明野駐屯地 

航空学校 

運用室………………842-11 

当直司令室…………842-12 

総務室………………842-13 

ＦＡＸ（運用室）…842-19 

 

三重県警察本部 

警備第二課…… 101-44-11 

防災管理室…… 101-44-12 

         101-44-13 

ＦＡＸ（総合指揮室） 

………101-44-19 

 

第四管区海上保安本部 

司令室………………844-11 

会議室………………844-12 

ＦＡＸ………………844-19 

 

三重大学医学部附属病院 

事務室………………868-11 

守衛室………………868-12 

控室…………………868-13 

ＦＡＸ（事務室）…868-19 

 

日本赤十字社三重県支部 

電話……………… 101-991 

ＦＡＸ…………… 101-992 

 

伊勢赤十字病院 

防災センター………869-18 

ＦＡＸ（防災センター） 

…………869-19 

 

総合医療センター 

事務室………………864-11 

中央監視室…………864-12 

防災センター………864-13 

ＦＡＸ（事務室）…864-19 

 


