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経理チーム…………… 234 

産業振興室長………… 213 

産業革新チーム……… 238 

観光・流通促進チーム……

………………………… 210 

企画推進課長………… 303 

特命課長（特定課題）……

………………………… 212 

企画推進課…………… 211 

県税室長……………… 305 

納税チーム…………… 204 

課税チーム…………… 295 

衛星ＦＡＸ………… 325-9 

 

保健福祉環境部 

保健福祉環境部長兼釜石保

健所次長……………… 214 

保健福祉環境技監兼釜石保

健所長………………… 242 

企画管理課長………… 245 

企画管理グループ…… 243 

福祉課長……………… 215 

地域福祉スタッフ…… 219 

生活保護スタッフ…… 215 

保健課長……………… 239 

保健グループ………… 255 

環境衛生課長………… 319 

環境保全廃棄物対策グルー 

プ……………………… 246 

食品衛生薬務グループ…… 
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………………………… 249 

 

農林部 

農林部長……………… 220 

農林調整課長………… 221 

地域農業活性化グループ… 

………………………… 430 

林業振興チーム……… 258 

森林保全チーム……… 256 

 

水産部 

水産部長……………… 226 

技術主幹兼漁港漁村課長… 

………………………… 231 

漁港漁村課…………… 344 

水産調整課長………… 330 

水産調整課…………… 229 

水産振興課長………… 331 

水産振興課…………… 341 

 

土木部 

技術参事兼土木部長………

………………………… 263 

副部長兼復興まちづくり課

長……………………… 268 

管理課長……………… 264 

管理チーム…………… 357 

企画調整グループ…… 354 

道路整備課長………… 272 

道路都市スタッフ…… 324 

道路環境チーム……… 294 

用地課長……………… 277 

用地課………………… 363 

河川港湾課長………… 320 

河川砂防チーム……… 326 

港湾海岸チーム……… 321 

復興まちづくり課長… 268 

復興まちづくりチーム……

………………………… 275 

技術主幹兼建築指導課長… 

………………………… 267 

建築指導課…………… 265 

 

釜石審査指導監 

審査指導監…………… 233 

 釜石審査指導監……… 370 

 

 

宮古地区 

合同庁舎 

003-326-1 

 
沿岸広域振興局 

副局長………………… 200 

 

宮古地域振興センター 

所長…………………… 201 

管理主幹兼総務課長… 209 

総務課………………… 215 

地域振興課長兼復興推進課 

長……………………… 202 

特命課長（復興支援）……

………………………… 219 

地域振興課…………… 600 

県税室長兼納税課長… 220 

納税課………………… 222 

課税課長……………… 225 

課税課………………… 229 

衛星ＦＡＸ………… 326-9 

 

 

保健福祉環境センター 

所長兼宮古保健所次長……

………………………… 231 

宮古保健所長………… 230 

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 

保護第二チーム……… 256 

保健課長……………… 248 

感染症・精神保健チーム…

………………………… 236 

健康づくり・難病チーム…

………………………… 241 

環境衛生課長………… 240 

環境チーム…………… 233 

食品医薬品チーム…… 242 

 

宮古農林振興センター 

所長…………………… 260 

農政推進課長………… 261 

地域農政グループ…… 267 

技術主幹兼農業振興課長…

………………………… 268 

農産園芸グループ…… 262 

畜産振興グループ…… 272 

農村整備グループ…… 273 

林務室長……………… 280 

林業振興課長兼上席林業普

及指導員……………… 281 

林業振興チーム……… 283 

技術主幹兼森林保全課長…

………………………… 285 

県有林チーム………… 290 

治山チーム…………… 289 

林道チーム…………… 286 

 

宮古農業改良普及センター 

 所長…………………… 300 

 技術主幹兼地域指導課長… 

………………………… 301 

地域指導課…………… 308 

産地育成課長………… 304 

産地育成課…………… 306 

 

宮古水産振興センター 

所長…………………… 310 

技術主幹兼水産振興課長…

………………………… 311 

水産振興チーム（漁政）…

………………………… 312 

水産振興チーム（普及）…

………………………… 316 

漁港管理課長………… 319 

計画チーム…………… 320 

整備チーム…………… 324 

漁港復旧課長………… 335 

復旧チーム…………… 326 

 

宮古土木センター 

所長…………………… 340 

副所長………………… 380 

管理課長……………… 341 

管理チーム…………… 344 

土木技術企画チーム… 614 

用地課長……………… 346 

用地チーム…………… 347 

道路整備課長………… 355 

道路整備チーム……… 359 

道路環境チーム……… 363 

河川港湾課長………… 381 

河川砂防チーム……… 383 

港湾海岸スタッフ…… 386 

復興まちづくり課長… 388 

復興まちづくりチーム…… 

………………………… 391 

建築指導課長………… 365 

建築指導チーム……… 366 

 

宮古審査指導監 

審査指導監…………… 212 

審査指導監特命課長（入

札・会計指導）……… 216 

 宮古審査指導監……… 217 

 

 

岩泉地区 

合同庁舎 

003-111-229-27 

 
岩泉林務出張所 

技術主幹兼所長……… 230 

岩泉林務出張所……… 231 

 

岩泉土木センター 

所長…………………… 400 

副所長………………… 200 

管理課長……………… 420 

管理課………………… 421 

用地課長……………… 440 

用地課………………… 441 

道路整備課長………… 430 

道路整備チーム……… 432 

道路環境チーム……… 431 

河川港湾課長………… 210 

港湾砂防チーム……… 214 

河川海岸チーム……… 213 

河川復旧課長………… 220 

河川復旧第１チーム… 223 

河川復旧第２チーム… 228 

建築指導課長………… 411 

建築指導課…………… 412 

 

岩泉普及サブセンター 

技術主幹兼所長……… 470 

地域指導チーム……… 471 

産地育成チーム……… 475 

 

 

大船渡地区 

合同庁舎 

003-335-1 

 
沿岸広域振興局 

副局長………………… 200 

 

大船渡地域振興センター 

所長…………………… 202 

管理主幹兼総務課長… 204 

総務課………………… 397 

地域振興課長兼復興推進課

長……………………… 216 

地域振興課兼復興推進課…

………………………… 305 

県税室長……………… 316 

納税チーム…………… 205 

課税チーム…………… 345 

衛星ＦＡＸ………… 335-9 

 

大船渡保健福祉環境センター 

所長兼大船渡保健所次長…

………………………… 211 

大船渡保健所長……… 241 

管理福祉課長………… 211 

管理福祉グループ…… 246 

保健課長……………… 212 

保健グループ………… 212 

環境衛生課長………… 242 

環境グループ………… 247 

衛生グループ………… 340 

 

大船渡農林振興センター 

所長…………………… 217 

農業振興課長………… 365 

農政推進チーム……… 375 

農政企画チーム……… 218 

農村整備課長………… 361 

農村整備グループ…… 221 

林業振興課長兼上席林業普

及指導員……………… 222 

林業振興グループ…… 223 

森林保全課長………… 362 

治山林道チーム……… 224 

県有林管理チーム…… 224 

 

大船渡農業改良普及センター 

 所長…………………… 255 

 産地育成課長………… 258 

 産地育成課（作物）… 321 

産地育成課（経営）… 321 

 産地育成課（園芸）… 257 

技術主幹兼地域指導課長… 

………………………… 255 

地域指導課…………… 256 

 

水産振興センター 

所長…………………… 228 

水産振興課長………… 228 

水産振興課（漁政）… 332 

水産振興課（普及）… 231 

漁港管理課長………… 240 

漁港管理課（管理計画）…

………………………… 240 

漁業管理課（整備）… 449 

技術主幹兼漁港復旧課長…

………………………… 445 

漁業復旧課…………… 447 

特命課長（技術指導）……

………………………… 233 

 

大船渡土木センター 

所長…………………… 260 

副所長………………… 437 

管理課長……………… 260 

管理課………………… 261 

主幹兼用地課長……… 263 

用地課………………… 433 

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 

復興まちづくり課長… 438 

港湾海岸復旧チーム… 441 

設備チーム…………… 439 

 

沿岸南部教育事務所 

 所長…………………… 381 

 企画総務課長………… 382 

  企画総務課…………… 383 

教務課長兼主任経営指導主

事……………………… 274 

  教務課………………… 379 

 

大船渡審査指導監 

審査指導監…………… 318 

特命課長（入札・会計指導）

………………………… 308 

 大船渡審査指導……… 238 

 

 

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 

理事兼副局長兼経営企画部

長……………………… 201 

管理主幹兼総務課長… 202 

総務課………………… 292 

特命参事兼産業振興室長… 

………………………… 315 

産業振興室…………… 208 

特命参事兼企画推進課長兼 

復興推進課長………… 205 

特命課長（特定課長）……

………………………… 209 

企画推進課…………… 209 

特命参事兼県税室長… 238 

納税チーム…………… 239 

課税チーム…………… 240 

衛星ＦＡＸ………… 328-9 

 

保健福祉環境部 

保健福祉環境部長兼保健所

次長…………………… 211 

保健福祉環境技監兼久慈保

健所長………………… 243 

企画管理課長………… 244 

企画管理課…………… 251 

福祉課長……………… 212 

生活保護チーム……… 213 

地域福祉推進チーム… 212 

保健課長……………… 427 

保健課………………… 418 

環境衛生課長………… 325 

環境生活チーム……… 249 

衛生薬務チーム……… 249 

 

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 

農業振興グループ…… 222 

農村整備室長………… 300 

技術主幹兼農村計画課長…

………………………… 301 

農村計画課…………… 306 

農村建設課長………… 304 

農村建設課…………… 305 

 

久慈農業改良普及センター 

 所長…………………… 254 

 技術主幹兼産地育成課長…

………………………… 255 

 産地育成課…………… 372 

技術主幹兼経営指導課長…

………………………… 256 

経営指導課…………… 373 

 地域指導課長………… 252 

 地域指導課…………… 371 

 

林務部 

林務部長……………… 225 

技術主幹兼林業振興課長兼

上席林業普及指導員… 226 

林業振興チーム……… 227 

森林保全課長………… 228 

森林保全チーム……… 229 

県有林管理チーム…… 347 

 

水産部 

水産部長……………… 231 

水産振興課長………… 365 

漁政チーム…………… 368 

普及担い手チーム…… 232 

技術主幹兼漁港漁村課長…

………………………… 235 

管理計画チーム……… 236 

整備チーム…………… 237 

 

土木部 

技術参事兼土木部長… 258 

管理課長……………… 479 

管理チーム…………… 259 

土木技術企画グループ…… 

………………………… 269 

用地課長……………… 260 

用地チーム…………… 335 

道路整備課長………… 261 

道路整備チーム……… 337 

道路維持チーム……… 263 

河川港湾課長………… 471 

河川砂防チーム……… 265 

港湾海岸チーム……… 281 

建築指導課長………… 478 

建築指導課…………… 268 

 

久慈審査指導監 
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審査指導監…………… 331 

 久慈審査指導監……… 204 

 

 

二戸地区 

合同庁舎 

003-324-1 

 
県北広域振興局 

副局長………………… 200 

 

二戸地域振興センター 

所長…………………… 201 

特命参事兼管理主幹兼総務

課長…………………… 205 

総務チーム…………… 207 

経理チーム…………… 210 

主幹兼地域振興課長… 202 

地域振興グループ…… 220 

交流連携特命課長…… 204 

交流連携グループ…… 204 

県税室長……………… 376 

納税チーム…………… 375 

課税チーム…………… 239 

衛星ＦＡＸ………… 324-9 

 

二戸農林振興センター 

所長…………………… 241 

技術主幹兼農政推進課長…

………………………… 242 

農政推進課…………… 249 

技術主幹兼農業振興課長…

………………………… 243 

農業振興課…………… 259 

農村整備室長………… 261 

技術主幹兼農村計画課長…

………………………… 266 

農村計画チーム……… 267 

技術主幹兼農村建設課長…

………………………… 269 

農村建設第一チーム… 270 

農村建設第二チーム… 271 

主幹兼管理用地課長… 265 

管理用地チーム……… 262 

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……… 279 

技術主幹兼森林保全課長…

………………………… 281 

治山林道チーム……… 285 

県有林管理チーム…… 288 

 

二戸農業改良普及センター 

 所長…………………… 244 

 技術主幹兼産地育成課長… 

………………………… 253 

 産地育成課…………… 253 

 技術主幹兼地域指導課長…

………………………… 244 

 地域指導課…………… 247 

 経営指導課長………… 245 

 経営指導課…………… 382 

 

二戸土木センター 

所長…………………… 291 

管理課長……………… 292 

管理チーム…………… 294 

土木技術企画チーム… 295 

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……… 316 

技術主幹兼道路河川環境課

長……………………… 302 

道路環境チーム……… 369 

河川砂防チーム……… 305 

建築指導課長………… 310 

建築指導チーム……… 298 

 

二戸保健福祉環境センター 

所長…………………… 221 

二戸保健所長………… 331 

管理課長……………… 222 

管理医療介護チーム… 377 

福祉課長……………… 228 

地域支援グループ…… 228 

生活保護チーム……… 226 

保健課長……………… 363 

健康推進グループ…… 230 

環境衛生課長………… 232 

環境チーム…………… 232 

食品薬務チーム……… 234 

 

二戸審査指導監 

審査指導監…………… 212 

 二戸審査指導監……… 211 

 

単独庁舎 

003 

 
知事公館 

 執務室……………… 417-2 

ＦＡＸ……………… 417-9 

 

岩手県総合防災センター（岩

手県消防学校） 

事務所……………… 415-1 

ＦＡＸ……………… 415-9 

 

岩手県防災航空センター 

事務所……………… 592-1 

ＦＡＸ……………… 592-9 

 

 

市町村 

003 

 
盛岡市 

（交換）…………… 411-1 

ＦＡＸ……………… 411-9 

 

宮古市 

危機管理課………… 461-1 

ＦＡＸ……………… 461-9 

 

大船渡市 

（交換）…………… 551-1 

ＦＡＸ……………… 551-9 

 

奥州市 

（交換）…………… 521-1 

ＦＡＸ……………… 521-9 

 

花巻市 

（交換）…………… 491-1 

ＦＡＸ……………… 491-9 

 

北上市 

（交換）…………… 501-1 

ＦＡＸ……………… 501-9 

 

久慈市 

（交換）…………… 481-1 

ＦＡＸ……………… 481-9 

 

遠野市 

総務課……………… 561-1 

ＦＡＸ……………… 561-9 

 

一関市 

（交換）…………… 531-1 

ＦＡＸ……………… 531-9 

 

 

陸前高田市 

ＦＡＸ……………… 552-9 

※ 市役所への電話は陸前

高田市消防本部経由 

 

釜石市 

（交換）…………… 451-1 

ＦＡＸ……………… 451-9 

 

二戸市 

（交換）…………… 431-1 

ＦＡＸ……………… 431-9 

 

雫石町 

防災課……………… 421-1 

ＦＡＸ……………… 421-9 

 

葛巻町 

（交換）…………… 401-1 

ＦＡＸ……………… 401-9 

 

岩手町 

（交換）…………… 402-1 

ＦＡＸ……………… 402-9 

 

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……………… 412-2 

ＦＡＸ……………… 412-9 

 

矢巾町 

（交換）…………… 413-2 

ＦＡＸ……………… 413-9 

 

西和賀町 

総務課……………… 506-1 

ＦＡＸ……………… 506-9 

 

金ヶ崎町 

総務課……………… 522-1 

ＦＡＸ……………… 522-9 

 

平泉町 

総務課……………… 533-1 

ＦＡＸ……………… 533-9 

 

住田町 

総務課……………… 553-2 

ＦＡＸ……………… 553-9 

 

大槌町 

総務課……………… 452-1 

ＦＡＸ……………… 452-9 

 

山田町 

（交換）…………… 463-1 

ＦＡＸ……………… 463-9 

 

岩泉町 

（交換）…………… 471-1 

ＦＡＸ……………… 471-9 

 

田野畑村 

総務課……………… 472-1 

ＦＡＸ……………… 472-9 

 

普代村 

総務課……………… 483-1 

ＦＡＸ……………… 483-9 

 

軽米町 

総務課……………… 432-1 

ＦＡＸ……………… 432-9 

 

洋野町 

総務課……………… 482-1 

ＦＡＸ……………… 482-9 

野田村 

総務課……………… 484-1 

ＦＡＸ……………… 484-9 

九戸村 

総務企画課………… 433-1 

ＦＡＸ……………… 433-9 

 

一戸町 

総務課……………… 442-1 

ＦＡＸ……………… 442-9 

 

 

消防機関 

003 

 
盛岡地区広域消防組合 

警防課………………… 414-1 

通信指令課…………… 414-2 

ＦＡＸ………………… 414-9 

 

宮古地区広域行政組合消防本 

部 

通信指令室…………… 466-1 

ＦＡＸ………………… 466-9 

 

大船渡地区消防組合消防本部 

通信指令室…………… 555-1 

ＦＡＸ………………… 555-9 

 

奥州金ケ崎行政事務組合消防

本部 

通信指令室…………… 526-1 

ＦＡＸ………………… 526-9 

 

花巻市消防本部 

庶務課………………… 495-1 

ＦＡＸ………………… 495-9 

 

北上地区消防組合消防本部 

通信指令室…………… 502-1 

ＦＡＸ………………… 502-9 

 

久慈広域連合消防本部 

通信指令室…………… 487-1 

ＦＡＸ………………… 487-9 

 

遠野市消防本部 

通信指令室…………… 563-1 

ＦＡＸ………………… 563-9 

 

一関市消防本部 

通信指令室…………… 534-1 

ＦＡＸ………………… 534-9 

 

二戸地区広域行政事務組合 

消防本部 

通信指令室…………… 434-1 

ＦＡＸ………………… 434-9 

 

釜石大槌地区行政事務組合 

消防本部 

通信指令室…………… 453-1 

ＦＡＸ………………… 453-9 

 

陸前高田市消防本部 

通信指令室（陸前高田市役所

に転送可能）………… 556-1 

ＦＡＸ………………… 556-9 

 

 

防災関係機関 

003 

 
盛岡地方気象台 

技術課事務室………… 416-1 

技術課現業室………… 416-2 

ＦＡＸ………………… 416-9 

岩手駐屯地東北方面特科連隊 

当直室………………… 429-1 

第３科………………… 429-2 

ＦＡＸ………………… 429-9 

釜石海上保安部 

交通課………………… 457-2 

ＦＡＸ………………… 457-9 

 


