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                      2236 

                      2248 

（ＦＡＸ）………………9758 

 

地域観光課 
 
課長………………………2283 

課長補佐…………………2249 

課長補佐…………………2275 

魅力向上推進……………9706 

2273 

2278 

広域観光推進……………9612 

           2290 

                      2291 

拠点観光推進……………9791 

           2293 

2294 

（ＦＡＸ）………………9256 

 

農業振興部 

 

部長室……………………4500 

副部長室（総括）………4501 

副部長室…………………4502 

国営農地整備推進監……3102 

 

農業政策課 
 
課長………………………3015 

課長補佐…………………3010 

企画………………………4510 

           3012 

           3016 

事業推進…………………4511 

           4517 

           3033 

（ＦＡＸ）………………4519 

 

農業担い手支援課 
 
課長………………………3026 

課長補佐（事務）………3035 

課長補佐（技術）………4809 

人・農地プラン推進……4513 

                      3009 

                      3034 

新規就農支援……………4512 

           4532 

           3020 

           3057 

地域営農支援……………4807 

                      3021 

（ＦＡＸ）………………4519 

 

協同組合指導課 
 
課長………………………3041 

課長補佐…………………3042 

金融………………………4521 

           4802 

           3030 

           3032 

指導………………………4803 

           3042 

検査………………………4838 

           3044 

（ＦＡＸ）………………4703 

 

環境農業推進課 
 
課長………………………3058 

課長補佐（事務）………3055 

課長補佐（技術）………3065 

総務………………………4531 

3051 

環境………………………4545 

           3060 

研究安全管理……………4861 

           3050 

           3063 

普及・産地づくり………4543 

           3053 

技術経営・労働力確保…4535 

           3052 

3056 

（ＦＡＸ）………………4536 

 

農業イノベーション推

進課 
 
IoP推進監 ………………3080 

課長………………………3083 

課長補佐(事務)…………3080 

課長補佐(技術)…………3083 

IoP推進室長 ……………3071 

次世代園芸推進…………4514 

                      3073 

                      3076 

農業クラスター推進……4583 

           3078 

データ駆動型農業推進…4516 

           3074 

           3077 

IoP推進 …………………4584 

                      3082 

産学官連携………………4570           

           3081 

 

農産物マーケティング
戦略課 

 

課長………………………3013 

課長補佐（事務）………3072 

課長補佐（技術）………3014 

表示・市場………………4541 

           3072 

輸出・流通企画…………4806 

           3085 

販売拡大…………………4582 

           3079 

3084 

６次産業化………………4537 

           3075 

 

畜産振興課 
 
課長………………………4507 

企画監（食肉センター担当）

兼食肉センター整備準備室長                     

…………………3093 

課長補佐…………………3090 

総務………………………4551 

生産振興…………………4810 

           3091 

           3094 

衛生環境…………………4553 

               3092 

食肉センター整備準備室   

………4565 

（ＦＡＸ）………………4578 

 

農業基盤課 
 
課長………………………4564 

課長補佐（事務）………4561 

課長補佐（技術）………3105 

総務………………………4561 

           3100 

           3101 

管理………………………4556 

3102 

3109 

防災………………………4566 

3103 

調査計画…………………4562 

                      3107 

整備事業…………………4564 

           3110 

農地調整…………………4515 

           3023 

           3024 

           3025 

（ＦＡＸ）………………4519 

 

林業振興・環境部 

 

部長室……………………4504 

副部長室（総括）………4864 

副部長室…………………4577 

 

林業環境政策課 
 
課長………………………3120 

課長補佐…………………3130 

課長補佐（木の文化担当） 

      ……………3140 

総務………………………4874 

           3131 

企画………………………4572 

           3120 

木の文化…………………4586 

                      3216 

（ＦＡＸ）………………4576 

 

森づくり推進課 
 
課長………………………3137 

課長補佐…………………3135 

公営林……………………4814 

           3138 

担い手対策………………4571 

                      3134 

           3136 

計画・森林経営管理推進 

  ……4574 

           3133 

           3139 

（ＦＡＸ）………………4576 

 

木材増産推進課 
 
課長………………………4877 

課長補佐…………………3145 

課長補佐（スマート林業推進

担当） …………………4877 

造林・間伐………………4602              

    3146 

原木増産…………………4876 

                3147 

     3148 

（ＦＡＸ）………………4576 

 

木材産業振興課 
 
課長………………………3155 

企画監（販売拡大担当） 

………3154 

課長補佐…………………3152 

課長補佐(販売開拓・関西戦略

担当)  …………………3154 

専門企画員(特用林産担当) 

………3152 

加工促進…………………4591            

需要拡大…………………4592 

                      3153 

                      4593 

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 

           3160 

           3161 

           3168 

林道………………………4869 

           3162 

           3163 

林地保全…………………4581 

           3165 

           3166 

（ＦＡＸ）………………4585 

 

環境計画推進課 
 
課長………………………3219 

企画監(カーボンニュートラ

ル推進担当) ……………3220 

課長補佐…………………3221 

企画調整…………………4538 

                      3217 

温暖化対策………………4841 

           3218 

（ＦＡＸ）………………4530 

 

自然共生課 
 
課長………………………3210 

課長補佐…………………3213 

牧野植物園整備…………4868 

           3212 

自然保護・公園…………4842 

           3214 

四万十川・清流…………4863 

           3215 

共生社会…………………4554 

           3211 

（ＦＡＸ）………………4530 

 

環境対策課 
 
課長………………………3231 

課長補佐（技術）………3230 

課長補佐（適正処理）…3233 

計画推進・一般廃棄物…4590 

3232 

新処分場…………………4595 

           3238 

産業廃棄物………………4523 

           4540 

                      3235 

           3237 

環境・再生利用…………4524 

           3236 

（ＦＡＸ）………………4520 

 

水産振興部 

 

部長室……………………4600 

副部長室（総括）………4601 

副部長室…………………4820 

 

水産政策課 
 
課長………………………3181 
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課長補佐…………………4828 

総務………………………4605 

           3181 

           3186 

企画・マリンイノベーション

……4693 

           3184 

           4692 

団体・金融………………4835 

           3183 

県一漁協推進……………4825 

（ＦＡＸ）………………4527 

 

漁業管理課 
 
課長………………………4826 

副参事……………………4608 

課長補佐…………………4826 

調整………………………4608 

           3175 

           3176 

保安漁船…………………4826 

           3173 

           3174 

           3177 

           3178 

海区漁業調整委員会事務局 

（調整） ………………4608 

           3175 

           3176 

（ＦＡＸ）………………4527 

 

水産業振興課 
 
課長………………………3197 

企画監(水産物外商担当) 

……3182 

課長補佐…………………3193 

           3194 

構造改善…………………4613 

           3194 

           3195 

                      3196 

資源・生産………………4829 

           3193 

内水面振興………………4606 

           3193 

水産物外商室長…………3190 

水産物外商室(流通・消費拡

大)        ……4611 

                      3191 

水産物外商室(加工・輸出振

興)        ……4552 

                      4557 

（ＦＡＸ）………………4528 

 

漁港漁場課 
 
課長………………………3204 

課長補佐…………………4615 

管理………………………4836 

           3200 

計画………………………4615 

           3203 

整備………………………4837 

           3201 

漁港漁場協会事務局長…4836 

（ＦＡＸ）………………4529 

 

土木部 

 

部長室……………………9800 

副部長室（総括）………9801 

副部長室…………………9802 

土木技術監兼建設検査長室 

        ………9803 

港湾振興監………………9882 

                      2919 

 

土木政策課 
 
課長………………………9035 

土木企画監………………2822  

課長補佐（事務）………2814 

課長補佐（技術）………2806 

課長補佐（企画調整）…2821 

企画………………………9822 

           2820 

           2817 

（ＦＡＸ）………………9263 

総務・経理………………9811 

           9812 

           2810 

           2811 

           2812 

建設業振興………………9815 

2815 

           2816 

契約………………………9813 

           2813 

県土木部支援窓口………9810 

（ＦＡＸ）………………9263 

 

技術管理課 
 
課長………………………2824 

課長補佐…………………9825 

（検査）…………………9825 

2823 

（設計基準）……………9826 

2807 

2808 

（ＦＡＸ）………………9263 

 

用地対策課 
 
課長・課長補佐…………9816 

計画調整…………………9817 

           2830 

           2834 

土地調査…………………9820 

           2833 

用地指導…………………9818 

           2832 

           2835 

           2836 

砂利対策…………………9819 

           2831 

（ＦＡＸ）………………9136 

 

河川課 
 
課長・課長補佐（技術） 

    …………………2854 

課長補佐（事務）………2852 

総務………………………9836 

           2856 

           2865 

管理………………………9839 

           2857 

                      2855 

計画………………………9838 

           2851 

治水………………………9841 

2850 

利水………………………9843 

                      2858 

（ＦＡＸ）………………9129 

 

防災砂防課 
 
課長………………………2863 

課長補佐…………………2862 

計画………………………9845 

           2860 

保全………………………9844 

           2864 

           2866 

2867 

防災復旧…………………9824 

           2861 

                      2868 

土砂災害対策推進室……9847 

           2853 

（ＦＡＸ）………………9539 

 

道路課 
 
課長………………………9833 

課長補佐（事務）………9784 

課長補佐（技術）………9835 

総務………………………9892 

           2841 

           2847 

管理………………………9827 

           2839 

           2840 

企画………………………9834 

           2845 

           2846 

国道………………………9830 

           2844 

県道………………………9829 

           2848 

市町村道…………………9831 

           2843 

維持………………………9828 

           2849 

修繕………………………9832 

           2842 

（ＦＡＸ）………………9232 

 

都市計画課 
 
課長………………………2880 

課長補佐（事務）………2881 

課長補佐（技術）………2882 

総務………………………9850 

           2883 

開発指導…………………9849 

           2886 

計画………………………9846 

           2884 

市街地整備………………9863 

           2887 

市町村調整………………9863 

           2887 

（ＦＡＸ）………………9349 

 

公園下水道課 
 
課長・専門企画員………2911 

課長補佐…………………2881 

下水道……………………9854 

           2910 

公営企業会計……………9852 

           2915 

環境施設…………………9851 

           2912 

公園緑地…………………9853 

           2885 

（ＦＡＸ）………………9036 

 

住宅課 
 
課長………………………2891 

課長補佐（事務）………2899 

課長補佐（技術）………2898 

空き家対策チーム長……2899 

総務宅建…………………9861 

           2893 

企画………………………9862 

           2895 

震災対策…………………9856 

                      9857 

住宅管理…………………9855 

           2892 

           2894 

地域支援…………………9859 

                      2896 

住宅整備…………………9860 

           2890 

空き家対策チーム………9858 

 

建築指導課 
 
課長………………………2913 

課長補佐…………………9893 

建築指導…………………9891 

           2900 

建築審査第一……………9864 

           2901 

建築審査第二……………9864 

           2901 

 

建築課 
 
課長・課長補佐…………9870 

技査………………………9870 

営繕企画…………………9865 

                      2908 

営繕第一…………………9866 

           2904 

営繕第二…………………9872 

           2907 

営繕第三…………………9867 

                      2907 

設備企画…………………9868 

                      2902 

                      2903 

電気設備…………………9808 

           2903 

機械設備…………………9869 

           2905 

 

港湾振興課 
 
課長………………………2920 

課長補佐…………………9882 

総務………………………9882 

           2921 

ポートセールス第一……9888 

           2932 

ポートセールス第二……9890 

           2930 

（ＦＡＸ）………………9657 

 

港湾・海岸課 
 
課長………………………2928 

企画監……………………2924 

課長補佐（事務）………2922 

課長補佐（技術）………2929 

港湾管理…………………9883 

2925 

海岸管理調整……………9887                       

           2927 

計画………………………9885 

           2926 

港湾建設…………………9884 

           2923 

海岸建設…………………9886 

           2931 

津波対策…………………9887 

                      2927 

（ＦＡＸ）………………9657 

 

会計管理局 

 

会計管理者兼局長………9205 

次長………………………9871 

 

会計管理課 
 
次長・会計管理課長……9871 

会計支援推進監…………2954 

課長補佐…………………2952 

課長補佐（会計支援担当） 

        ………9874 

資金・国費………………9093 

           9878 

           2935 

 2956 

会計支援第一……………9094 

           2936 

                      2937 

2958 

           2960 

会計支援第二……………9873 

           2950 

           2951 

           2955 

（ＦＡＸ）………………9771 

 

総務事務センター 
 
課長・課長補佐…………2172 

専門企画員………………2178 

会計・物品………………9788 

           2965 

           2967 

給与………………………9876 

           9701 

           2964 

企画・会計年度任用職員  

………9702 

           2178 

           2962 

           2968 

手当・旅費………………9703 

           2953 

2966 

           2969 

（ＦＡＸ）………………9266 

総務事務委託先…………9714 

           9715 

           2959 

           2176 

           2177 

           2179 

（ＦＡＸ）………………9096 

 

旅費事務センター 
…………………2763 

2764 

2765 

（ＦＡＸ）………………2766 

 

 

教育委員会事務局         

 

教育長室…………………4700 

教育次長室（総括）……4702 

教育次長室（竹崎）……4701 

教育次長室（黒瀬）……4721 

 

教育政策課 
 
課長………………………3252 

課長補佐…………………3259 

企画調整…………………4902 

           3261 

法規調査…………………4569 

教育企画…………………4731 

           3254 

情報政策…………………4904 

3256 

                      3264 

市町村・学校組織支援…4568 

高知大学連携……………4726 

（ＦＡＸ）………………4558 

 

教職員・福利課 
 
課長………………………3372 

企 画 監 ( 職 員 厚 生 担 当 )   

………………4755 

課長補佐…………………3253 

職員厚生…………………4905 

           3372 

           3374 

人事企画…………………4903 

           4812 

           3322 

           3323 

                      3375 

働き方改革推進…………4901 

           3323 

給与………………………4906 

           3253 

           3311 

共済………………………4755 



高 知 県（０３９） 

5 

(公立学校共済組合)  4813     

                4917 

          3370 

     3371 

互助会……………………4917 

           3373 

（ＦＡＸ）………………4725 

 

学校安全対策課 
 
課長………………………3262 

課長補佐…………………3262 

課長補佐…………………3267 

企画支援…………………4534 

施設………………………4544 

                      3263       

          3266 

学校安全…………………4533 

           3260 

（ＦＡＸ）………………4546 

 

幼保支援課 
 
課長………………………3284 

課長補佐…………………3282 

専門企画員（幼児教育・親育 

ち支援）  ……………3281 

総務企画…………………4882 

           3283 

運営支援…………………4910 

3280 

幼児教育…………………4881 

           3281 

親育ち支援………………4889 

（ＦＡＸ）………………4774 

 

小中学校課 
 
課長………………………3294 

課長補佐…………………4735 

課長補佐…………………4639 

課長補佐…………………3297 

総務………………………4735 

           3290 

3299 

人事………………………4639 

           4899 

           3292 

           3295 

           3296 

教育支援第一担当………4908 

           3291 

           3294 

教育支援第二担当………4908 

           3291 

           3294 

ICT活用教育支援担当 …4638 

                      3293 

3297 

（ＦＡＸ）………………4926 

 

高等学校課 
 
課長………………………3288 

企画監(学校支援担当)…3310 

課長補佐…………………4770 

                      3312 

           3324  

総務………………………4851 

           3390 

3303 

           3304 

           3300 

教育事務支援……………4797 

奨学金……………………4893 

           3305 

           3309 

人事………………………4852 

                      3306 

           3307 

学校教育支援……………4907 

           4850 

3314 

           3285 

定通・産業教育…………4846 

           3289 

3313 

学校支援チーム…………4724 

           3286 

           3287 

                      3391 

情報教育…………………4798 

                      3392 

（ＦＡＸ）………………4547 

 

高等学校振興課 
 

課長………………………3302 

課長補佐…………………3302 

総務・施設………………4542 

           3301 

                      3318 

振興………………………4727 

            3301 

                      3318 

（ＦＡＸ）………………4720 

 

特別支援教育課 
 
課長………………………3317 

課長補佐…………………3316 

特別支援学校……………4741 

発達障害…………………3315 

（ＦＡＸ）………………4547 

 

生涯学習課 
 
課長………………………3345 

課長補佐…………………3341 

                      3342 

総務………………………4745 

           3340 

生涯学習企画……………4629 

           3343 

社会教育支援……………4911 

           3342 

地域学校協働支援………4897 

           3270 

（ＦＡＸ）………………4505 

 

保健体育課 
 
課長………………………3367 

課長補佐…………………3327 

総務………………………4751 

                      3328 

学校体育…………………4900 

           3363 

食育・学校給食・保健…4928 

           3325 

           3326 

（ＦＡＸ）………………4849 

 

人権教育・児童生徒課 
 
課長………………………3383 

課長補佐…………………3385 

課長補佐…………………3386 

専門企画員………………3387 

総務・奨学金……………4765 

           4573 

3379 

           3380 

                      3388 

人権教育…………………4932 

           3382 

生徒指導推進……………4909 

           3320 

児童生徒支援……………4937 

           3321 

3381 

いじめ問題対策…………4722 

           3384 

（ＦＡＸ）………………4559 

 

公営企業局 

 

局長室……………………4620 

次長（総括）……………4630 

次長………………………4621 

 

電気工水課 
 
課長………………………4624 

課長補佐(事務)…………3411 

課長補佐(技術) ……… 4947 

企画 …………………… 4920 

経営契約…………………4622 

経理………………………4945 

           3411 

電気………………………4624 

           3415 

土木………………………4947 

           3413 

（ＦＡＸ）………………4626 

 

県立病院課 
 
課長………………………3401 

課長補佐…………………3402 

                      3403 

総務調整担当……………4631 

           3400 

経理担当…………………4946 

           3412 

経営支援担当……………4634 

                      3404 

（ＦＡＸ）………………4509 

 

監査委員事務局 

 

委員室……………………9500 

           9501 

 

監査委員事務局 
 
局長室……………………9501 

次長………………………2775 

事務局……………………9502 

           9503 

           2776 

           2777 

監査室（南）……………2778 

監査室（北）……………2779 

（ＦＡＸ）………………9208 

 

人事委員会事務局 

 

委員室……………………3490 

 

人事委員会事務局 
 
局長室……………………3491 

次長………………………4579 

総務課長…………………3492 

（職員相談） 

総務………………………3492 

審査………………………3492 

職員課長…………………3494 

任用………………………4641 

           3494 

給与………………………4588 

                      3493 

（ＦＡＸ）………………4627 

 

労働委員会事務局 

 

局長室……………………3496 

次長………………………3497 

事務局……………………4645 

           3497 

           3498 

（ＦＡＸ）………………4589 

 

収用委員会事務局 

 

事務局長…………………9504 

事務局……………………9505 

（ＦＡＸ）………………9821 

 

記者室 

（本庁舎） 

 

県政記者室………………2681 

議会記者室………………9508 

2690 

 

記者室 

（西庁舎） 

 

教育記者室………………4731 

            

 

応接室・会議室 

（本庁舎） 

 

第一応接室………………2700 

第三応接室………………2703 

正庁ホール………………2708 

地下第三会議室…………2588 

地下第四会議室…………2589 

地下第五会議室…………2590 

地下作業室………………2585 

地下臨時会議室…………2591 

２階作業室………………2582 

３階共有会議室…………2592 

３階小会議室……………2117 

 

応接室・会議室 

（西庁舎） 

 

地下会議室………………3590 

１階会議室（南）………3592 

３階会議室（北）………3593 

３階会議室（南）………3594 

 

その他 

 

高知県東京事務所（音声、 

ＦＡＸ自動切替） 

      … 048-300-339 

高知県可搬１局…… 039-854 

高知県可搬２局…… 039-801 

                   039-802 

高知県可搬３局…… 039-804 

                   039-805 

高知県 

消防防災ヘリコプター局 

…… 039-803 

 

 

県出先機関 

039-8001 

 

西庁舎内出先機関 

039-8001 

 

中央西県税事務所 
 
所長………………………3420 

次長………………………3421 

総務課……………………4651 

          3422 

          3423 

課税課……………………4652 

事業税……………………4652 

          3432 

          3433 

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 

          3437 

納税第一…………………4953 

          3428 

納税第二…………………4952 

          3431 

（ＦＡＸ）………………4687 

 

保健衛生総合庁舎 

039-8001 

 

衛生環境研究所…………4960 

（ＦＡＸ）………………4696 

所長………………………3962 

次長兼総務チーフ………3961 

技術次長…………………3981 

総務担当…………………4960 

           3840 

企画担当…………………4961 

           3840 

保健科学課………………4963 

           3841 

          3995 

食品科学課………………4964 

           3842 

           3843 

                    3960 

環境科学課………………4697 

大気担当…………………4698 

水質担当…………………4699 

感染症情報センター……4961 

 

精神保健福祉センター 
 

所長………………………4966 

次長………………………4871 

総務………………………4871 

審査判定…………………4871 

相談支援…………………4966 

（ＦＡＸ）………………6058 

自殺対策推進センター…4684 

ひきこもり地域支援センター 

………………4508 

 

後期高齢者医療広域連

合事務局 
事務局長…………………3909 

事務局……………………4525 

          4526 

          4896 

                      4677 

（ＦＡＸ）………………4518 
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土木事務所 

039 

 

安芸土木事務所   
039-811 

 

安芸地域本部 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

安芸土木事務所
室戸事務所   
039-812 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

中央東土木  
事務所   
039-813 

 

中央東地域本部 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

中央東土木  
事務所    

本山事務所   
039-814 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

高知土木事務所   
039-815 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

中央西土木  
事務所   
039-816 

 

中央西地域本部 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

中央西土木  
事務所    

越知事務所   
039-817 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

須崎土木事務所   
039-818 

 

須崎地域本部 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

須崎土木事務所
四万十町事務所   

039-819 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

幡多土木事務所   
039-820 

 

幡多地域本部 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

幡多土木事務所
宿毛事務所
039-821 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

幡多土木事務所
土佐清水事務所   

039-822 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

 

市町村 

039 

 

高知市   
039-201 

 

防災政策課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

室戸市   
039-202 

 

防災対策課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

安芸市   
039-203 

 

危機管理課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

南国市   
039-204 

 

危機管理課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

土佐市   
039-205 

 

防災対策課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

須崎市   
039-206 

 

地震・防災課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

宿毛市   
039-208 

 

危機管理課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

土佐清水市
039-209 

 

危機管理課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

四万十市 
039-210 

 

地震防災課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

香南市   
039-211 

 

防災対策課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

香美市   
039-212 

 

防災対策課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

東洋町   
039-301 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

奈半利町 
039-302 

 

奈半利町 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

田野町   
039-303 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

安田町   
039-304 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

北川村   
039-305 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

馬路村   
039-306 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

芸西村   
039-307 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

本山町   
039-341 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

大豊町   
039-344 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

土佐町   
039-363 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

大川村   
039-364 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

いの町   
039-386 

 

総務課危機管理室 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

仁淀川町 
039-387 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

中土佐町 
039-401 

 

総務課危機管理室 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

佐川町   
039-402 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

越知町   
039-403 

 

危機管理課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

梼原町   
039-405 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

日高村   
039-410 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

津野町   
039-411 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

四万十町 
039-412 

 

危機管理課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 
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大月町   
039-424 

 

総務課危機管理室 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

三原村   
039-427 

 

総務課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

黒潮町   
039-428 

 

情報防災課 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

消防機関     
039 

 

高知市消防局
039-901 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

緊援隊 車載局…039-930-10 

(ＦＡＸ)…………039-930-20 

室戸市消防本部
039-902 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

安芸市消防本部
039-903 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

南国市消防本部
039-904 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

土佐市消防本部
039-905 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

土佐清水市    
消防本部 
039-906 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

香南市消防本部
039-907 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

香美市消防本部
039-908 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

高吾北広域町村
事務組合      
消防本部  
039-909 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

高幡消防組合  
消防本部  
039-910 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

緊援隊 可搬局……039-931 

         039-932 

 

仁淀消防組合 
消防本部   
039-911 

 

専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

幡多中央消防  
組合消防本部

039-912 

 
専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

幡多西部消防  
組合消防本部

039-913 

 
専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

嶺北広域行政事務

組合消防本部 
039-914 

 
専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 

中芸広域連合  
消防本部 
039-915 

 
専用電話…………………0001 

専用ＦＡＸ………………0002 

 


