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ＦＡＸ……………………4956

生活環境課………………5363
刑事企画課………………5385
捜査第一課………………5359
捜査第二課………………5360
組織犯罪対策課…………5374
鑑識課……………………5361
交通企画課………………5367
交通規制課………………5368
交通指導課………………5369
警備第一課………………5365
警備第二課………………5366
県庁控室（東館２Ｆ）…5387
防災電話……… 51-846
近畿管区警察局滋賀県通信部
……………5370

人事委員会
事務局
委員長……………………4450
局長………………………4451
次長………………………4452
総務・給与係……………4453
任用・審査係……………4454
ＦＡＸ……………………4970

025-100
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プレスセンター…………7100
7101
(FAX)
7102
(FAX)
7103
消防応援活動調整本部
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7113

監査委員事務局

課長………………………4530
服務・免許係……………4531
給与係……………………4537
人事企画係………………4536
県立学校人事係…………4532
小中学校人事係…………4534
ＦＡＸ……………………4951

委員室……………………4460
局長………………………4461
次長………………………4462
事務局……………………4463
外部監査室………………4492
ＦＡＸ……………………4971

健康福利室

労働委員会
事務局

学校教育課
課長………………………4570
学事係……………………4571
奨学金係…………………4587
高校教育指導係…………4573
幼小中教育指導係………4576
学ぶ力向上係……………4578
キャリア教育係…………4585
生徒指導・いじめ対策支援室
……………4580
ＦＡＸ……………………4953
全国高等学校総合文化祭推進
室
……………4601
ＦＡＸ……………………4958

人権教育課
課長………………………4590
調整係……………………4591
企画振興係………………4592
ＦＡＸ……………………4954

生涯学習課
課長………………………4650
生涯学習振興係…………4651
地域・家庭教育係………4654
ＦＡＸ……………………4962

道路関係運送事業者等関係
7226
7227
7228
7231
電気ｶﾞｽ通信鉄道事業者等ﾗｲﾌ
ﾗｲﾝ
………………7232
7233
(FAX)
7234
7237

県庁危機管理ｾﾝﾀｰ

教職員課

室長………………………4550
福利厚生係………………4551
健康管理係………………4559
ＦＡＸ……………………4952

7215
7216
7219
DMAT・医療等関係機関…7220
7221
(FAX)
7222
7225
(FAX)

(FAX)

日本赤十字社他関係機関
………………7114
7117
7118
(FAX)
7119
自衛隊地方連絡執務室

局長………………………4471
次長………………………4472
事務局……………………4473
ＦＡＸ……………………4972

収用委員会
事務局

7120
7122
7123
7124
7125
7127
7128
7129
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(FAX)

滋賀県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀ
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136

局長………………………4481
事務局……………………4482
ＦＡＸ……………………4834

警察本部
本部長室…………………5350
総務課……………………5351
広報官室…………………5352
公安委員会補佐室………5376
会計課……………………5353
警務課……………………5354
警務課（企画）…………5373
企画教養課………………5357
警察県民センター………5378
情報公開推進室…………5377
情報管理課………………5355
厚生課……………………5358
監察官室…………………5356
生活安全企画課…………5362
地域課……………………5364
通信指令課………………5386
少年課……………………5375

(FAX)

デザイン電話……………7137
(ドア付近の壁際に常設)
7138
7139
7140
7141
7200
7201
7204
7206
7207
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(FAX)
7210
7213
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………………7238
7239
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7241
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7301
7303
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7307
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7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
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7323
7324
(FAX)
7325
7326
7327
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7329
7330
7331
7332
7333
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7336
(FAX)
7337
(FAX)
7338
7339
(FAX)
7340
7345
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7347
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(FAX)
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(FAX)

………7350
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7356
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連絡調整用会議室………7358
7359
7360
7361

(FAX)
倉庫
備蓄倉庫

7362
7363
………………7364

………………7434
7435
休憩室１ ………………7500
休憩室２ ………………7501
無線用更新仮設室………7502
電気室
………………7504
自家発電機室……………7505
無線機械室………………7506
7507
サーバー室………………7508
倉庫
………………7509
階段室
………………7510
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道路整備課……………2447

県出先機関

町村会
総務担当………………2481
業務担当………………2482
町村議会議長会…………2483

大津合同庁舎
025-100-58-2
西部県税事務所
所長……………………2210
次長……………………2211
管理課…………………2213
納税課…………………2212
課税第一課……………2230
課税第二課……………2220
ＦＡＸ…………………2234
西部・南部森林整備事務所
所長……………………2320
次長……………………2323
林業振興担当…………2322
森林整備担当…………2335
ＦＡＸ…………………2347
大津土木事務所
所長……………………2240
防災電話…… 58-860
次長（事務担当）……2241
次長（技術担当）……2252
ＦＡＸ…………………2298
経理用地課
総務経理担当…………2299
用地担当………………2271
管理調整課
担当……………………2301
道路計画課
改良計画担当…………2282
維持補修担当…………2284
防災電話…… 58-880
河川砂防課
河川担当………………2292
砂防担当………………2294
防災電話…… 58-875
防災ＦＡＸ… 58-851
無線室……… 58-897
土地開発公社／住宅供給公社
副理事長(総務部長)…2352
理事(用地・業務部長)
……………2353
ＦＡＸ…………………2395
総務部
総務課…………………2399
経理課…………………2382
用地業務部
技術用地課……………2359
新名神用地課…………2385
造林公社
理事長…………………2421
副理事長………………2421
事務局長………………2421
総務・企画開発課担当
………………2439
契約管理課担当………2426
森林管理課担当………2432
林業労働力確保支援セン
ター …………………2424
道路公社
理事長…………………2351
理事（総務部長）……2352
理事……………………2353
ＦＡＸ…………………2457
総務部
総務課…………………2391
経理課…………………2455
道路部
経営企画課……………2459

南部地域会計係………… 302
防災電話…… 52-823
電話交換室… 52-896

総務事務・厚生課
甲賀総務経理係
係長…………………… 302
係員…………………… 304
防災電話…… 53-821
53-823

甲賀合同庁舎
025-100-53-2

南部合同庁舎
025-100-52-2
南部環境事務所
所長…………………… 390
環境担当……………… 295
資源循環推進担当…… 319
南部県税事務所
納税課
課長……………………
担当……………………
課税課
課長……………………
担当……………………
軽油引取税課
課長……………………
担当……………………
防災電話…… 52-825

230
232
233
234
236
235

南部健康福祉事務所
担当…………………… 269
防災電話…… 52-830
大津・南部農業農村振興事務
所
所長…………………… 281
農産普及課
次長…………………… 280
農業推進担当………… 283
普及指導担当………… 251
防災電話…… 52-832
田園振興課
課長…………………… 240
農村振興・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当
…………………… ……242
基盤整備担当………… 239
防災電話…… 52-840
南部土木事務所
所長（地域防災監）… 200
防災電話…… 52-860
次長（事務）………… 201
防災電話…… 52-870
次長（技術）………… 401
防災電話…… 52-880
経理用地課
防災・経理担当……… 202
用地担当……………… 226
防災電 話…… 52-862無線
室……… 52-897
管理調整課
担当…………………… 209
防災電話…… 52-865
道路計画課
課長…………………… 214
改良計画担当………… 211
維持補修担当………… 210
防災電話…… 52-872
河川砂防課
課長…………………… 213
河川担当……………… 216
砂防担当……………… 220
防災電話…… 52-875
防災ＦＡＸ… 52-851
総務事務・厚生課
南部総務経理係………… 287
防災会議室… 52-820
防災電話…… 52-821

河川担当……………… 241
砂防担当……………… 242
防災電話…… 53-875

甲賀環境事務所
所長…………………… 321
次長…………………… 322
担当…………………… 324
346
防災電話…… 53-833

会計管理局会計課
甲賀地域会計係………… 390

中部県税事務所
甲賀納税課
課長…………………… 315
担当…………………… 311
防災電話…… 53-825

025-100-54-2

甲賀健康福祉事務所
所長……………………
次長……………………
総務調整担当…………
地域保健福祉担当……
健康づくり担当………
生活衛生担当…………
防災電話…… 53-830

401
402
406
407
415
420

甲賀森林整備事務所
所長……………………
次長……………………
林業振興担当…………
森林整備担当…………
防災電話…… 53-832

330
331
333
341

甲賀農業農村振興事務所
所長…………………… 350
次長…………………… 370
農産普及課
課長…………………… 361
農業推進担当………… 352
普及指導担当………… 362
364
防災電話…… 53-838
田園振興課
課長…………………… 370
農村振興・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当
………… 376
基盤整備第一担当…… 378
基盤整備第二担当…… 382
防災電話…… 53-840
53-835
甲賀土木事務所
所長（地域防災監）…
防災電話…… 53-860
次長……………………
経理用地課
課長……………………
防災・経理担当………
用地担当………………
防災電話…… 53-862
53-870
防災ＦＡＸ… 53-851
無線室……… 53-897
管理調整課
課長……………………
管理調整担当…………
建築指導担当…………
防災電話…… 53-865
道路計画課
課長……………………
改良計画担当…………
維持補修担当…………
防災電話…… 53-872
河川砂防課
課長……………………

会計管理局会計課
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200
201
201
205
226

210
249
221

230
232
229

240

東近江合同庁舎

道路計画課
課長…………………… 310
改良計画担当………… 308
維持補修担当………… 311
防災電話…… 54-865
河川砂防課
課長…………………… 313
河川担当……………… 315
砂防担当……………… 318
防災電話…… 54-875
総務事務・厚生課
東近江総務・経理係
係長…………………… 203
防災電話…… 54-823
無線室……… 54-897
会計管理局会計課
東近江地域会計係
係長…………………… 256

中部県税事務所
所長…………………… 213
次長…………………… 224
納税課
課長…………………… 215
課税課

湖東合同庁舎
025-100-55-2

課長…………………… 225
防災電話…… 54-825
東近江環境事務所
所長……………………
次長……………………
環境担当………………
資源循環推進担当……
防災電話…… 54-833

360
362
361
363

中部森林整備事務所
所長……………………
次長……………………
林業振興担当…………
森林整備担当…………
防災電話…… 54-838

250
247
294
251

東近江健康福祉事務所
防災電話…… 54-830
東近江農業農村振興事務所
所長…………………… 226
次長…………………… 262
農業普及課
課長…………………… 238
農業推進担当………… 236
東部普及指導担当…… 244
田園振興課
課長…………………… 260
農村振興・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当
…… 259
基盤整備第一担当…… 297
基盤整備第二担当…… 273
基盤整備第三担当…… 274
防災電話…… 54-840
54-886
東近江土木事務所
所長（地域防災監）…… 300
防災電話…… 54-860
次長（事務）………… 301
防災電話…… 54-862
次長（技術）………… 306
防災電話…… 54-880
防災ＦＡＸ… 54-851
経理用地課
課長…………………… 301
防災・経理担当……… 304
用地担当……………… 333
管理調整課
課長…………………… 306
担当…………………… 323

湖東環境事務所
所長…………………… 370
次長…………………… 374
担当…………………… 375
東北部県税事務所
湖東納税課
所長・課長…………… 209
管理収納……………… 211
徴収…………………… 213
防災電話…… 55-825
湖東健康福祉事務所
防災電話…… 55-830
湖東農業農村振興事務所
所長…………………… 221
農産普及課
課長…………………… 226
農業推進担当………… 222
普及指導担当………… 384
防災電話…… 55-832
田園振興課
課長…………………… 237
農村振興・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当
…………… 238
基盤整備担当………… 242
防災電話…… 55-840
湖東土木事務所
所長（地域防災監）…… 260
防災電話…… 55-860
次長…………………… 261
次長…………………… 278
経理用地課
防災・経理担当……… 263
用地担当……………… 270
防災電話…… 55-862
本部員会議室
…… 55-820
無線機械室… 55-897
管理調整課
防災電話…… 55-870
管理調整担当………… 268
建築指導担当………… 266
防災電話…… 55-875
55-865
道路計画課
課長…………………… 259
改良計画担当………… 279
維持補修担当………… 281
河川砂防課
課長…………………… 258
河川・ダム管理担当… 274
砂防担当……………… 276
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防災電話…… 55-880
防災ＦＡＸ… 55-851
防災電話…… 55-875
55-865

防災電話…… 56-860

総務事務・厚生課
湖東総務経理係
係長…………………… 250
担当…………………… 216
防災電話…… 55-821
防災電話…… 55-822
会計管理局会計課
湖東地域会計係
係長…………………… 207
防災電話…… 55-821
防災電話…… 55-823
消費生活センター
所長…………………… 290
次長…………………… 291
担当…………………… 292
芹谷地域振興事務所
所長…………………… 312
次長…………………… 313
担当…………………… 314
317

副所長(副地域防災監)
……………
防災・経理担当………
用地担当………………
防災電話…… 56-862
次長(技術)……………

312
315
334
329

管理調整課
担当…………………… 358
防災電話…… 56-865
道路計画課
課長…………………… 326
改良計画担当………… 325
維持補修担当………… 327
河川砂防課
課長…………………… 357
河川担当……………… 320
砂防担当……………… 322
防災電話……… 56-872
防災ＦＡＸ…… 56-851
総務事務・厚生課
湖北総務経理係………… 211
防災電話…… 56-822
会計管理局会計課
湖北地域会計係………… 281

湖北合同庁舎
025-100-56-2

長浜土木事務所
木之本支所

湖北環境事務所
所長…………………… 393
次長…………………… 392
担当…………………… 350
防災電話…… 56-833

025-100-59-2

東北部県税事務所
所長……………………
次長……………………
納税課
課長……………………
課税課
課長……………………
防災電話…… 56-825

235
220
233
228

湖北森林整備事務所
所長……………………
次長……………………
林業振興担当…………
森林整備担当…………
防災電話…… 56-832

240
239
242
245

湖北健康福祉事務所
所長……………………
次長……………………
総務調整担当…………
地域保健福祉担当……
健康づくり担当………
生活衛生担当…………
防災電話…… 56-830

360
379
370
374
369
378

湖北農業農村振興事務所
所長…………………… 256
農産普及課
次長…………………… 250
農業推進担当………… 253
普及指導担当………… 290
防災電話…… 56-838
田園振興課
課長…………………… 261
農村振興・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当
…………… 262
基盤整備第一担当…… 274
基盤整備第二担当…… 268
防災電話…… 56-840
長浜土木事務所
所長（地域防災監）…… 310

西部・南部森林整備事務所
高島支所
支所長………………… 232
林業振興班…………… 234
森林整備班…………… 232
ＦＡＸ………………… 483
防災電話…… 57-838

所長…………………………10
防災電話……… 59-860
管理課
課長…………………………47
経理用地課
総務経理担当……………23
防災電話…… 59-862
用地担当…………………44
防災電話…… 59-880
管理調整課
担当………………………36
防災電話…… 59-870
59-865
道路計画課
課長………………………38
改良計画担当……………32
維持補修担当……………40
防災電話…… 59-872
河川砂防課
課長………………………31
河川砂防担当……………29
防災電話…… 59-875
59-876
防災ＦＡＸ… 59-851
無線室………… 59-897

高島健康福祉事務所
防災電話…… 57-830
高島農業農村振興事務所
所長…………………… 225
次長…………………… 228
農産普及課
課長…………………… 228
担当 ………………… 226
ＦＡＸ………………… 481
防災電話…… 57-832
田園振興課
課長…………………… 248
農村振興・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当
…………… 245
基盤整備担当………… 241
ＦＡＸ………………… 482
防災電話…… 57-840
高島土木事務所
所長（地域防災監）…… 300
防災電話…… 57-860
副所長………………… 302
次長…………………… 312
経理用地課
課長…………………… 302
防災・経理担当……… 301
用地担当……………… 316
ＦＡＸ………………… 401
防災電話…… 57-862
57-870
管理調整課
課長…………………… 312
担当…………………… 310
防災電話…… 57-865
道路計画課
課長…………………… 320
改良計画担当………… 322
維持補修担当………… 320
防災電話…… 57-872
57-880
河川砂防課
課長…………………… 335
河川担当……………… 327
砂防・特定施設担当… 326
ダム管理担当………… 324
防災電話…… 57-875
防災ＦＡＸ… 57-851
天川ダム操作室………… 381
総務事務・厚生課
高島総務経理係
係長…………………… 202
防災電話…… 57-822
無線室……… 57-897
会計管理局会計課
高島地域会計係
係長…………………… 250

高島合同庁舎
025-100-57-2
高島環境事務所
所長…………………… 218
次長…………………… 209
担当…………………… 299
防災電話…… 57-833
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滋

賀 県（０２５）

市町

消防機関

防災関係機関

県出先機関

025-100-3

025-100-3

025-100-3

025-100-3

大津市…………… 電話201-0

大津消防局……… 電話150-0

自衛隊大津……… 電話174-0

防災航空隊……… 電話140-0

FAX201-1

FAX150-1

FAX174-1

FAX140-1

彦根市…………… 電話202-0

湖南消防局……… 電話151-0

自衛隊今津……… 電話171-0

FAX202-1

FAX151-1

FAX171-1

長浜市…………… 電話203-0

甲賀消防本部…… 電話152-0

FAX203-1

FAX152-1

湖西浄化………… 電話181-0
FAX181-1

近江八幡市……… 電話204-0

東近江消防本部… 電話153-0

FAX204-1

FAX153-1

彦根気象台……… 電話170-0

湖南中部浄化…… 電話180-0

FAX170-1

FAX180-1
東北部浄化……… 電話182-0

ＮＨＫ…………… 電話172-0
草津市…………… 電話206-0

彦根消防本部…… 電話155-0

FAX206-1

FAX155-1

高島浄化………… 電話183-0
ＢＢＣ…………… 電話173-0

守山市…………… 電話207-0

湖北消防本部…… 電話157-0

FAX207-1

FAX157-1

栗東市…………… 電話208-0

高島消防本部…… 電話160-0

FAX208-1

FAX160-1

FAX182-1

FAX172-1
FAX183-1

FAX173-1
青土ダム………… 電話135-0
FAX135-1
日本赤十字社滋賀県支部
……………………… 51-863

日野川ダム……… 電話132-0

甲賀市…………… 電話209-0

大津赤十字病院…… 51-861

FAX132-1

FAX209-1

長浜赤十字病院…… 56-884
永源寺ダム……… 電話130-0

野洲市…………… 電話210-0

FAX130-1

FAX210-1
宇曽川ダム……… 電話134-0
湖南市…………… 電話211-0

FAX134-1

FAX211-1
余呉川管理……… 電話131-0
高島市…………… 電話212-0

FAX131-1

FAX212-1
石田川ダム……… 電話133-0
東近江市………… 電話213-0

FAX133-1

FAX213-1
姉川ダム………電話
025-100- 56-881
025-100-56-882
………FAX
025-100-56-883

米原市…………… 電話214-0
FAX214-1
日野町…………… 電話383-0
FAX383-1
竜王町…………… 電話384-0
FAX384-1
愛荘町…………… 電話425-0
FAX425-1
豊郷町…………… 電話441-0
FAX441-1
甲良町…………… 電話442-0
FAX442-1
多賀町…………… 電話443-0
FAX443-1
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