徳

島 県（０３６）

徳島県庁
036-211-2

衛視室（夜間連絡先）
…036-211-2-2057

移動可搬局
（県庁）

危機管理部
危機管理政策課
政策調整担当……………2280
危機管理担当……………2713
ＦＡＸ……………………2987

電話・ＦＡＸ共用
……… 036-212
（消防防災航空隊） 電話
………036-2130
036-2140
（消防防災航空隊） ＦＡＸ
………036-2131
036-2141

政策創造部
とくしまゼロ作戦課
総合政策課
政策創造担当……………2017
調整担当…………………2196
広域行政担当……………2133
ＦＡＸ……………………2830

消防保安課

統計戦略課

消防担当…………………2284
保安担当…………………2282
ＦＡＸ……………………2849

分析・政策支援担当……2134
統計情報担当……………2143
人口・生活統計担当……2141
経済統計担当……………2734
ＦＡＸ……………………2835

消防学校…………036-377-50
036-377-2-103
036-377-2-102
ＦＡＸ……………036-377-93
防災センター…… 036-377-3
036-377-53
036-377-2-251
036-377-2-250
ＦＡＸ……………036-377-91

県民くらし安全局

地方創生局
市町村課
行政担当…………………2081
税政担当…………………2728
企画財政担当……………2084
ＦＡＸ……………………2829

地域振興課
地域企画担当……………2799
情報企画担当……………2723
ＦＡＸ……………………2829

安全衛生課

経営戦略部

食の安全安心担当………2110
広域監視・食品乳肉担当 2293
生活・衛生担当…………2264
ＦＡＸ……………………2759

秘書課

生活安全課
消費生活担当……………2175
生物多様性担当…………2262
交通安全担当……………2287
ＦＡＸ……………………2979

無線専用
災害対策本部…036-211-7210
災害対策本部 ＦＡＸ
…036-211-7236
036-211-7237
036-211-7238
036-211-7239
危機管理部……036-211-7100
036-211-7101
036-211-7102
防災無線統制室
…036-211-7290
036-211-7291
036-211-7292
036-211-7299
防災無線統制室ＦＡＸ
…036-211-7914

ＦＡＸ……………………2845

財政戦略担当……………3261
予算第一担当……………2052
予算第二担当……………3204
予算第三担当……………2049
ＦＡＸ……………………2827

自然エネルギー推進室

秘書担当…………………2018
企画担当…………………2015
広報戦略担当……………2014
ＦＡＸ……………………2820

総務課
総務担当…………………2025
学事調査担当……………2026
法務文書担当……………2030
ＦＡＸ……………………2821

人事課
人事担当…………………2358
企画・研修担当…………2044
給与担当…………………2043
ＦＡＸ……………………2825

管財課

環境指導課
施設整備担当……………2268
審査指導担当……………2269
ゴミゼロ推進担当………2333
ＦＡＸ……………………2846

企画担当…………………2076
県税システム担当………2077
課税担当…………………2079
ＦＡＸ……………………2892

情報・業務改革担当……3266
システム担当……………2144
ネットワーク担当………2145
ＦＡＸ……………………2836

総務事務管理課
給与・企画担当…………2764
旅費担当…………………2766
賃金・報酬担当…………2770
ＦＡＸ……………………2824

県民環境部

商工政策課

企業支援課

ＦＡＸ……………………2847

保健福祉部
保健福祉政策課
総務担当…………………2165
政策調整担当……………2185
ＦＡＸ……………………2839

国民制度改革対策室
国民制度改革担当………2165

医療政策課

男女参画・人権課

医療戦略推進室

人権担当…………………2187
男女共同参画担当………2177
ＦＡＸ……………………2844

医療戦略推進担当………2732

健康増進課

次世代人材育成担当……2178
若者・青少年育成担当…2176
ＦＡＸ……………………2843

健康推進担当 ……………2223
がん対策・歯科口腔担当 2222
母子・こころの健康担当
……………2221
ＦＡＸ……………………2841

商業・サービス業担当
……………2324
金融担当…………………2354
経営支援担当……………2369
立地推進担当……………2155
ＦＡＸ……………………2853

新産業戦略課
新成長産業担当…………2124
ＬＥＤ推進担当…………2121
ものづくり産業担当……2157
ＦＡＸ……………………2897

労働雇用課
働きやすい職場づくり担当
……………2346
雇用推進担当……………2347
ＦＡＸ……………………2852

産業人材育成センター
企画連携担当……………2351
戦略的人材育成担当……2352
ＦＡＸ……………………2852

観光政策課
企画コンベンション担当 2339
魅力発信担当……………2335
ＦＡＸ……………………2851

国際戦略課
交流戦略担当……………2028
旅券担当…………………2029
ＦＡＸ……………………2851

子ども・子育て支援室

感染症・疾病対策室

育成支援・施設担当……2164
児童養護・ひとり親家庭支援
担当………………………2176

感染症・疾病対策担当
…………2228

とくしま文化振興課

薬務課

企画総務担当……………2097
文化立県担当……………2114
ＦＡＸ……………………2819

血液・麻薬担当…………2230
薬事審査・監視担当……2231
ＦＡＸ……………………2842

文化創造室

地域福祉課

文化創造担当……………2553

地域福祉・援護担当……2167
指導担当…………………2938
保護担当…………………2166
ＦＡＸ……………………2839

農林水産政策課

長寿いきがい課

総務担当…………………2385

行政改革室

県民スポーツ課
生涯スポーツ担当………2112
競技力向上担当…………2984
ＦＡＸ……………………2819

厚生担当…………………2046
健康管理担当……………2047
年金公災担当……………2045
ＦＡＸ……………………2826

商工労働観光部

企画・大気担当…………2271
水質担当…………………2272
土砂担当…………………2276
土砂担当…………………2276

総務担当…………………2257
政策調整担当……………2329
ＦＡＸ……………………2758

次世代育成・青少年課

企画・社会参加担当……2248
在宅担当…………………2238
施設担当…………………2235
ＦＡＸ……………………2241

環境管理課

医事企画・鳴門病院担当
……………2212
医事指導担当……………2189
看護担当…………………2226
ＦＡＸ……………………2898

県民環境政策課

障がい福祉課

政策調整担当……………2316
団体・企画担当…………2322
ＦＡＸ……………………2897

情報システム課

行政改革担当……………2371

職員厚生課

自然エネルギー推進担当 2260
新エネルギー企画担当…2209
ＦＡＸ……………………2845

公共施設最適化担当……2061
調度担当…………………2063
庁舎管理担当……………2064
自動車担当………………2065
ＦＡＸ……………………2828

税務課

防災担当…………………2281
ゼロ作戦・災害医療推進担当
……………………………2298
防災無線統制室…………2285
ＦＡＸ……………………2987
ＦＡＸ（無線統制室）…2909

防災人材育成センター
（消防学校・防災セン
ター）

財政課

環境首都課
スマート社会づくり担当 2334
自然公園担当……………2263

1

企画生きがい担当………2168
在宅サービス指導担当…2169
施設サービス指導担当…2159
地域包括ケア推進担当…2247
ＦＡＸ……………………2840

グローバル戦略室
グローバル戦略担当……2320
ＦＡＸ……………………2851

にぎわいづくり課
にぎわい創出担当………2146
交流拠点担当……………2132
ＦＡＸ……………………2837

農林水産部

政策調整担当……………2386
政策推進担当……………2401
予算経理担当……………2462
ＦＡＸ……………………2854

徳

島 県（０３６）

もうかるブランド推進
課
販売・メディア戦略担当
…………2408
ブランド産地担当………2409
安全安心農業担当………2411
ＦＡＸ……………………2856

六次化・輸出戦略室
六次化・輸出戦略担当…2432

畜産振興課

農業基盤課
基盤整備担当……………2443
農地防災担当……………2442
農地利用調整担当………2389
農地戦略担当……………2428
ＦＡＸ……………………2860

森林整備課
森林整備担当……………2483
林地保全担当……………2450
ＦＡＸ……………………2891

県土整備部

企画衛生担当……………2416
振興担当…………………2417
ＦＡＸ……………………2857

林業戦略課
森林企画担当……………2447
公有林化担当……………2459
ＦＡＸ……………………2861

次世代プロジェクト推
進室
林業生産担当……………2457
木材需要担当……………2448
ＦＡＸ……………………2861

水産振興課
企画管理担当……………2471
振興流通担当……………2472

県土整備政策課
総務担当…………………2516
政策調整担当……………2521
予算経理担当……………2531

ＦＡＸ……………………2863

漁業調整室
調整・漁船担当…………2477

水資源担当………………2626
流域振興担当……………2636
ＦＡＸ……………………2870

砂防防災課

企画指導担当……………2529
土地利用推進担当………2526
ＦＡＸ……………………2865

道路整備課
総務・企画担当…………2122
管理・利活用担当………2548
整備担当…………………2559
防災・安全対策担当……2559
ＦＡＸ……………………2867

経営企画・浄化槽担当…2729
下水道担当………………2742
ＦＡＸ……………………2896

給電・経営担当…………3245
施設管理・調査担当……3246
ＦＡＸ……………………2878

農林水産技術統括本部
農林水産総合技術支援
センター

都市計画課
まちづくり創生担当
……………2596
街路・鉄道高架担当……2564
管理・公園担当…………2568
ＦＡＸ……………………2869

住宅課
経営推進課
企画担当…………………2398
普及担当…………………2422

企画・木造住宅担当……2592
県営住宅担当……………2590
ＦＡＸ……………………2871

工務課
土木担当…………………3247
ＦＡＸ……………………2878
無線専用………036-211-7245

病院局
総務課

資産活用担当……………2587
管理担当…………………2589
ＦＡＸ……………………2874

政策調整担当……………2215
人事給与担当……………2217

交通戦略課
総合交通政策担当………2686
次世代鉄道推進担当……2290
航空戦略担当……………2290
ＦＡＸ……………………2832

経営企画課
予算企画担当……………2372
経営戦略担当……………2373

施設整備推進室
施設担当…………………2323

高規格道路課
高速道路担当……………2670
新直轄・幹線道路担当…2678
ＦＡＸ……………………2872

監察局
監察課
監察担当…………………2359
ＦＡＸ……………………2756

評価検査課
県政評価担当……………2720
団体検査担当……………2400
ＦＡＸ……………………2756

議会事務局
総務課

営繕課

会計課

農村企画担当……………2441

長寿命化技術担当………2607
設備担当…………………2608
ＦＡＸ……………………2929

企画システム・国費担当 2645
公金管理・決算担当……2650
審査担当…………………2646
給与旅費担当……………2648
ＦＡＸ……………………2651

議事担当…………………3007
委員会担当………………3008

公共入札室

政策調査課

公共入札担当……………2633
ＦＡＸ……………………2855

政務調査担当……………3009
企画広報担当……………3010

企画担当…………………2570
管理担当…………………2571
整備担当…………………2574
ＦＡＸ……………………2870

人材育成担当……………3150
小中学校人事担当………3129
県立学校人事担当………3130
給与担当…………………3268
ＦＡＸ……………………2881

福利厚生課
企画調整担当……………3175
厚生健康担当……………3178
ＦＡＸ……………………2893

学校政策課

企画担当…………………3140
推進担当…………………3142
ＦＡＸ……………………2882

農山漁村振興課

ＦＡＸ……………………2859

教育戦略課
企画調整担当……………3180
教育改革担当……………3153
高校再編担当……………3154
ＦＡＸ……………………2880

特別支援教育課

農林水産基盤整備局

水産基盤整備担当………2473

企画・財産担当…………3188
施設・助成担当…………3118
ＦＡＸ……………………2879

自民党・県民会議………3030
明政会……………………3037
新風・民主クラブ………3031
日本共産党………………3036
公明党県議団……………3033
和 の 党 ……………………3091
無所属……………………3091

出納局

河川整備課

施設整備課

議員控室

指導・宅建担当…………2604
耐震化担当………………2598

施設活用・地積担当……2452

コンプライアンス推進室
…………2771
ＦＡＸ……………………2883

議長室……………………3000
副議長室…………………3001

建築指導室

環境・協働担当…………2486

コンプライアンス推進
室

グローバル人材育成担当 3135
就学支援担当……………3132
義務教育推進担当………3114
高校教育推進担当………3139
学力向上推進幹…………3114
ＦＡＸ……………………2882

議会

ＦＡＸ……………………2858

次世代体制担当…………2460

総務・連携担当…………3115
人事・法規担当…………3208
政策調整担当……………3117
ＦＡＸ……………………2879

教職員課

港湾空港経営室

漁場管理担当……………2478
ＦＡＸ……………………2863

経営企画戦略課

電力課

企画担当…………………2583
振興担当…………………2584
整備担当…………………2660
長寿命化・防災担当……2668
ＦＡＸ……………………2874

用地対策課

企業局

水・環境課

技術管理担当……………2748
技術企画担当……………2628
ＦＡＸ……………………2864

振興指導担当……………2623
審査担当…………………2624
ＦＡＸ……………………2864

教育総務課

総務担当…………………3243
経営戦略担当……………3256
予算経理担当……………3244
管財担当…………………3250
ＦＡＸ……………………2877

運輸戦略局

教育委員会

工事検査課………………2619
ＦＡＸ……………………2990

管理担当…………………2541
整備担当…………………2542
県土防災担当……………2629
ＦＡＸ……………………2866

運輸政策課

建設業振興指導室

工事検査課

水資源・流域振興室

建設管理課

団体指導担当……………2469
基盤整備担当……………2475

無線専用………036-211-7400
036-211-7401
036-211-7402
036-211-7403

人権教育課
企画調整担当……………3155
推進担当…………………3157
ＦＡＸ……………………2885

いじめ問題等対策室

2

総務担当…………………3006
秘書・企画担当…………3101
車両担当…………………2072

議事課

いじめ問題等対策担当
……………3138

体育学校安全課
学校体育・体力向上担当
……………3165
食育・健康教育担当……3174
防災・安全教育担当……3166
ＦＡＸ……………………3173

生涯学習政策課
学習企画担当……………3146
社会教育担当……………3148

徳
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ＦＡＸ……………………2884

警備課……………………2956

教育文化政策課
教育文化担当 ……………3163
文化財企画担当…………3161
ＦＡＸ……………………2886

選挙管理委員会

記者室
県政記者室………………2960
民放記者クラブ…………2970
教育記者室………………2980

特殊室
事務局……………………2082

人事委員会

………036-2131
036-2141

徳島県東京事務所
048-300-9
電話………………………3808
ＦＡＸ……………………3809

県出先機関
衛視室（夜間連絡先）…2057

036

無線専用
任用課
任用企画担当……………3211
ＦＡＸ……………………2887

職員課
審査給与担当……………3213
ＦＡＸ……………………2887

監査委員
監査第一課
企画調査担当……………3221
ＦＡＸ……………………2888

監査第二課
財務監査担当……………3222
ＦＡＸ……………………2888

外部監査室

災害対策本部
電話……………036-211-7210
ＦＡＸ…………036-211-7236
036-211-7237
036-211-7238
036-211-7239

南部総合県民局
美波庁舎
036-461
電話………………………… 5
ＦＡＸ……………………… 9

危機管理部
電話……………036-211-7100
036-211-7101
036-211-7102

防災無線統制室
（とくしまゼロ作戦
課）
電話……………036-211-7290
036-211-7291
036-211-7292
036-211-7299
ＦＡＸ…………036-211-7914

県立南部防災館
036-487

労働委員会

消防学校

調整課

電話………………036-377-50
ＦＡＸ……………036-377-93

調整担当…………………3231
ＦＡＸ……………………2889

防災センター

審査課

電話………………036-377-53
ＦＡＸ……………036-377-91

審査担当…………………3232
ＦＡＸ……………………2889

県土整備部

収用委員会

河川振興課……036-211-7400
036-211-7401
036-211-7402
036-211-7403

収容委員会室……………3235
事務局……………………2520
事務局ＦＡＸ……………2890

企業局
工務課…………036-211-7245

徳島海区漁業

警察本部

調整委員会

警備課…………036-211-7310
総合当直室……036-211-7311
地域課…………036-211-7312
会議室…………036-211-7313
036-211-7314

事務局……………………2477

警察本部

移動可搬局

三野総合支所
（受付）…………… 262-3
ＦＡＸ……………… 262-9
山城総合支所
（受付）…………… 252-3
ＦＡＸ……………… 252-9
井川総合支所
（受付）…………… 264-3
ＦＡＸ……………… 264-9
東祖谷総合支所
（受付）……………
ＦＡＸ………………
西祖谷総合支所
（受付）……………
ＦＡＸ………………

253-3
253-9

勝浦町
（受付）…………… 394-3
ＦＡＸ……………… 394-9
上勝町
（受付）…………… 395-3
ＦＡＸ……………… 395-9

市町村

神山町
（受付）…………… 383-3
ＦＡＸ……………… 383-9

036
徳島市
（受付）…………… 381-3
ＦＡＸ……………… 381-9
鳴門市
（受付）…………… 351-5
ＦＡＸ……………… 351-9
小松島市
（受付）…………… 393-3
ＦＡＸ……………… 393-9
吉野川市
（受付）…………… 322-3
ＦＡＸ……………… 322-9
阿波市
（受付）…………… 337-3
ＦＡＸ……………… 337-9
市場支所
（受付）…………… 336-3
ＦＡＸ……………… 336-9
吉野支所
（受付）…………… 334-3
ＦＡＸ……………… 334-9
土成支所
（受付）…………… 335-3
ＦＡＸ……………… 335-9
美馬市
（受付）…………… 286-3
ＦＡＸ……………… 286-9
木屋平総合支所
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上板町
（受付）…………… 333-3
ＦＡＸ……………… 333-9
つるぎ町
（受付）…………… 284-3
ＦＡＸ……………… 284-9
東みよし町
（受付）…………… 256-3
ＦＡＸ……………… 256-9
三好庁舎
（受付）…………… 263-3
ＦＡＸ……………… 263-9

消防機関
254-3
254-9

佐那河内村
（受付）…………… 382-3
ＦＡＸ……………… 382-9

（県庁）
総務課……………………2952
警務課……………………2953
会計課……………………2954
公安課……………………2955

電話・ＦＡＸ共用
……… 036-212
（消防防災航空隊） 電話
………036-2130
036-2140
（消防防災航空隊） ＦＡＸ

三好市
（受付）…………… 251-3
ＦＡＸ……………… 251-9

電話………………………… 3
ＦＡＸ……………………… 9

外部監査担当……………3228

防災人材育成センター

（受付）…………… 291-3
ＦＡＸ……………… 291-9

那賀町
（受付）…………… 452-3
ＦＡＸ……………… 452-9
牟岐町
（受付）…………… 485-3
ＦＡＸ……………… 485-9
美波町
（受付）…………… 473-3
ＦＡＸ……………… 473-9
由岐支所
（受付）…………… 472-3
ＦＡＸ……………… 472-9
海陽町
（受付）…………… 486-3
ＦＡＸ……………… 486-9
宍喰庁舎
（受付）…………… 483-3
ＦＡＸ……………… 483-9
松茂町
（受付）…………… 352-3
ＦＡＸ……………… 352-9
北島町
（受付）…………… 384-3
ＦＡＸ……………… 384-9
藍住町
（受付）…………… 385-3
ＦＡＸ……………… 385-9
板野町
（受付）…………… 353-3
ＦＡＸ……………… 353-9

036
徳島市消防局
局長…………………386-2001
次長…………………386-2003
総務課
総務課長…………386-2100
総務課長補佐……386-2101
庶務企画係長……386-2110
庶務企画係………386-2111
386-2112
人事係長…………386-2140
人事係……………386-2141
消防団係長………386-2170
ＦＡＸ……………386-2190
消防団室…………386-2707
警防課
警防課長…………386-2200
警防課長補佐……386-2201
警防係長…………386-2220
救急救助係長……386-2210
救急救助係………386-2211
警防係……………386-2221
ＦＡＸ……………386-2290
予防課
予防課長…………386-2300
予防課長補佐……386-2301
予防係長…………386-2330
予防係……………386-2340
危険物係長………386-2350
危険物係…………386-2351
386-2352
ＦＡＸ……………386-2190
通信指令室
通信指令室長……386-2800
通信指令室長補佐
………386-2880
通信指令担当室長補佐
………386-2881
通信指令室係長…386-2881
通信指令係………386-2882
ＦＡＸ……………386-2290
東消防署
署長室……………386-2500
副署長……………386-2502
署長補佐…………386-2501
担当署長補佐……386-2525
庶務係長…………386-2510
庶務係……………386-2523
警防係長…………386-2522
警防係……………386-2511
386-2521
386-2527
救急救助係長……386-2524
救急救助係（救助）
………386-2520
救急救助係（救急）
………386-2526
予防係長…………386-2530
予防係……………386-2531
386-2532
386-2533

徳

島 県（０３６）

386-2534
会議室……………386-2540
防火相談室………386-2543
川内分署…………386-2551
ＦＡＸ……………386-2551
勝占分署…………386-2552
ＦＡＸ……………386-2552
津田出張所………386-2553
ＦＡＸ……………386-2553
西消防署
署長室……………386-2600
副署長……………386-2601
署長補佐…………386-2601
庶務係長…………386-2601
庶務係……………386-2602
警防・救急救助係長
………386-2602
警防・救急救助係
………386-2602
予防係長…………386-2603
予防係……………386-2603
ＦＡＸ……………386-2690
国府出張所………386-2561
ＦＡＸ……………386-2561
鳴門市消防本部
総務課………………… 351-4
通信指令室…………… 351-3
小松島市消防本部
消防本部……………… 393-4
通信指令室…………… 393-5
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