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事務局長室………………2057
次長室……………………4725

四国中央庁舎

室長………………………4796
健康支援係………………2916
厚生事業係………………2924
公立学校共済組合愛媛県支部
……………2925
一般財団法人愛媛県教職員互
助会………………………5325

選挙管理委員会室………2891

監査事務局

総務室長…………………5300
総務課（秘書）…………5301
会計課……………………5302
会計課（予算係）………5303
警務課……………………5304

労働委員会

八幡浜総合庁舎

局長室……………………2061
次長………………………4960

外部監査

審査調整課

外部監査室………………2909

課長………………………4970
総務係……………………2991
審査調整グループ………2996

038-620
総務県民室……………… 207
208
電話交換室……………… 474

3

宇和島総合庁舎
038-710

西条総合庁舎

高校教育課

監査委員室………………2910

038

教職員厚生室

選挙管理委員会

監査委員

防災ＦＡＸ……………… 219

県出先機関

副教育長…………………2058
指導部長…………………2059

教育総務課
事務局長室………………2055
参事次長…………………4661

労働委員・相談室………5846
労働委員会室……………5847

総務県民課………………
防災対策室………………
電話交換室………………
防災ＦＡＸ………………

205
207
299
391

愛南庁舎
038-720
用地管理課……………… 234
防災ＦＡＸ……………… 391

愛媛県
東京事務所
048-300-9
事務所……………………3058
3059
ＦＡＸ……………………3099

愛

媛 県（０３８）

市町村

今治市吉海支所

038

038-417

松山市

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

危機管理室………………
総務課……………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

322
311
690
671

総務課……………………
建設管理課………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

230
220
226
289

四国中央市
川之江支所
038-312

038-511

今治市宮窪支所

危機管理担当部長付……6791
行政改革推進課…………6249
財政課……………………6227
企画政策課………………6855
タウンミーティング課…6359
保健福祉政策課…………6821
環境政策課………………6216
都市政策課………………6460
下水道政策課……………6527
都市ブランド戦略課……6700
宿直室……………………6685
防災ＦＡＸ………………5000

038-418
総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

今治市伯方支所

大洲市

038-622
下水道課…………………8242
建設課……………………8222
保内庁舎管理課…………8204
防災ＦＡＸ………………8491

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

防災安全課………………2382
都市計画課………………2434
宿直室……………………2100
防災ＦＡＸ………………2997

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

今治市朝倉支所

今治市
大三島支所

038-412

038-426

038-413

038-427

危機管理課………………3122
建設道路課………………2722
宿直室……………………2226
防災ＦＡＸ………………2125

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

西条市
東予総合支所

今治市波方支所

宇和島市

038-331

038-415

038-711

今治市菊間支所
038-416
総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

451
399
279
488
200

宇和島市
津島支所
038-717
総務係……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

大洲市肱川支所

地域振興課………………… 6
防災ＦＡＸ………………… 3

今治市関前支所

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

四国中央市
土居支所

西条市

今治市玉川支所

038-414

地域振興課………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

大洲市河辺支所

038-322

今治市大西支所

038-314
総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

宿直室………………………21
総務係………………………22
経済係………………………24
防災ＦＡＸ………………… 3

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

危機管理課………………
水産課……………………
建設課……………………
防災ＦＡＸ………………
守衛室……………………

四国中央市
新宮支所

038-612

地域振興課……………… 111
120
防災ＦＡＸ……………… 170

038-315

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

359
210
199
671

038-615
新居浜市
別子山支所

038-425
20901
22101
26501
22151
28998

危機管理課………………
建設課……………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

大洲市長浜支所
新居浜市

今治市上浦支所

038-411

交換台……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

038-611

038-321

038-419

今治市

防災危機管理課………
管財課…………………
下水道工務課…………
宿直室…………………
防災ＦＡＸ……………

八幡浜市
保内庁舎

132
221
192
591

八幡浜市

西条市
丹原総合支所

038-621

038-333

4

212
242
181
490

西予市
038

危機管理課………………
土木管理課………………
都市住宅課………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

総務課…………… 632-1421
宿直室…………… 632-1010
防災ＦＡＸ………… 632-591
総務課危機管理室…635-1511
635-1512
635-1513

西予市
三瓶支所
563
503
540
656
740

伊予市
双海地域事務所
038-536

038-626
総務課…………………… 102
宿直室…………………… 118
防災ＦＡＸ……………… 500

西予市
明浜支所
038-631

四国中央市

038-332
総務課……………………
建設管理課………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

038-531

事務所(代表)……………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

西条市
小松総合支所

総務課……………………3101
農林水産課………………3265
宿直室……………………3161
防災ＦＡＸ……………… 689

038-616

伊予市

総務課……………………
建設管理課………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

038-313

総務課…………………… 113
宿直室…………………… 152
防災ＦＡＸ……………… 181

038-311

西予市
野村支所

総務課……………………1430
建設課……………………1750
宿直室……………………1100
防災ＦＡＸ………………1889

038-633
総務課…………………… 111
宿直室…………………… 157
防災ＦＡＸ……………… 401

愛

媛 県（０３８）

西予市
城川支所

久万高原町
美川支所

038-634

038-523

総務課…………………… 112
宿直室…………………… 152
防災ＦＡＸ……………… 237

総務課…………………… 130
防災ＦＡＸ……………… 392

東温市

久万高原町
柳谷支所

038-513

038-524

総務課危機管理室………
まちづくり課……………
農林振興課………………
管理人室…………………
防災ＦＡＸ………………

327
293
234
192
499

総務課……………………2331
財政課……………………2321
まちづくり課……………2235
防災ＦＡＸ………………2381

038-422
220
200
140
199

上島町
生名総合支所

131
132
197
299

内子町

038-521
交換台……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

久万高原町
面河支所
038-522
受付………………………… 6
防災ＦＡＸ………………… 3

038-721

038

総務課…………………… 201
202
212
防災ＦＡＸ……………… 491

内海支所…………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

松山市消防局

伊方町
瀬戸総合支所

038-722

038-624

御荘支所…………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

総務課………………………21
22
建設課………………………23
産業課………………………24
町民課………………………25
福祉課………………………26
防災ＦＡＸ………………… 3

愛南町御荘支所

愛南町
一本松支所
038-724
一本松支所………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

伊方町
三崎総合支所

愛南町西海支所

038-625

038-725
114
130
100
491

松野町
038-715
総務課…………………… 210
211
宿直室…………………… 280
防災ＦＡＸ……………… 488

038-534

038-424

久万高原町

038-623

砥部町広田支所

上島町
岩城総合支所

106
111
146
151

消防機関

総務課……………………
建設課……………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

038-533

広田支所…………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

総務課……………………
建設課……………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

愛南町内海支所

砥部町

総務課…………………… 214
219
宿直室…………………… 578
防災ＦＡＸ……………… 601

038-423
総務課……………………
建設課……………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

松前町
038-532

上島町
弓削総合支所

総務課……………………
建設課……………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

総務課……………………… 6
防災ＦＡＸ………………… 3

伊方町

鬼北町
038-714

038-614
総務課……………………
建設課……………………
宿直室……………………
防災ＦＡＸ………………

317
100
143
491

内子町内子分庁

防災センター……………5111
5112
宿直室……………………2190
防災ＦＡＸ………………5119

鬼北町日吉支所
038-716

038-613
宿直室……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3
総合窓口センター……… 100
防災ＦＡＸ……………… 551

内子町小田支所

愛南町
038-723

038-525
総務課……………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3
小田支所………………… 101
宿直室…………………… 109
防災ＦＡＸ……………… 151

5

西海支所…………………… 2
防災ＦＡＸ………………… 3

038
局長…………………518-7210
（秘書）……………518-7231
企画官………………518-7211
総務課
総務課長…………518-7212
消防広報監………518-7240
専任課長…………518-7236
企画財務担当……518-7104
人事担当…………518-7214
消防施設担当……518-7213
ＦＡＸ……………518-7144
予防課
予防課長…………518-7215
違反是正担当……518-7132
消防設備指導担当
………518-7216
危険物規制担当…518-7217
火災調査担当……518-7247
ＦＡＸ……………518-7163
警防課
警防課長…………518-7219
警防担当…………518-7220
救助担当…………518-7233
救急担当…………518-7227
ＦＡＸ……………518-7188
地域防災課
地域防災課長……518-7232
消防団担当………518-7229
市民防災担当……518-7218
ＦＡＸ……………518-7189
通信指令課
通信指令課長……518-7130
出動指令担当……518-7103
火災救急情報担当
………518-7111
ＦＡＸ……………518-7198
中央消防署
署長………………518-7221
副署長……………518-7121
企画研修担当……518-7107
管理担当…………518-7222
予防担当…………518-7224
消火業務担当……518-7223
警防業務担当……518-7272
救助業務担当……518-7274
救急業務担当……518-7225
ＦＡＸ……………518-7277
城北支署…………518-7300
北条支署…………518-7482
東消防署
署長………………518-7430
副署長……………518-7442
企画研修担当……518-7434
管理担当…………518-7431
予防担当…………518-7432
消火業務担当……518-7436
警防業務担当……518-7437
救助業務担当……518-7438
救急業務担当……518-7435
ＦＡＸ……………518-7400
城東支署…………518-7452
湯山救急出張所…518-7472

愛

媛 県（０３８）

南消防署
署長………………518-7360
副署長……………518-7375
企画研修担当……518-7361
管理担当…………518-7362
予防担当…………518-7363
消火業務担当……518-7365
警防業務担当……518-7367
救助業務担当……518-7368
救急業務担当……518-7377
ＦＡＸ……………518-7389
東部支署…………518-7392
久谷救急出張所…518-7620
西消防署
署長………………518-7330
副署長……………518-7331
企画研修担当……518-7332
管理担当…………518-7338
予防担当…………518-7333
消火業務担当……518-7334
警防業務担当……518-7335
救助業務担当……518-7337
救急業務担当……518-7336
ＦＡＸ……………518-7340
西部支署…………518-7602
その他
団長………………518-7203
火災共済…………518-7101
518-7226

課長補佐………… 428-221
消防警防係……… 428-222
救急救助係・施設設備係
……… 428-223
通信指令課
課長……………… 428-340
通信指令室……… 428-341
428-342
事務系ＦＡＸ……… 428-389
防災ＦＡＸ………… 428-388
中央消防署
署長……………… 428-200
副署長…………… 428-201
当直司令………… 428-202
428-203
428-204
消防救助係……… 428-205
428-206
救急係…………… 428-208
受付……………… 428-100
東分署…………… 428-520
西消防署…………… 428-580
波方分署………… 428-590
菊間分署………… 428-570

西予市消防本部

新居浜市
消防本部

038

038

消防長室………………635-32
署長室…………………635-24
通信室…………………635-10
防災ＦＡＸ……………635-31

伊予消防等
事務組合
消防本部
038
通信室………………
総務課………………
予防課………………
警防課………………
受付…………………
防災ＦＡＸ…………

宇和島地区広域
事務組合
消防本部
038
通信指令室…………
総務課………………
警防課………………
防災ＦＡＸ…………

718-311
718-353
718-363
718-802

大洲地区広域
消防事務組合
消防本部
038

消防長………………321-2750
総務警防課長………321-2751
通信指令課…………321-2785
防災ＦＡＸ…………321-2997

通信指令室…………… 617-2
防災ＦＡＸ…………… 617-3

東温市消防本部
038

西条市消防本部
038
通信指令課…………… 323-2
防災ＦＡＸ…………… 323-3
西消防署
警備室………………334-10
消防係………………334-14
防災ＦＡＸ………… 334-3

指令室………………
消防長室……………
署長…………………
総務予防課…………
総務係………………
消防課………………
警防係………………
予防係………………
防災ＦＡＸ…………

517-101
517-201
517-222
517-203
517-205
517-202
517-204
517-208
517-300

今治市消防本部

久万高原町
消防本部

038

038

消防長……………… 428-300

通信室………………… 526-2
防災ＦＡＸ…………… 526-3

総務課
課長………………
課長補佐…………
総務係……………
人事係……………
消防団係…………

537-240
537-211
537-231
537-221
537-100
537-181

428-301
428-310
428-311
428-313
428-360

予防課
課長……………… 428-320
課長補佐………… 428-321
428-324
危険物係………… 428-322
消防設備係……… 428-323
予防広報係……… 428-325
警防課
課長……………… 428-220

八幡浜地区施設
事務組合
消防本部
038
署長…………………627-200
警防課………………627-230
総務課………………627-210
予防課………………627-220
通信室………………627-300
防災ＦＡＸ…………627-320
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