
相談窓口一覧

本庁

局 部 課 グループ 電話 ファックス

政策企画局 - 秘書課 総務・広報 052-954-6018 052-954-1074

総務局 総務部 総務課 総務・人事・広報 052-954-6021 052-954-6901

人事課 総務・予算・広報 052-954-6029 052-951-7762

人事課監察室 監察・服務 052-954-6032 052-951-7762

総務・予算・広報 052-954-6189 052-954-6911

啓発 052-954-6190 052-954-6911

県民文化局 県民生活部 県民総務課 総務・企画・広報 052-954-6158 052-961-1310

環境局 環境政策部 環境政策課 法規・融資・補償 052-954-6209 052-954-6914

福祉総務課 総務・企画・広報 052-954-6258 052-954-6916

障害福祉課 業務・調整 052-954-6294 052-954-6920

保健医療局 健康医療部 医療計画課 総務・企画・広報 052-954-6316 052-953-6367

経済産業局 産業部 産業政策課 総務・人事 052-954-6369 052-954-6923

労働局 - 労働福祉課 総務・人事・広報 052-954-6358 052-954-6926

観光コンベンション局 - 観光振興課 総務・予算・広報 052-954-6134 052-973-3584

農業水産局 農政部 農政課 人事 052-954-6392 052-954-6928

農林基盤局 農地部 農林総務課 総務・人事・広報 052-954-6388 052-954-6929

建設局 土木部 建設総務課 人事 052-954-6498 052-951-4298

都市整備局 都市基盤部 都市総務課 総務・人事・広報 052-954-6986 -

建築局 公共建築部 住宅計画課 総務・人事 052-954-6992 052-961-8145

スポーツ局 - スポーツ課 総務・予算・広報 052-954-6087 052-951-1005

会計局 - 管理課 総務・広報 052-954-6642 052-954-6952

企業庁 管理部 総務課 人事 052-954-6493 052-954-6956

病院事業庁 - 管理課 人事 052-954-6314 052-961-6103

議会事務局 - 総務課 総務・人事 052-954-6733 052-953-0342

監査委員事務局 - 監査第一課 総務・調整・監査 052-954-6804 052-954-6967

人事委員会事務局 - 職員課 総務・任用 052-954-6822 052-953-5872

労働委員会事務局 - 審査調整課 総務 052-954-6832 052-951-6691

-人事局

防災安全局 防災危機管理課

福祉局 福祉部

防災部



地方機関

局 部 所属 課、グループ 電話 ファックス

政策企画局 - 東京事務所 行政課 03-5212-9092 03-5212-9095

人事局 - 自治研修所 総務・研修 052-223-3901 052-223-3904

- 東三河総局 県民安全課　総務・広報 0532-35-6101 0532-53-1379

- 尾張県民事務所 県民安全課　総務・広報 052-961-1424 052-951-9106

- 西三河県民事務所 県民安全課　総務・広報 0564-27-2702 0564-23-4316

- 名古屋東部県税 総務課　 総務・広報 052-953-7711 052-953-7722

- 名古屋北部県税 総務課 　総務・広報 052-531-6301 052-531-8920

- 名古屋西部県税 総務課 　総務・広報 052-362-3211 052-362-3887

- 名古屋南部県税 総務課 　総務・広報 052-682-8920 052-682-8910

- 東尾張県税 総務課 　総務・広報 0568-81-3141 0568-84-6563

- 西尾張県税 総務課 　総務・広報 0586-45-3166 0586-46-3855

- 知多県税 総務課 　総務・広報 0569-89-8171 0569-21-8135

- 西三河県税 総務課 　総務・広報 0564-27-2708 0564-23-4666

- 豊田加茂県税 総務課 　総務・広報 0565-32-3383 0565-35-0921

- 東三河県税 総務課 　総務・広報 0532-35-6120 0532-54-5125

防災安全局 - 消防学校 総務課　総務 0561-53-2015 0561-52-5427

- 芸術文化センター 管理課　総務・経理・企画 052-971-5511 052-971-5601

- 芸文図書館 総務課　総務 052-212-2323 052-212-3674

- 陶磁美術館 総務課　総務 0561-84-7474 0561-84-4932

環境局 - 環境調査センター 総務課　環境総務 052-910-5490 052-991-6241

総務局

県民文化局



局 部 所属 課、グループ 電話 ファックス

- 尾張福祉相談センター 地域福祉課　社会・相談 052-961-1744 052-961-7288

- 海部福祉相談センター 地域福祉課 社会・指導・相談 0567-24-2134 0567-24-2229

- 知多福祉相談センター 地域福祉課　社会 0569-31-0121 0569-31-0131

- 西三河福祉相談センター 地域福祉課　社会 0564-27-2716 0564-27-2816

- 豊田加茂福祉相談センター 地域福祉課　地域福祉 0565-33-0294 0565-33-2212

- 新城設楽福祉相談センター 地域福祉課　社会・指導 0536-23-8051 0536-23-7367

- 東三河福祉相談センター 地域福祉課　社会・相談 0532-35-6153 0532-54-5136

- 一宮児童相談センター 児童育成課　総務・心理 0586-45-1558 0586-45-1560

- 春日井児童相談センター 児童育成課　総務・心理 0568-88-7501 0568-88-7502

- 刈谷児童相談センター 児童育成課　総務・心理 0566-22-7111 0566-22-7112

- 女性相談センター 相談・支援課　企画・相談・支援 052-962-2600 052-962-2627

- 愛知学園 総務課　総務 0568-88-0174 0568-88-0162

- 医療療育総合センター 総務課　総務 0568-88-0811 0568-88-0839

- 一宮保健所 総務企画課　総務・企画 0586-72-0321 0586-24-9325

- 瀬戸保健所 総務企画課　総務・企画 0561-82-2196 0561-82-9188

- 春日井保健所 総務企画課　総務・企画 0568-31-2188 0568-34-3781

- 江南保健所 総務企画課　総務・企画 0587-56-2157 0587-54-5422

- 清須保健所 総務企画課　総務・企画 052-401-2100 052-401-2113

- 津島保健所 総務企画課　総務・企画 0567-26-4137 0567-28-6891

- 半田保健所 総務企画課　総務・企画 0569-21-3341 0569-24-7142

- 知多保健所 総務企画課　総務・企画 0562-32-6211 0562-33-7299

- 衣浦東部保健所 総務企画課　総務・企画 0566-21-4778 0566-25-1470

- 西尾保健所 総務企画課　総務・企画 0563-56-5241 0563-54-6791

- 新城保健所 総務企画課　総務・企画 0536-22-2203 0536-23-6358

- 豊川保健所 総務企画課　総務・企画 0533-86-3188 0533-89-6758

- 精神保健福祉センター 管理課　管理・指導 052-962-5377 052-962-5375

- 総合看護専門学校 総務課　総務 052-832-8611 052-865-2081

- 愛知看護専門学校 総務課　総務 0564-21-2041 0564-21-7975

- 衛生研究所 総務課　衛生総務 052-910-5618 052-913-3641

- 動物保護管理センター 総務課　総務 0565-58-2323 0565-58-2330

福祉局

保健医療局



局 部 所属 課、グループ 電話 ファックス

- あいち産業科学技術総合センター 管理部管理課　管理・業務 0561-76-8301 0561-76-8304

- 産業技術センター 総務課　総務 0566-24-1841 0566-22-8033

- 常滑窯業試験場 総務課 0569-35-5151 0569-34-8196

- 三河窯業試験場 総務課 0566-41-0410 0566-43-2021

- 瀬戸窯業試験場 総務課 0561-21-2116 0561-21-2128

- 食品工業技術センター 総務課 052-325-8091 052-532-5791

- 尾張繊維技術センター 総務課 0586-45-7871 0586-45-0509

- 三河繊維技術センター 総務課 0533-59-7333 0533-59-7176

- 名古屋高等技術専門校 庶務課 052-917-6711 052-917-6331

- 岡崎高等技術専門校 庶務課 0564-51-0775 0564-52-4568

- 東三河高等技術専門校 庶務課 0533-93-2018 0533-93-4267

- 障害者職業能力開発校 庶務課 0533-93-2102 0533-93-6554

- 尾張農林水産事務所 総務課　総務 052-961-0441 052-961-8027

- 海部農林水産事務所 総務課　総務・経理・契約 0567-26-3776 0567-26-6362

- 知多農林水産事務所 総務課　総務・経理・契約 0569-21-1377 0569-22-9982

- 西三河農林水産事務所 総務課　総務 0564-27-2765 0564-23-4632

- 豊田加茂農林水産事務所 総務課　総務 0565-32-7364 0565-32-4720

- 新城設楽農林水産事務所 総務課　総務 0536-62-0544 0536-62-1692

- 東三河農林水産事務所 総務課　総務 0532-35-6161 0532-54-7258

- 農業大学校 管理課　庶務・会計 0564-51-1601 0564-51-4831

- 農業総合試験場 管理部管理課　総務 0561-62-0085 0561-63-0815

- 西部家畜保健衛生所 0569-72-0344 0569-72-0344

- 中央家畜保健衛生所 0564-51-5183 0564-51-5129

- 東部家畜保健衛生所 0532-45-1141 0532-48-8943

- 畜産総合センター 管理課　庶務 0564-21-0201 0564-22-1857

- 水産試験場 管理課　庶務・会計 0533-68-5196 0533-67-2664

- 県有林事務所 総務課　総務 0561-53-2652 0561-53-8592

- 森林・林業技術センター 管理研修課　管理研修 0536-34-0321 0536-34-0955

- あいち海上の森センター 保全・活用 0561-86-0606 0561-85-1841

労働局

経済産業局

農林水産局

農林基盤局



局 部 所属 課、グループ 電話 ファックス

- 尾張建設事務所 総務課　総務・建設業 052-961-4407 052-961-7863

- 一宮建設事務所 総務課　総務・建設業 0586-72-1411 0586-72-1972

- 海部建設事務所 総務課　総務・建設業 0567-24-2141 0567-24-2147

- 知多建設事務所 総務課　総務・建設業 0569-21-3231 0569-21-3232

- 西三河建設事務所 総務課　総務・建設業 0564-27-2743 0564-23-4619

- 知立建設事務所 総務課　総務・建設業 0566-82-3111 0566-82-3226

- 豊田加茂建設事務所 総務課　総務・建設業 0565-35-1311 0565-35-1648

- 新城設楽建設事務所 総務課　総務・建設業 0536-23-5111 0536-23-5119

- 東三河建設事務所 総務課　総務・建設業 0532-52-1311 0532-52-1310

- 衣浦港務所 総務課　総務 0569-21-2451 0569-21-2459

- 三河港務所 総務課　総務 0532-31-4155 0532-31-4400

- 愛知用水水道事務所 管理課　総務･管財 0562-33-2281 0562-33-2285

- 尾張水道事務所 管理課　総務・管財 0586-45-1036 0586-45-8490

- 西三河水道事務所 管理課　総務・管財 0566-98-5651 0566-98-5653

- 東三河水道事務所 管理課　総務･管財 0532-61-2836 0532-61-5431

- 三河港工事事務所 管理課　管理 0533-75-3921 0533-75-3924

- 豊田工事事務所 管理課　管理・用地宅造 0565-35-7051 0565-35-7003

- 水質試験所 管理・生物検査 0561-38-8677 0561-38-8679

- がんセンター病院・研究所 運用部管理課　総務 052-762-6111 052-764-2963

- 精神医療センター 事務部　総務 052-763-1511 052-763-2519

- あいち小児保健医療総合センター 事務部　総務 0562-43-0500 0562-43-0513

病院事業庁

建設局

企業庁


