
愛媛県行政組織一覧表　（平成27年4月1日現在）

　　　〔知事部局・本庁〕

国体総務企画課 会計課

国体運営・施設課 審査課
総務管理課 地方局（３） 総合政策課 県民生活課 消防学校 保健福祉課 福祉総合支援センター 産業政策課 計量検定所 農　政　課 病害虫防除所 土木管理課

　東予・中予・南予 国体競技式典課
　　 自転車新文化推進室 消費生活センター 子ども・女性支援センター 産業技術研究所 農業大学校 　　　技術企画室

東京事務所 [東予・南予] 企画管理・技術開発・ 障害者スポーツ大会課
秘書課 原子力センター 食品・繊維・紙・窯業 農林水産研究所 用地課

えひめ観光物産プラザ 食肉衛生検査センター 企画環境・農業・果樹・ 国体競技力向上対策課
広報広聴課 男女参画・県民協働課 高等技術専門校（４） 畜産・林業・水産

研修所 動物愛護センター [新居浜・今治・松山・宇和島]

統計課 人権対策課 家畜病性鑑定所

人事課 衛生環境研究所 大阪事務所

情報政策課 農業経済課 河川課
　　　職員厚生室 心と体の健康センター 企業立地課

ブランド戦略課 水資源対策課
市町振興課 さつき寮 労政雇用課

消防防災安全課 港湾海岸課
私学文書課 子ども療育センター 　　　雇用対策室

地域政策課 　　　防災航空事務所 砂防課
えひめ学園

交通対策課 防災危機管理課 農地整備課
　　　医療保険室

文化・スポーツ振興課 原子力安全対策課 農産園芸課
財政課 医療対策課 産業創出課

　　　担い手・農地保全対策室 道路建設課
行革分権課 経営支援課

畜産課 道路維持課
税務課

環境政策課 都市計画課
健康増進課

循環型社会推進課 都市整備課
薬務衛生課 観光物産課

自然保護課 林業政策課 建築住宅課
国際交流課

森林整備課 　　　営繕室

子育て支援課

障害福祉課
漁政課

長寿介護課
水産課

漁港課

愛のくに えひめ営業本部

道路都市局

農業振興局

観光交流局

えひめ国体推進局

防　災　局

水　産　局

農政企画局 土木管理局産業雇用局

河川港湾局

健康衛生局

 生きがい推進局

森　林　局

社会福祉医療局

知 　事

防災安全統括部長

環　境　局

産業支援局

総務管理局 政策企画局 県民生活局

行財政改革局

地域振興局

土　木　部 出　納　局農林水産部経済労働部総　務　部 企画振興部 県民環境部 保健福祉部

副知事



〔知事部局・地方局〕

東予地方局 中予地方局

［管内地方機関］ ［管内地方機関］

　（西条保健所） 東予子ども・女性支援センター 　（中予保健所） 研修所
総務県民課 企画課 産業振興課 管理課 出納室 総務県民課 企画課 産業振興課 管理課 出納室

　　（企画課） えひめ学園 　　（企画課） 消防学校
　　　防災対策室 　　　検査室 　　　商工観光室 用地課 　　　防災対策室 地域福祉課 　　　商工観光室 用地課

　　（検査室） 新居浜高等技術専門校 消費生活センター
　　　地域農業室 建設企画課 健康増進課 　　　地域農業室 建設企画課

地域政策課 地域福祉課 今治高等技術専門校 地域政策課 　　（健康増進課） 福祉総合支援センター
　　　産地育成室 河川港湾課 生活衛生課 　　　産地育成室 河川砂防課

税務管理課 健康増進課 税務管理課 　　（生活衛生課） 動物愛護センター
　　（健康増進課） 農村整備課 道路課 環境保全課 農村整備第一課 道路第一課

　　　納税室 生活衛生課 　　　納税室 　　（環境保全課） 衛生環境研究所
　　（生活衛生課） 　　　企画検査室 建築指導課 　　　企画検査室 道路第二課

課税課 環境保全課 課税課 心と体の健康センター
　　（環境保全課） 森林林業課 四国中央土木事務所 農村整備第二課 特定事業課

さつき寮
四国中央保健所 水産課 鹿森ダム管理事務所 森林林業課 鉄道高架課

子ども療育センター
東予家畜保健衛生所 黒瀬ダム管理事務所 久万高原森林林業課 建築指導課

計量検定所
水産課 久万高原土木事務所

産業技術研究所

中予家畜保健衛生所

松山高等技術専門校

　（今治保健所）
総務県民室 企画課 商工観光室 今治土木事務所 病害虫防除所

　　（企画課）
税務室 健康増進課 地域農業室 玉川ダム管理事務所 農業大学校

　　（健康増進課）
生活衛生課 産地育成室 台ダム管理事務所 農林水産研究所

　　（生活衛生課）
環境保全課 農村整備課 家畜病性鑑定所
　　（環境保全課）

森林林業課

水産課

東予家畜保健衛生所
今治支所

今　治
支　局

産業経済部 建　設　部 健康福祉環境部総務企画部総務企画部 産業経済部 建　設　部 健康福祉環境部



南予地方局 公営企業管理者

［管内地方機関］

　（宇和島保健所） 南予子ども・女性支援センター
総務県民課 企画課 産業振興課 管理課 出納室 総務課 松山発電工水管理事務所 採用給与課 総務課

　　（企画課） 宇和島高等技術専門校
　　　防災対策室 　　　検査室 　　　商工観光室 用地課 工業用水道管理事務所（2） 議事調査課

　　（検査室） 原子力センター 　　　　　[今治地区・西条地区]
　　　地域農業室 建設企画課 　　　政務調査室

地域政策課 地域福祉課 食肉衛生検査センター
　　　産地育成室 河川港湾課 図書室

税務課 健康増進課 発電工水課
　　（健康増進課） 農村整備課 道路課
生活衛生課 県立病院課 病院（4）
　　（生活衛生課） 　　　企画検査室 建築指導課 　中央・今治・
環境保全課 　南宇和・新居浜
　　（環境保全課） 森林林業課 愛南土木事務所

水産課 須賀川ダム管理事務所

愛南水産課 山財ダム管理事務所

南予家畜保健衛生所
宇和島支所

　（八幡浜保健所）
総務県民室 企画課 商工観光室 八幡浜土木事務所

　　（企画課）
税務室 福祉室 地域農業室 大洲土木事務所

健康増進課 産地育成室 西予土木事務所
　　（健康増進課）
生活衛生課 農村整備第一課
　　（生活衛生課）

環境保全課 農村整備第二課

　　（環境保全課）

森林林業課
審査調整課

水産課

南予家畜保健衛生所 　管　理　部 　　指　導　部

教育総務課 教育事務所（３） 義務教育課
　東予・中予・南予

高校教育課

総合教育センター
人権教育課

　　　教職員厚生室
特別支援教育課

生涯学習課 総合科学博物館

歴史文化博物館

図書館

文化財保護課 美術館

保健体育課

労働委員会

事　務　局

監査委員

事　務　局 事　務　局

教育委員会

人事委員会 議　　　会 選挙管理委員会

公営企業管理局 事　務　局 事　務　局 事　務　局産業経済部 建　設　部総務企画部  健康福祉環境部

八幡浜
支　局




