
林業振興・環境部の組織
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を含む。

令和２年度　林業振興・環境部（組織図・職員配置）

短再２

公社等へ派遣11

派遣（7） ＝

＜注＞育休・病休の暫定配置を除く。

総数 274 名 林業環境政策課（12）＋大川村1＋檮原町1 森林技術センター（18）＋短再2
＋暫定7(派遣)

課長 チーフ（総務担当） ２＋大川村１ 所長 【兼】総務課長 チーフ 短再１

大川村等から
の派遣５

課長補佐 チーフ（企画担当） 3 次長 企画支援課長 【兼】チーフ １＋短再１

課長補佐
(木の文化担当)

２＋檮原町１ 森林経営課長 チーフ 4

・林野庁研修、長野県
・高知市、香美市、佐川町、越知町、檮原町

資源利用課長
チーフ
（マテリアル利用担当）

2

チーフ
（エネルギー利用担当）

2

森づくり推進課（12）＋越知町1
＋研修生1＋派遣1 安芸林業事務所（19）

課長 チーフ（公営林担当） ２＋研修生１

所長 チーフ（総務担当） 1
課長補佐 チーフ（担い手対策担当） 2

次長 振興課長 チーフ（振興担当） 2
課長補佐

【兼】チーフ（計画･森林管理
　　  システム推進担当）

３＋越知町１

チーフ（増産担当） 2

派遣（1） ＝　森林整備公社 森林土木課長 チーフ（第一地区担当） 3

チーフ（第二地区担当） 2

木材増産推進課（11）
中央東林業事務所（25）

課長 チーフ（森の工場担当） 1
所長 チーフ（総務担当） 1

課長補佐 チーフ（造林・間伐担当） 2
次長 振興課長 チーフ（振興担当） 2

課長補佐
(生産性向上推進担当)

主任（造林企画担当）
チーフ（増産担当） 2

部長
チーフ（原木増産担当） 1

森林土木課長 チーフ（第一地区担当） 3

副部長
（総括）

木材産業振興課（15）＋佐川町1 チーフ（第二地区担当） 4

チーフ（第三地区担当） 3

副部長
課長 チーフ（加工促進担当） 2

嶺北林業振興事務所（9）
企画監
（外商促進担当）

チーフ（需要拡大担当） 佐川町1

林業人材育成
推進監

所長 チーフ（振興担当） 2
主任（ＣＬＴ推進担当）

課長補佐 次長 チーフ（増産担当） 3
参事（新処分
場担当）

チーフ（利用促進担当） 2
課長補佐

【兼】チーフ（販売促進担当） 2 中央西林業事務所（24）
専門企画員
（特用林産担当）

所長 チーフ（総務担当） 1

治山林道課（17） 次長 振興課長 チーフ（振興担当） 2

チーフ（増産担当） 2
課長 チーフ（治山担当） 4

森林土木第一課長 チーフ（第一地区担当） 2
課長補佐 チーフ（林道担当） 4

チーフ（第二地区担当） 2
技査 チーフ（林地保全担当） 3

森林土木第二課長 チーフ（第三地区担当） 2

【兼】
 チーフ（第四地区担当）

2
新エネルギー推進課（8）

須崎林業事務所（17）
課長 チーフ(新エネルギー担当) 2

課長補佐 チーフ(温暖化対策担当） 2 所長 チーフ（総務担当） 1

次長 振興課長 チーフ（振興担当） 2

環境共生課（15） チーフ（増産担当） 3

森林土木課長 チーフ 3
課長 【兼】チーフ（環境企画担当） 3

課長補佐 チーフ（自然保護・公園担当） 2 幡多林業事務所（18）

課長補佐 チーフ（牧野植物園整備担当） 2
所長 チーフ（総務担当） 1

チーフ（四万十川・清流担当） 2
次長 振興課長 チーフ（振興担当） 2

チーフ（増産担当） 3
環境対策課（20）

＋派遣3 森林土木課長 チーフ 4

課長
チーフ
（計画推進･一般廃棄物担当）

1
林業大学校（11）

課長補佐 チーフ（新処分場第一担当） 2

課長補佐
（適正処理担当）

チーフ（新処分場第二担当） 2
林業人材育成推進
監【兼】副校長

【兼】学生課長 1

チーフ（産業廃棄物担当） 4 事務長 教務課長 チーフ（基礎課程担当） 1

チーフ（環境・再生利用担当） 3 主任教授（森林管理担当） 1

主任教授（林業技術担当） 1
派遣（3） ＝　佐川町

主任教授（木造設計担当） 1



〒 所   在   地 電  話 ＦＡＸ E-mail

林業環境政策課 088-821-4572 088-821-4576 030101@kenpref.kochi.lg.jp

森づくり推進課 088-821-4571 088-821-4576 030201@ken.pref.kochi.lg.jp

木材増産推進課 088-821-4602 088-821-4576 030301@ken.pref.kochi.lg.jp

木材産業振興課 088-821-4591 088-821-4594 030501@ken.pref.kochi.lg.jp

治山林道課 088-821-4581 088-821-4585 030601@ken.pref.kochi.lg.jp

新エネルギー推進課 088-821-4841 088-821-4530 030901@ken.pref.kochi.lg.jp

環境共生課 088-821-4842 088-821-4530 030701@ken.pref.kochi.lg.jp

環境対策課 088-821-4522 088-821-4520 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

〒 所   在   地 電  話 ＦＡＸ E-mail

森林技術センター 782-0078 香美市土佐山田町大平80 0887-52-5105 0887-52-4167 030102@ken.pref.kochi.lg.jp

安芸林業事務所 784-0001 安芸市矢ノ丸1-4-36 0887-34-1181 0887-34-1144 030202@ken.pref.kochi.lg.jp

中央東林業事務所 782-0012 香美市土佐山田町加茂777 0887-53-0655 0887-53-0665 030203@ken.pref.kochi.lg.jp

嶺北林業振興事務所 781-3521 土佐郡土佐町田井1445-1 0887-82-0162 0887-82-0200 030203r@ken.pref.kochi.lg.jp

中央西林業事務所 781-2110 吾川郡いの町1381 088-893-3612 088-893-0464 030204@ken.pref.kochi.lg.jp

須崎林業事務所 785-8577 須崎市西古市町1-24 0889-42-2371 0889-43-1279 030205@ken.pref.kochi.lg.jp

幡多林業事務所 787-0028 四万十市中村山手通19 0880-35-5977 0880-35-5585 030206@ken.pref.kochi.lg.jp

林業大学校 782-0078 香美市土佐山田町大平80 0887-52-0784 0887-52-0788 030208@ken.pref.kochi.lg.jp

〒 所　在　地 電　話 ＦＡＸ E-mail

甫喜ヶ峰森林公園 789-0583 香美市土佐山田町平山字立石丸1491-2 0887-57-9007 0887-57-9007 hoki@kochi-sanrin.jp

森林研修センター 情報交流館 782-0078 香美市土佐山田町大平80 0887-52-0087 0887-52-0097 kouryukan@able.ocn.ne.jp

森林研修センター 研修館 782-0078 香美市土佐山田町大平80 0887-57-0366 0887-57-0396 -

牧野植物園 781-8125 高知市五台山4200-6 088-882-2601 - -

月見山こどもの森 781-5331 香南市香我美町岸本1269-7 0887-55-1682 0887-50-1862 tukimiyama@md.pikara.ne.jp

林業振興・環境部の機関

本庁各課名

出先機関名

県立施設名

780-0850 高知市丸ノ内1-7-52



各林業事務所における管轄市町村の管内図 
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