所属名称

通帳に記載される名称

桑名県税事務所（税務）
四日市県税事務所（税務）
鈴鹿県税事務所（税務）
津総合県税事務所（税務）
松阪県税事務所（税務）
伊勢県税事務所（税務）
伊賀県税事務所（税務）
紀州県税事務所（税務）
自動車税事務所（税務）
東日本信用漁業協同組合連合会三重支店
三重県社会福祉会館
議会事務局
監査委員事務局
人事委員会事務局
海区漁業調整委員会事務局
内水面漁場管理委員会事務局
労働委員会事務局
戦略企画部
戦略企画部（秘書）
戦略企画部（行幸啓）
戦略企画部（企画）
戦略企画部（政策提言・広域連携）
戦略企画部（広聴広報）
戦略企画部（情報公開）
戦略企画部（統計）
三重県東京事務所
地域連携部
地域連携部（水資源・地域プロジェクト）
地域連携部（交通政策）
地域連携部（地域支援）
地域連携部（市町行財政）
地域連携部（スポーツ推進）
地域連携部（競技力向上対策）
地域連携部（国体総務企画）
地域連携部（国体競技・式典）
地域連携部（国体運営調整）
地域連携部（全国障害者スポーツ大会）
地域連携部（南部地域活性化推進）
地域連携部（東紀州振興）
桑名地域防災総合事務所
四日市地域防災総合事務所
鈴鹿地域防災総合事務所
津地域防災総合事務所
松阪地域防災総合事務所
南勢志摩地域活性化局
伊賀地域防災総合事務所
紀北地域活性化局
紀南地域活性化局
総務部
総務部（行財政改革推進）
総務部（法務・文書）
総務部（人事）
総務部（福利厚生）
総務部（財政）
総務部（税務企画）
総務部（税収確保）
総務部（管財）
総務部（総務事務）
桑名県税事務所
四日市県税事務所
鈴鹿県税事務所
津総合県税事務所
松阪県税事務所
伊勢県税事務所
伊賀県税事務所
紀州県税事務所
自動車税事務所
環境生活部
環境生活部（私学）
環境生活部（人権）
環境生活部（ダイバーシティ社会推進）
環境生活部（くらし・交通安全）
環境生活部（文化振興）
環境生活部（地球温暖化対策）
環境生活部（大気・水環境）
環境生活部（廃棄物・リサイクル）
環境生活部（廃棄物監視・指導）
環境生活部（廃棄物適正処理）
人権センター
図書館
総合博物館
美術館
斎宮歴史博物館
医療保健部
医療保健部（食品安全）
医療保健部（感染症対策）
医療保健部（感染症情報）
医療保健部（入院療養）
医療保健部（健康推進）
医療保健部（国民健康保険）
医療保健部（医療政策）
医療保健部（長寿介護）
医療保健部（薬務）
医療保健部（医療介護人材）
桑名保健所
鈴鹿保健所
津保健所
松阪保健所
伊勢保健所
伊賀保健所
尾鷲保健所
熊野保健所
公衆衛生学院
こころの健康センター
松阪食肉衛生検査所
保健環境研究所
動物愛護推進センター
子ども・福祉部
子ども・福祉部（福祉監査）
子ども・福祉部（地域福祉）
子ども・福祉部（少子化対策）
子ども・福祉部（子育て支援）
子ども・福祉部（障がい福祉）
北勢福祉事務所
多気度会福祉事務所
紀北福祉事務所
紀南福祉事務所
児童相談センター
女性相談所
国児学園
障害者相談支援センター
子ども心身発達医療センター
防災対策部
防災対策部（消防・保安）

ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｽｽﾞｶｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾂｿｳｺﾞｳｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｾｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｷｼﾕｳｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｼﾞﾄﾞｳｼﾔｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ｼﾝｷﾞﾖﾚﾝ
ﾐｴｹﾝ ｼﾔｶｲﾌｸｼｶｲｶﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾞｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｻｲｲﾝｼﾞﾑｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｼﾞﾝｼﾞｲｲﾝｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｶｲｸｷﾞﾖｷﾞﾖｳﾁﾖｳｾｲｲｲﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾅｲｽｲﾒﾝｷﾞﾖｼﾞﾖｳｶﾝﾘｲｲﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾛｳﾄﾞｳｲｲﾝｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｾﾝﾘﾔｸｷｶｸﾌﾞ
ﾐｴｹﾝ ﾋｼﾖｶ
ﾐｴｹﾝ ｷﾞﾖｳｺｳｹｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｷｶｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｾｲｻｸﾃｲｹﾞﾝｺｳｲｷﾚﾝｹｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｺｳﾁﾖｳｺｳﾎｳｶ
ﾐｴｹﾝ ｼﾞﾖｳﾎｳｺｳｶｲｶ
ﾐｴｹﾝ ﾄｳｹｲｶ
ﾐｴｹﾝ ﾄｳｷﾖｳｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾁｲｷﾚﾝｹｲﾌﾞ
ﾐｴｹﾝ ﾐｽﾞｼｹﾞﾝﾁｲｷﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ
ﾐｴｹﾝ ｺｳﾂｳｾｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ﾁｲｷｼｴﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｼﾁﾖｳｷﾞﾖｳｻﾞｲｾｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｽﾎﾟｰﾂｽｲｼﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｷﾞﾘﾖｸｺｳｼﾞﾖｳﾀｲｻｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｺｸﾀｲｿｳﾑｷｶｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｺｸﾀｲｷﾖｳｷﾞｼｷﾃﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｺｸﾀｲｳﾝｴｲﾁﾖｳｾｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｾﾞﾝｺｸｼﾖｳｶﾞｲｼﾔｽﾎﾟｰﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾅﾝﾌﾞﾁｲｷｶﾂｾｲｶｽｲｼﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ﾋｶﾞｼｷｼﾕｳｼﾝｺｳｶ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅﾁｲｷﾎﾞｳｻｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁﾁｲｷﾎﾞｳｻｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｽｽﾞｶﾁｲｷﾎﾞｳｻｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾂﾁｲｷﾎﾞｳｻｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶﾁｲｷﾎﾞｳｻｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾅﾝｾｲｼﾏﾁｲｷｶﾂｾｲｶｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞﾁｲｷﾎﾞｳｻｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｷﾎｸﾁｲｷｶﾂｾｲｶｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｷﾅﾝﾁｲｷｶﾂｾｲｶｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑｷﾞﾖｳｻﾞｲｾｲｶｲｶｸ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑﾎｳﾑﾌﾞﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑｼﾞﾝｼﾞ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑﾌｸﾘｺｳｾｲ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑｻﾞｲｾｲ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑｾﾞｲﾑｷｶｸ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑｾﾞｲｼﾕｳｶｸﾎ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑｶﾝｻﾞｲ
ﾐｴｹﾝ ｿｳﾑｿｳﾑｼﾞﾑ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｽｽﾞｶｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾂｿｳｺﾞｳｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｾｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｷｼﾕｳｹﾝｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｼﾞﾄﾞｳｼﾔｾﾞｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂｼｶﾞｸ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂｼﾞﾝｹﾝ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｲ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂｸﾗｼｺｳﾂｳ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂﾌﾞﾝｶｼﾝｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂﾁｷﾕｳｵﾝﾀﾞﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂﾀｲｷﾐｽﾞｶﾝｷﾖ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂﾊｲｷﾌﾞﾂ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂﾊｲｷﾌﾞﾂｶﾝｼ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲｶﾂﾊｲｷﾌﾞﾂﾃｷｾｲ
ﾐｴｹﾝ ｼﾞﾝｹﾝｾﾝﾀﾐｴｹﾝ ﾄｼﾖｶﾝ
ﾐｴｹﾝ ｿｳｺﾞｳﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾋﾞｼﾞﾕﾂｶﾝ
ﾐｴｹﾝ ｻｲｸｳﾚｷｼﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝﾌﾞ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝｼﾖｸﾋﾝｱﾝｾﾞﾝ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝｶﾝｾﾝｼﾖｳﾀｲ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝｶﾝｾﾝｼﾖｳｼﾞﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝﾆﾕｳｲﾝﾘﾖｳﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝｹﾝｺｳｽｲｼﾝ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝｲﾘﾖｳｾｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝﾁﾖｳｼﾞﾕｶｲｺﾞ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝﾔｸﾑ
ﾐｴｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝｲﾘﾖｳｶｲｺﾞｼﾞﾝ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｽｽﾞｶﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾂﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｾﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｵﾜｾﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｸﾏﾉﾎｹﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｺｳｼﾕｳｴｲｾｲｶﾞｸｲﾝ
ﾐｴｹﾝ ｺｺﾛﾉｹﾝｺｳｾﾝﾀﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶｼﾖｸﾆｸｴｲｾｲｹﾝｻｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾎｹﾝｶﾝｷﾖｳｹﾝｷﾕｳｼﾞﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾄﾞｳﾌﾞﾂｱｲｺﾞｽｲｼﾝｾﾝﾀｰ
ﾐｴｹﾝ ｺﾄﾞﾓﾌｸｼﾌﾞ
ﾐｴｹﾝ ｺﾄﾞﾓﾌｸｼﾌｸｼｶﾝｻ
ﾐｴｹﾝ ｺﾄﾞﾓﾌｸｼﾁｲｷﾌｸｼ
ﾐｴｹﾝ ｺﾄﾞﾓﾌｸｼｼﾖｳｼｶﾀｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｺﾄﾞﾓﾌｸｼｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｺﾄﾞﾓﾌｸｼｼﾖｳｶﾞｲﾌｸｼ
ﾐｴｹﾝ ﾎｸｾｲﾌｸｼｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾀｷﾜﾀﾗｲﾌｸｼｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｷﾎｸﾌｸｼｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｷﾅﾝﾌｸｼｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｼﾞﾄﾞｳｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀﾐｴｹﾝ ｼﾞﾖｾｲｿｳﾀﾞﾝｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｺｸｼﾞｶﾞｸｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｼﾖｳｶﾞｲｼﾔｿｳﾀﾞﾝｼｴﾝｾﾝﾀ
ﾐｴｹﾝ ｺﾄﾞﾓｼﾝｼﾝﾊﾂﾀﾂｲﾘﾖｳｾﾝﾀ
ﾐｴｹﾝ ﾎﾞｳｻｲﾀｲｻｸﾌﾞ
ﾐｴｹﾝ ﾎﾞｳｻｲｼﾖｳﾎﾞｳﾎｱﾝ

防災対策部（災害対策）
防災対策部（防災企画・地域支援）
防災対策部（危機管理）
消防学校
農林水産部
農林水産部（農林水産総務）
農林水産部（団体検査）
農林水産部（担い手支援）
農林水産部（農地調整）
農林水産部（農業基盤整備）
農林水産部（農山漁村づくり）
農林水産部（水産基盤整備）
農林水産部（農産物安全・流通）
農林水産部（フードイノベーション）
農林水産部（農産園芸）
農林水産部（畜産）
農林水産部（家畜防疫対策）
農林水産部（水産振興）
農林水産部（獣害対策）
農林水産部（水産資源管理）
農林水産部（森林・林業経営）
農林水産部（治山林道）
農林水産部（みどり共生推進）
桑名農政事務所
四日市農林事務所
津農林水産事務所
松阪農林事務所
伊勢農林水産事務所
伊賀農林事務所
尾鷲農林水産事務所
熊野農林事務所
中央農業改良普及センター
農業大学校
病害虫防除所
北勢家畜保健衛生所
中央家畜保健衛生所
南勢家畜保健衛生所
紀州家畜保健衛生所
農業研究所
畜産研究所
水産研究所
林業研究所
雇用経済部
雇用経済部（国際戦略）
雇用経済部（雇用対策）
雇用経済部（三重県営業本部担当）
雇用経済部（ものづくり産業振興）
雇用経済部（中小企業・サービス産業振興）
雇用経済部（企業誘致推進）
雇用経済部（観光政策）
雇用経済部（観光魅力創造）
雇用経済部（海外誘客）
三重県関西事務所
計量検定所
工業研究所
津高等技術学校
県土整備部（県土整備財務）
県土整備部
県土整備部（公共用地）
県土整備部（公共事業運営）
県土整備部（技術管理）
県土整備部（建設業）
県土整備部（道路企画）
県土整備部（道路建設）
県土整備部（河川）
県土整備部（防災砂防）
県土整備部（港湾・海岸）
県土整備部（施設災害対策）
県土整備部（都市政策）
県土整備部（下水道経営）
県土整備部（下水道事業）
県土整備部（建築開発）
県土整備部（住宅政策）
県土整備部（営繕）
県土整備部（工事検査担当）
県土整備部（道路管理）
県土整備部（近畿道紀勢線推進）
桑名建設事務所
四日市建設事務所
鈴鹿建設事務所
津建設事務所
松阪建設事務所
伊勢建設事務所
伊賀建設事務所
尾鷲建設事務所
熊野建設事務所
志摩建設事務所
北勢流域下水道事務所
中南勢流域下水道事務所
出納局
出納局（会計支援）
出納局（桑名）
出納局（四日市）
出納局（鈴鹿）
出納局（津）
出納局（松阪）
出納局（伊勢）
出納局（伊賀）
出納局（尾鷲）
出納局（熊野）
デジタル社会推進局
デジタル社会推進局（スマート改革推進）
デジタル社会推進局（デジタル事業推進）
教育委員会事務局
北勢教育支援事務所
南勢教育支援事務所
紀州教育支援事務所
教育委員会（教職員）
教育委員会（市町教育支援・人事担当）
埋蔵文化財センター
教育委員会（教育総務）
教育委員会（教育政策）
教育委員会（学校経理・施設）
教育委員会（高校教育）
教育委員会（小中学校教育）
教育委員会（学力向上推進ＰＴ）
教育委員会（生徒指導）
教育委員会（人権教育）
教育委員会（保健体育）
教育委員会（社会教育・文化財保護）
教育委員会（研修企画・支援）
教育委員会（研修推進）
教育委員会（福利・給与）
教育委員会（特別支援教育）
桑名高等学校
桑名西高等学校
桑名工業高等学校

ﾐｴｹﾝ ﾎﾞｳｻｲｻｲｶﾞｲﾀｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ﾎﾞｳｻｲﾎﾞｳｻｲｷｶｸﾁｲｷｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾎﾞｳｻｲｷｷｶﾝﾘ
ﾐｴｹﾝ ｼﾖｳﾎﾞｳｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｿｳﾑ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾀﾞﾝﾀｲｹﾝｻ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾆﾅｲﾃｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾉｳﾁﾁﾖｳｾｲ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾉｳｷﾞﾖｳｷﾊﾞﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾉｳｻﾝｷﾞﾖｿﾝﾂﾞｸﾘ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞｽｲｻﾝｷﾊﾞﾝｾｲﾋﾞ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾉｳｻﾝﾌﾞﾂｱﾝｾﾞﾝﾘ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾌｰﾄﾞｲﾉﾍﾞ-ｼﾖﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾉｳｻﾝｴﾝｹﾞｲ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾁｸｻﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞｶﾁｸﾎﾞｳｴｷﾀｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞｽｲｻﾝｼﾝｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞｼﾞﾕｳｶﾞｲﾀｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞｽｲｻﾝｼｹﾞﾝｶﾝﾘ
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ﾐｴｹﾝ ﾉｳｽｲﾌﾞﾁｻﾝﾘﾝﾄﾞｳ
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ﾐｴｹﾝ ｵﾜｾﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｸﾏﾉﾉｳﾘﾝｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾁﾕｳｵｳﾉｳｷﾞﾖｳｶｲﾘﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｷﾞﾖｳﾀﾞｲｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾋﾞﾖｳｶﾞｲﾁﾕｳﾎﾞｳｼﾞﾖｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾎｸｾｲｶﾁｸﾎｹﾝｴｲｾｲｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾁﾕｳｵｳｶﾁｸﾎｹﾝｴｲｾｲｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾅﾝｾｲｶﾁｸﾎｹﾝｴｲｾｲｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｷｼﾕｳｶﾁｸﾎｹﾝｴｲｾｲｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾉｳｷﾞﾖｳｹﾝｷﾕｳｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾁｸｻﾝｹﾝｷﾕｳｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｽｲｻﾝｹﾝｷﾕｳｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾘﾝｷﾞﾖｳｹﾝｷﾕｳｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲｺｸｻｲｾﾝﾘﾔｸ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲｺﾖｳﾀｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲﾐｴｹﾝｴｲｷﾞﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲﾓﾉﾂﾞｸﾘｻﾝｷﾞ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲﾁﾕｳｼﾖｳｷｷﾞﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲｷｷﾞﾖｳﾕｳﾁ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲｶﾝｺｳｾｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲｶﾝｺｳﾐﾘﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｺﾖｳｹｲｻﾞｲｶｲｶﾞｲﾕｳｷﾔｸ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝｻｲｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｹｲﾘﾖｳｹﾝﾃｲｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｺｳｷﾞﾖｳｹﾝｷﾕｳｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾂｺｳﾄｳｷﾞｼﾞﾕﾂｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｾｲﾋﾞｻﾞｲﾑ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｾｲﾋﾞﾌﾞ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｺｳｷﾖｳﾖｳﾁ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｺｳｷﾖｳｼﾞｷﾞﾖｳｳﾝｴｲ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｷﾞｼﾞﾕﾂｶﾝﾘ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｹﾝｾﾂｷﾞﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞﾄﾞｳﾛｷｶｸ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｶｾﾝ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞﾎﾞｳｻｲｻﾎﾞｳ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｺｳﾜﾝｶｲｶﾞﾝ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｼｾﾂｻｲｶﾞｲﾀｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞﾄｼｾｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｹﾞｽｲﾄﾞｳｹｲｴｲ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｹﾞｽｲﾄﾞｳｼﾞｷﾞﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｹﾝﾁｸｶｲﾊﾂ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｼﾞﾕｳﾀｸｾｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｴｲｾﾞﾝ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｺｳｼﾞｹﾝｻ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞﾄﾞｳﾛｶﾝﾘ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝﾄﾞｷﾝｷﾄﾞｳｷｾｲｾﾝｽｲｼﾝ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｽｽﾞｶｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾂｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｾｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｵﾜｾｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｸﾏﾉｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｼﾏｹﾝｾﾂｼﾞﾑｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ﾎｸｾｲﾘﾕｳｲｷｹﾞｽｲﾄﾞｳ
ﾐｴｹﾝ ﾁﾕｳﾅﾝｾｲﾘﾕｳｲｷｹﾞｽｲﾄﾞｳ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｶｲｹｲｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ｸﾜﾅ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ﾖﾂｶｲﾁ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ｽｽﾞｶ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ﾂ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ﾏﾂｻｶ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ｲｾ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ｲｶﾞ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ｵﾜｾ
ﾐｴｹﾝ ｽｲﾄｳｷﾖｸ ｸﾏﾉ
ﾐｴｹﾝ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾔｶｲｽｲｼﾝｷﾖｸ
ﾐｴｹﾝ ｽﾏｰﾄｶｲｶｸｽｲｼﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾞｷﾞﾖｳｽｲｼﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｲｲﾝｶｲ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸﾎｸｾｲｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸﾅﾝｾｲｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｷｼｭｳｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｷﾖｳｼﾖｸｲﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｼﾁﾖｳｷﾖｳｲｸｼｴﾝ
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ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｷﾖｳｲｸｾｲｻｸ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｶﾞﾂｺｳｹｲﾘｼｾﾂ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｺｳｺｳｷﾖｳｲｸ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｼﾖｳﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｶﾞｸﾘﾖｸｺｳｼﾞﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｾｲﾄｼﾄﾞｳ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｼﾞﾝｹﾝｷﾖｳｲｸ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸﾎｹﾝﾀｲｲｸ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｼﾔｶｲｷﾖｳｲｸﾌﾞﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｹﾝｼﾕｳｷｶｸｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸｹﾝｼﾕｳｽｲｼﾝ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸﾌｸﾘｷﾕｳﾖ
ﾐｴｹﾝ ｷﾖｳｲｸﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｷﾖｳｲｸ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅﾆｼｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅｺｳｷﾞﾖｳ

いなべ総合学園高等学校
桑名北高等学校
四日市高等学校
四日市南高等学校
四日市四郷高等学校
四日市農芸高等学校
四日市工業高等学校
四日市中央工業高等学校
四日市商業高等学校
北星高等学校
菰野高等学校
四日市西高等学校
神戸高等学校
白子高等学校
亀山高等学校
飯野高等学校
朝明高等学校
石薬師高等学校
稲生高等学校
川越高等学校
津高等学校
津東高等学校
津工業高等学校
津商業高等学校
みえ夢学園高等学校
久居高等学校
久居農林高等学校
白山高等学校
津西高等学校
松阪高等学校
松阪工業高等学校
松阪商業高等学校
飯南高等学校
相可高等学校
昴学園高等学校
宇治山田高等学校
伊勢高等学校
伊勢工業高等学校
宇治山田商業高等学校
伊勢まなび高等学校
明野高等学校
鳥羽高等学校
志摩高等学校
水産高等学校
南伊勢高等学校
上野高等学校
名張高等学校
あけぼの学園高等学校
名張青峰高等学校
伊賀白鳳高等学校
尾鷲高等学校
木本高等学校
紀南高等学校
盲学校
聾学校
城山特別支援学校
杉の子特別支援学校
稲葉特別支援学校
特別支援学校西日野にじ学園
度会特別支援学校
特別支援学校玉城わかば学園
特別支援学校伊賀つばさ学園
特別支援学校北勢きらら学園
特別支援学校東紀州くろしお学園
くわな特別支援学校
かがやき特別支援学校
松阪あゆみ特別支援学校
警察本部総務課
警察本部会計課
情報管理課
警務課
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鑑識課
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生活安全企画課
人身安全対策課
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ﾐｴｹﾝ ｲﾅﾍﾞｿｳｺﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅｷﾀｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁﾐﾅﾐｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁﾖｺﾞｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁﾉｳｹﾞｲｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁｺｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁﾁﾕｳｵｳｺｳｷﾞﾖｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁｼﾖｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾎｸｾｲｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｺﾓﾉ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾖﾂｶｲﾁﾆｼｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｶﾝﾍﾞ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｼﾛｺ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｶﾒﾔﾏ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲｲﾉ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｱｻｹ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲｼﾔｸｼｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲﾉｳ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｶﾜｺﾞｴｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾂ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾂﾋｶﾞｼｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾂ ｺｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾂ ｼﾖｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾕﾒｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾋｻｲ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾋｻｲ ﾉｳﾘﾝｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾊｸｻﾝ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾂﾆｼ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶｺｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶｼﾖｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲｲﾅﾝ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｵｳｶ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｽﾊﾞﾙｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｳｼﾞﾔﾏﾀﾞｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲｾ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲｾ ｺｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｳｼﾞﾔﾏﾀﾞｼﾖｳｷﾞﾖｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲｾﾏﾅﾋﾞ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｱｹﾉ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾄﾊﾞ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｼﾏ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｽｲｻﾝ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾐﾅﾐｲｾ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｳｴﾉ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾅﾊﾞﾘ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｱｹﾎﾞﾉｶﾞｸｴﾝｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾅﾊﾞﾘｾｲﾎｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞﾊｸﾎｳｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｵﾜｾ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｷﾉﾓﾄ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｷﾅﾝ ｺｳｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾓｳ ｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾛｳ ｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｼﾛﾔﾏﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｽｷﾞﾉｺﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｲﾅﾊﾞﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾆｼﾋﾉﾆｼﾞｶﾞｸｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾜﾀﾗｲﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾀﾏｷﾜｶﾊﾞｶﾞｸｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞﾂﾊﾞｻｶﾞｸｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ﾎｸｾｲｷﾗﾗｶﾞｸｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｸﾛｼｵｶﾞｸｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｶｶﾞﾔｷﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶｱﾕﾐﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｿｳﾑｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｶｲｹｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｼﾞﾖｳﾎｳｶﾝﾘｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｹｲﾑｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｺｳｾｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｹｲｼﾞｷｶｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｿｳｻｼｴﾝﾌﾞﾝｾｷｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｿｳｻﾀﾞｲｲﾁｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｿｳｻﾀﾞｲﾆｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｿｳｻﾀﾞｲｻﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｿｼｷﾊﾝｻﾞｲﾀｲｻｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｶﾝｼｷｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｷﾄﾞｳｿｳｻﾀｲ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｶｶﾞｸｿｳｻｹﾝｷﾕｳｼﾖ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｾｲｶﾂｱﾝｾﾞﾝｷｶｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｼﾞﾝｼﾝｱﾝｾﾞﾝﾀｲｻｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｼﾖｳﾈﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｾｲｶﾂｶﾝｷﾖｳｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲﾁｲｷｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲﾂｳｼﾝｼﾚｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｼﾞﾄﾞｳｼﾔｹｲﾗﾀｲ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｻｲﾊﾞｰﾊﾝｻﾞｲﾀｲｻｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｹｲﾋﾞｷｶｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｹｲﾋﾞﾀﾞｲｲﾁｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｹｲﾋﾞﾀﾞｲﾆｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｹｲｴｲﾀｲｻｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｷﾄﾞｳﾀｲ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｺｳﾂｳｷｶｸｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｺｳﾂｳｷｾｲｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｺｳﾂｳｼﾄﾞｳｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｺｳﾂｳｷﾄﾞｳﾀｲ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｺｳｿｸｹｲｻﾂﾀｲ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｳﾝﾃﾝﾒﾝｷﾖｶﾝﾘｶ
ﾐｴｹﾝ ｹﾝｹｲｳﾝﾃﾝﾒﾝｷﾖｼｹﾝｶ
ﾐｴｹﾝ ｹｲｻﾂｶﾞﾂｺｳ
ﾐｴｹﾝ ｸﾜﾅ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｲﾅﾍﾞ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｷﾀ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾐﾅﾐ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾆｼ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｶﾒﾔﾏ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｽｽﾞｶ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾂ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾂﾐﾅﾐ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾏﾂｻｶ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｵｵﾀﾞｲｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｲｾ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾄﾊﾞ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｵﾜｾ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｸﾏﾉ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｷﾎｳ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ｲｶﾞ ｹｲｻﾂ
ﾐｴｹﾝ ﾅﾊﾞﾘ ｹｲｻﾂ

