
令和3年7月1日 時点
所属カナ（支払通帳印字名） 所属名称 電話番号 備考

ア
トツトリケン アオヤコウ ⻘⾕⾼等学校 0857-85-0511
トツトリケンイジメフトウ いじめ・不登校総合対策センター 0857-28-2321
トツトリケンイジメフトウ いじめ・不登校総合対策センター（出納） 0857-28-2321
トツトリケンイリヨウセイサ 健康医療局医療政策課 0857-26-7188
トツトリケンイリヨウホケン 健康医療局医療・保険課 0857-26-7166
トツトリケン イワミコウ 岩美⾼等学校 0857-72-0474
トツトリケン エイセイケン 衛生環境研究所 0858-35-5411
トツトリケン エイゼンカ 営繕課 0857-26-7011
トツトリケンエスデイ 政策戦略監新時代・ＳＤＧｓ推進課 0857-26-7644
トツトリケン エンゲイシ 園芸試験場 0858-37-4211
カ
トツトリケンカイケイシドウ 会計指導課 0857-26-7437
トツトリケン カイセイ 皆成学園 0858-22-7188
トツトリケン カイヨウゴ 皆生養護学校 0859-22-6571
トツトリケン カセンカ 河川課 0857-26-7383
トツトリケン カチクシケン 中小家畜試験場 0859-66-4121
トツトリケンカテイシエン 家庭支援課 0857-26-7869
トツトリケンカンキヨウリツ 環境立県推進課 0857-26-7184
トツトリケンカンコウセンリ 観光交流局観光戦略課 0857-26-7421
トツトリケン カンサイ 関⻄本部 06-6341-3955
トツトリケン カンサイ 関⻄本部（出納） 06-6341-3955
トツトリケン カンサイイン 監査委員事務局 0857-26-7548
トツトリケンキキカンリセイ 危機管理政策課 0857-26-7584
トツトリケンキキタイサクシ 危機対策・情報課 0857-26-7878
トツトリケンキギヨウシエ 企業支援課 0857-26-7453
トツトリケンギジユツキ 技術企画課 0857-26-7808
トツトリケン キタハラ 喜多原学園 0859-27-1101
トツトリケンキヨウイクジ 教育人材開発課 0857-26-7576
トツトリケン キヨウイクセ 教育センター（出納） 0857-28-2321
トツトリケン キヨウイクセ 教育センター 0857-28-2321
トツトリケンキヨウイソウム 教育総務課 0857-26-7529
トツトリケン ギヨウカン 行政監察・法人指導課 0857-26-7825
トツトリケン キヨウカンカ 教育環境課 0857-26-7945
トツトリケンクウコウワンカ 空港港湾課 0857-26-7405
トツトリケン クラカンゴ 倉吉総合看護専門学校 0858-22-1041
トツトリケン クラジソウ 倉吉児童相談所 0858-23-1141
トツトリケンクラシノアンシ くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7185
トツトリケン クラソウコウ 倉吉総合産業⾼等学校 0858-26-2851
トツトリケン クラニシコウ 倉吉⻄⾼等学校 0858-28-1811
トツトリケン クラノウコウ 倉吉農業⾼等学校 0858-28-1341
トツトリケン クラヒガシ 倉吉東⾼等学校 0858-22-5205
トツトリケン クラヨウゴ 倉吉養護学校 0858-28-3500
トツトリケンクラヨシカチク 倉吉家畜保健衛生所 0858-26-3341
トツトリケン クラヨシシヨ 倉吉警察署 0858-26-7110
トツトリケンクラヨシハロワ 雇用人材局鳥取県立倉吉ハローワーク 0858-24-6112
トツトリケンクラヨシハロワ 雇用人材局鳥取県立倉吉ハローワーク（出納） 0858-24-6112
トツトリケン クロサカシヨ ⿊坂警察署 0859-74-0110
トツトリケンケイエイシエン 農業振興監経営支援課 0857-26-7260
トツトリケンケイカイケイカ 警務部会計課 0857-23-0110
トツトリケン ケンギカイ 県議会事務局 0857-26-7460
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トツトリケンケンコウセイサ 健康医療局健康政策課 0857-26-7194
トツトリケンケンサンザイ 森林・林業振興局県産材・林産振興課 0857-26-7296
トツトリケンゲンシセンタ 原子力環境センター 0858-35-5411
トツトリケンゲンシセンタ 原子力環境センター（出納） 0858-35-5411
トツトリケンゲンシリヨク 原子力安全対策課 0857-26-7854
トツトリケンケンドソウム 県土総務課 0857-26-7344
トツトリケンコウクウセンタ 消防防災航空センター 0857-38-8119
トツトリケン コウゲシヨ 郡家警察署 0858-72-0110
トツトリケン コウコウカ ⾼等学校課 0857-26-7515
トツトリケンコウジケンサカ 工事検査課 0857-26-7066
トツトリケン コウツウカ 中山間・地域交通局地域交通政策課 0857-26-7641
トツトリケンコウブンシヨ 公文書館 0857-26-8160
トツトリケン コウホウカ 広報課 0857-26-7754
トツトリケン コウリユウカ 観光交流局交流推進課 0857-26-7108
トツトリケン コウワンジ 鳥取港湾事務所 0857-28-2432
トツトリケンコソダテオウ 子育て王国課 0857-26-7148
トツトリケン コトウラシヨ 琴浦大山警察署 0858-49-8110
トツトリケンコトノウラコウ 琴の浦⾼等特別支援学校 0858-55-6477
トツトリケンコドモハツタ ささえあい福祉局子ども発達支援課 0857-26-7151
トツトリケンコヨウセイサク 雇用人材局雇用政策課 0857-26-7647
トツトリケン コリヨウコウ 鳥取湖陵⾼等学校 0857-28-0250
トツトリケンコロスイシン 新型コロナウイルス感染症対策推進課 0587-26-7153
トツトリケンコロソウゴウ 新型コロナウイルス感染症対策総合調整課 0857-26-7656
トツトリケンコロワクチン 新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム 0857-26-7976
サ
トツトリケン ザイセイカ 財政課 0857-26-7046
トツトリケン サイバイセ 栽培漁業センター 0859-34-3321
トツトリケン サカイコウ 境⾼等学校 0859-44-0441
トツトリケン サカイシヨ 境港警察署 0859-44-0110
トツトリケンサカイハロワ 雇用人材局鳥取県立境港ハローワーク 0859-44-3395
トツトリケンサカイハロワ 雇用人材局鳥取県立境港ハローワーク（出納） 0859-44-3395
トツトリケン サカソウコウ 境港総合技術⾼等学校 0859-45-0411
トツトリケンサンインカイカ 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 0857-72-8987
トツトリケンサンインカイカ 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館（出納） 0857-72-8987
トツトリケンサンカクキヨウ 県⺠参画協働課 0857-26-7070
トツトリケンサンギクラヨ 産業人材育成センター 0858-26-2247
トツトリケンサンギジン 雇用人材局産業人材課 0857-26-7672
トツトリケンサンギヨウミ 産業未来創造課 0857-26-7690
トツトリケンサンギヨナコ 産業人材育成センター米子校（出納） 0859-24-0371
トツトリケンシサンカツヨウ 行財政改革局資産活用推進課 0857-26-7612
トツトリケンシチヨウソンカ 市町村課 0857-26-7056
トツトリケンシヤカイキヨウ 社会教育課 0857-26-7519
トツトリケン ジユンカン 循環型社会推進課 0857-26-7564
トツトリケン シヨウチユウ 小中学校課 0857-26-7510
トツトリケン シヨウヒ くらしの安心局消費生活センター（出納） 0859-34-2765
トツトリケン シヨウヒ くらしの安心局消費生活センター 0859-34-2765
トツトリケンシヨウフクシカ ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7152
トツトリケンシヨウボウコ 消防学校 0859-27-0353
トツトリケンジヨウホウセ 情報政策課 0857-26-7849
トツトリケンシヨウボウホ 消防防災課 0857-26-7063
トツトリケンシヨクインシカ 行財政改革局職員支援課 0857-26-7608
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トツトリケン シヨクニク 食肉衛生検査所 0859-54-2531
トツトリケンシヨクノミヤコ 市場開拓局食のみやこ推進課 0857-26-7835
トツトリケンジヨセイカツ 女性活躍推進課 0857-26-7077
トツトリケンシヨムシユウカ 総合事務センター庶務集中課 0857-26-7496
トツトリケン ジンケンカ 人権局人権・同和対策課 0857-26-7590
トツトリケンジンケンキヨ 人権教育課 0857-29-7140
トツトリケンジンコウセイ ふるさと人口政策課 0857-26-7129
トツトリケン ジンザイ 行財政改革局職員人材開発センター（出納） 0857-23-3291
トツトリケン ジンザイ 行財政改革局職員人材開発センター 0857-23-3291
トツトリケン ジンジイ 人事委員会事務局 0857-26-7553
トツトリケン ジンジカ 行財政改革局人事企画課 0857-26-7032
トツトリケン スイサンカ 水産振興局水産課 0857-26-7328
トツトリケン スイサンジ 境港水産事務所 0859-42-3167
トツトリケン スイサンシケ 水産試験場 0859-45-4500
トツトリケン スポ−ツカ スポーツ振興局スポーツ課 0857-26-7918
トツトリケンスマイマチヅ くらしの安心局住まいまちづくり課 0857-26-7399
トツトリケンセイカンキヨ ⻄部総合事務所環境建築局 0859-31-9751
トツトリケンセイケンゼイ ⻄部県税事務所 0859-31-9603
トツトリケン セイケンミン ⻄部総合事務所県⺠福祉局 0859-31-9355 電話番号は総務室
トツトリケン セイサクカ 商工政策課 0857-26-7214
トツトリケンセイサクホウム 政策法務課 0857-26-7028
トツトリケンセイサンシンコ 農業振興監生産振興課 0857-26-7281
トツトリケン セイシンセン 精神保健福祉センター 0857-21-3031
トツトリケン セイノウリン ⻄部総合事務所農林局 0859-31-9643
トツトリケンセイブカチク ⻄部家畜保健衛生所 0859-62-0140
トツトリケンセイブキヨウ ⻄部教育局 0859-31-9771
トツトリケン セイブケン ⻄部県税事務所（税務） 0859-31-9603
トツトリケン ゼイムカ 税務課 0857-26-7051
トツトリケンセイヨナゴホ ⻄部総合事務所米子保健所 0859-31-9315
トツトリケンソウゴウキヨ 総合教育推進課 0857-26-7841
トツトリケンソウゴウトウ 政策戦略監総合統括課 0857-26-7820
トツトリケンソウムソウムカ 総務課 0857-26-7012
トツトリケンソウリヨウイク 総合療育センター 0859-38-2155
タ
トツトリケンタイイクホケン 体育保健課 0857-26-7522
トツトリケンダツタンソ 脱炭素社会推進課 0857-26-7874
トツトリケンダンジヨセ 男女共同参画センター 0858-23-3901
トツトリケンチイキセイサク 中山間・地域交通局中山間地域政策課 0857-26-7961
トツトリケン チクサンカ 畜産振興局畜産課 0857-26-7285
トツトリケン チクサンシケ 畜産試験場 0858-55-1362
トツトリケンチサンサボウ 治山砂防課 0857-26-7378
トツトリケン チヅシヨ 智頭警察署 0858-75-0110
トツトリケン チヅノウリ 智頭農林⾼等学校 0858-75-0655
トツトリケンチユウオウコウ 鳥取中央育英⾼等学校 0858-37-3211
トツトリケンチユウカンキヨ 中部総合事務所環境建築局 0858-23-3153
トツトリケンチユウクラホ 中部総合事務所倉吉保健所 0858-23-3126
トツトリケンチユウケンド 中部総合事務所県土整備局 0858-23-3211
トツトリケンチユウケンミン 中部総合事務所県⺠福祉局 0858-23-3294 電話番号は総務室
トツトリケン チユウゼイ 中部県税事務所 0858-23-3107
トツトリケンチユウノウリン 中部総合事務所農林局 0858-23-3163
トツトリケンチユウブキヨ 中部教育局 0858-23-3250
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トツトリケンチユウブケン 中部県税事務所（税務） 0858-23-3107
トツトリケンチユウリヨウイ 中部療育園 0858-27-0780
トツトリケンチヨウジユウ 鳥獣対策センター 0858-72-3820
トツトリケンチヨウジユカ ささえあい福祉局⻑寿社会課 0857-26-7178
トツトリケンツウシヨウブ 通商物流課 0857-26-7660
トツトリケントウカツシンサ 統括審査課 0857-26-7634
トツトリケン トウキヨウ 東京本部 03-5212-9077
トツトリケン トウキヨウ 東京本部（出納） 03-5212-9077
トツトリケン トウケイカ 統計課 0857-26-7104
トツトリケントウケンゼイ 東部県税事務所 0857-20-3525
トツトリケン トウノウリン 東部農林事務所 0857-20-3552
トツトリケントウブキヨウ 東部教育局 0857-20-3660
トツトリケン トウブケン 東部県税事務所（税務） 0857-20-3525
トツトリケントウブケンチク 東部建築住宅事務所 0857-20-3632
トツトリケントウブシンコ 東部地域振興事務所 0857-20-3651
トツトリケンドウロキカク 道路企画課 0857-26-7353
トツトリケンドウロケンセ 道路建設課 0857-26-7623
トツトリケントクベツシエ 特別支援教育課 0857-26-7514
トツトリケン トシヨカン 図書館（出納） 0857-26-8155
トツトリケン トシヨカン 図書館 0857-26-8155
トツトリケントツトリカチク 鳥取家畜保健衛生所 0857-53-2240
トツトリケン トツトリシヨ 鳥取警察署 0857-32-0110
トツトリケントツトリハロワ 雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク 0857-51-0501
トツトリケントツトリハロワ 雇用人材局鳥取県立鳥取ハローワーク（出納） 0857-51-0501
トツトリケン トリカンゴ 鳥取看護専門学校 0857-29-2407
トツトリケン トリケンド 鳥取県土整備事務所 0857-20-3594
トツトリケン トリコウコウ 鳥取工業⾼等学校 0857-51-8011
トツトリケン トリシヨウ 鳥取商業⾼等学校 0857-28-0156
トツトリケン トリニシコウ 鳥取⻄⾼等学校 0857-22-8281
トツトリケン トリヒガシ 鳥取東⾼等学校 0857-22-8495
トツトリケン トリモウ 鳥取盲学校 0857-23-5441
トツトリケン トリヨウゴ 鳥取養護学校 0857-26-3601
トツトリケントリリヨウイク 鳥取療育園 0857-29-8889
トツトリケン トリロウ 鳥取聾学校 0857-23-2031
ナ
トツトリケン ナゴヤ 名古屋代表部 052-262-5411
トツトリケン ノウシケン 農業試験場 0857-53-0721
トツトリケンノウセイサク 農林水産政策課 0857-26-7331
トツトリケン ノウダイ 農業振興監農業大学校（出納） 0858-45-2411
トツトリケン ノウダイ 農業振興監農業大学校 0858-45-2411
トツトリケン ノウチミズ 農業振興監農地・水保全課 0857-26-7336
ハ
トツトリケン ハクブツ 博物館（出納） 0857-26-8042
トツトリケン ハクブツ 博物館 0857-26-8042
トツトリケン ハクホウコウ 米子白鳳⾼等学校 0859-37-4020
トツトリケン ハクヨウゴ 白兎養護学校 0857-59-0585
トツトリケンハタラキセンタ 雇用人材局とっとり働き方改革支援センター 0857-26-7662
トツトリケン ハマムラシヨ 浜村警察署 0857-82-0110
トツトリケンハンロカクダ 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 0857-26-7836
トツトリケンビジユツ 美術館整備局美術館整備課 0857-26-8042
トツトリケンビジユツ 美術館整備局美術館整備課（出納） 0857-26-8042
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トツトリケン ヒノケンド ⻄部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 0859-72-2041
トツトリケン ヒノコウコウ 日野⾼等学校 0859-72-0365
トツトリケン ヒノシンコウ ⻄部総合事務所日野振興センター日野振興局 0859-72-2080
トツトリケンフクシカンサシ ささえあい福祉局福祉監査指導課 0857-26-7140
トツトリケン フクシセンタ 福祉相談センター 0857-23-6213
トツトリケン フクシホケン ささえあい福祉局福祉保健課 0857-26-7139
トツトリケンブツピンケイヤ 総合事務センター物品契約課 0857-26-7432
トツトリケンブンカザイ 文化財局文化財課 0857-26-7524
トツトリケンブンセイカ 文化政策課 0857-26-7134
トツトリケン ベイコウ 米子工業⾼等学校 0859-22-9211
トツトリケン ベイセイ 米子⻄⾼等学校 0859-22-7421
トツトリケン ベイトウ 米子東⾼等学校 0859-22-2178
トツトリケン ベイナン 米子南⾼等学校 0859-33-1641
マ
トツトリケン マイブンセ 埋蔵文化財センター 0857-27-6711
トツトリケンマスタ−ズ スポーツ振興局関⻄ワールドマスターズゲームズ推進課 0857-26-7910
トツトリケン マンガオウ 観光交流局まんが王国官房 0857-26-7238
トツトリケンミズカンキヨ くらしの安心局水環境保全課 0857-26-7197
トツトリケンミドリユタカ 緑豊かな自然課 0857-26-7199
トツトリケン ムキバンタ むきばんだ史跡公園 0859-37-4000
トツトリケン モリヅクリ 森林・林業振興局森林づくり推進課 0857-26-7296
ヤ
トツトリケンヤズケンド 八頭県土整備事務所 0858-72-3853
トツトリケン ヤズコウ 八頭⾼等学校 0858-72-0022
トツトリケンヤズノウリン 東部農林事務所八頭事務所 0858-72-3816

トツトリヤヨイノオウコク 文化財局とっとり弥生の王国推進課
0857-26-7934
0857-85-5011

本庁
⻘⾕上寺地遺跡整備室

トツトリケンユウキヤクカ 観光交流局国際観光誘客課 0857-26-7629
トツトリケンヨドエシヨリ 淀江産業廃棄物処理施設計画審査室 0857-26-7498
トツトリケンヨナコケンド ⻄部総合事務所米子県土整備局 0859-31-9703
トツトリケン ヨナゴコウ 米子⾼等学校 0859-26-1311
トツトリケン ヨナゴシヨ 米子警察署 0859-33-0110
トツトリケンヨナゴハロワ 雇用人材局鳥取県立米子ハローワーク 0859-21-4585
トツトリケンヨナゴハロワ 雇用人材局鳥取県立米子ハローワーク（出納） 0859-21-4585
トツトリケン ヨナジソウ 米子児童相談所 0859-33-1471
トツトリケン ヨナヨウゴ 県立米子養護学校 0859-27-3411
ラ
トツトリケンリツチセンリヤ 立地戦略課 0857-26-7214
トツトリケン リヨクフウ 鳥取緑風⾼等学校 0857-37-3100
トツトリケン リンシ 林業試験場 0858-85-6221
トツトリケンリンセイキカク 森林・林業振興局林政企画課 0857-26-7296
トツトリケン ロウドウイ 労働委員会事務局 0857-26-7559
ワ


