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市役所案内

岡山市役所（本庁舎）
市長公室 秘書課、広報広聴課
政策局 政策企画課、事業政策課、行政改革推進室

総務局
総務法制企画課、庁舎管理課、行政執行適正化
推進課、行政事務管理課、情報公開室、行政資
料室、ICT推進課、情報システム課、人事課、給
与課、新庁舎整備課

財政局 財政課、財産活用マネジメント推進課、契約
課、監理検査課

市民生活局
市民生活企画総務課、区政推進課、生活安全
課、交通事故相談窓口、消費生活センター、ス
ポーツ振興課、文化振興課

市民協働局 市民協働企画総務課、SDGs・ESD推進課、国際
課、人権推進課、女性が輝くまちづくり推進課

保健福祉局 監査指導課

岡山っ子
育成局

こども企画総務課、地域子育て支援課、岡山
ファミリー・サポート・センター、こども福祉
課、保育・幼児教育課、こども園推進課、就園管
理課、幼保運営課

産業観光局
経済企画総務課、産業政策課、産業振興・雇用
推進課、観光振興課、プロモーション・MICE推
進課、農林水産課、農村整備課

都市整備局
都市企画総務課、都市計画課、交通政策課、市
街地整備課、庭園都市推進課、道路計画課、道
路港湾管理課、都心交通整備推進室、建築指導
課、開発指導課、公共建築課、住宅課

会計管理室 会計課
消防局 消防企画総務課、予防課、警防課、救急課

教育委員会
事務局

教育企画総務課、教育給与課、学校施設課、教
職員課、就学課、指導課、保健体育課、生涯学習
課、文化財課

選挙管理委員会事務局
人事委員会事務局
監査事務局
第一・第二農業委員会事務局
議会事務局 総務課、議事課、調査課

＜区役所組織＞

北区役所 総務・地域振興課、市民保険年金課、農林水産
振興課

＜その他＞
議場、市政記者室、銀行、食堂、売店

※保健福祉局事業者指導課はKSB会館内
※�岡山っ子育成局発達障害者支援センターは勤労者福祉セン
ター内

岡山市保健福祉会館

保健福祉局

保健福祉企画総務課、医療政策推進課、福祉援
護課、国保年金課、医療助成課、保健管理課、こ
ころの健康センター、地域包括ケア推進課、高
齢者福祉課、介護保険課、障害福祉課、障害者
更生相談所、生活保護・自立支援課、北区中央
福祉事務所、地域こども相談センター

保健所 総務課、感染症対策課、健康づくり課、北区中
央保健センター、衛生課、衛生検査センター

岡山っ子
育成局 こども総合相談所

危機管理室
＜その他＞

老人クラブ連合会、シルバー人材センター、ふれあい公社、
北区中央地域包括支援センター、社会福祉協議会、食品衛生
協会

北区役所

岡山シティ
ミュージアム
岡山シティ
ミュージアム

イオンモール
岡山

KSB会館

岡山市役所分庁舎

財政局 税制課、課税管理課、収納課、料金課、北区市税
事務所

環境局 環境企画総務課、環境保全課、産業廃棄物対策
課、環境事業課、環境施設課

下水道
河川局

下水道経営企画課、下水道営業課、下水道河川
計画課、下水道施設管理課、下水道保全課、下
水道施設整備課、下水道管路整備課

＜区役所組織＞
北区役所 地域整備課

岡 山 市 役 所
所在地  〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1
代表番号 086-803-1000
FAX番号 086-225-5487
開庁時間  月曜〜金曜（祝日・年末年始は除く）   

8：30〜17：15
※�担当課がわからない場合は代表電話からおつな
ぎします。
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39岡山市役所代表 086-803-1000

北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

市役所組織・ダイヤルイン番号� 市外局番の記載のない電話番号の市外局番は��086�

課　名 電話番号 ファクス番号 主な業務内容
危機管理室

危機管理室 ☎803-1082 ℻234-7066 地域防災計画・国民保護計画の作成
市長公室

秘書課 ☎803-1023 ℻234-7065 市長・副市長の補佐

広報広聴課 広報担当 ☎803-1024
広聴担当 ☎803-1025 ℻803-1731 広報紙の発行、報道対応、広聴の統括

政策局

政
策
部

政策企画課 ☎803-1040 ℻803-1732 総合計画、地方創生、大都市制度、広域行政など
統計調査室 ☎803-1051 各種統計調査など

事業政策課 ☎803-1042 ℻803-1846 中心市街地や中山間地域などに関する施策の企
画立案、国土法受付など

東京事務所 ☎03-3201-3807 ℻03-5252-8333 中央官庁などとの連絡交渉、シティセールスなど
行政改革推進室 ☎803-1096 ℻803-1762 行財政改革の推進、外部監査など

総務局

総
務
部

総務法制企画課 ☎803-1081 ℻803-1840 局内総合調整、例規管理システムの管理、政策形
成における法的支援

庁舎管理課 庁舎維持管理担当 ☎803-1152
文書収受発送担当 ☎803-1041 ℻225-5487 本庁舎等維持管理、文書の収受発送など

行政執行適正化推進課 ☎803-1085 ℻225-0105 市への不当要求行為対策、公益通報制度

行政事務管理課 ☎803-1080 ℻225-5487 文書事務、社会保障・税番号制度関連事務など
情報公開室 ☎803-1083 情報公開

ICT推進課 ☎803-1047 ℻225-5487 情報政策の企画・調整、情報通信技術の利活用促
進、情報システムの最適化、情報ガバナンスの推進

情報システム課 ☎803-1050 ℻225-5487 庁内LANの運用管理、情報リテラシー向上推進
等

人
事
部

人事課 組織企画係 ☎803-1090　人事係 ☎803-1086 ℻803-1733 職員の採用・配置、組織
人材育成室 ☎234-4355 ℻221-3905 職員の研修計画

給与課
労務係 ☎803-1088　給与係 ☎803-1087
厚生係 ☎803-1091
職員健康管理係 ☎803-1092

℻803-1778 職員の労務管理、給与、福利厚生、健康管理

新庁舎整備課 ☎803ｰ1151 ℻803ｰ1141 新庁舎整備
財政局

財
務
部

財政課 ☎803-1146 ℻803-1735 予算編成
債権対策室 債権管理に関すること

財産活用マネジメント
推進課 ☎803-1150 ℻803-1760 市有財産総合調整・活用、地価公示、土地開発公

社、公共施設等マネジメント

契約課
管理係 ☎803-1194
指導係 ☎803-1195
物品契約係 ☎803-1156
工事契約係 ☎803-1157

℻803-1736 契約制度の企画・立案、入札参加資格審査、入札・
契約

監理検査課 技術監理担当 ☎803-1368
工事検査担当 ☎803-1160 ℻803-1764 建設事業の技術的な事務・調整、工事の検査

税
務
部

税制課 ☎803-1166 ℻803-1748 地方譲与税・交付金、固定資産評価審査委員会

課税管理課

市民税企画係 ☎803-1167
市民税特別徴収係 ☎803-1168
諸税係 ☎803-1169

℻803-1745 市民税・固定資産税（土地・家屋）・都市計画税の
企画・調整、市民税特別徴収、固定資産税（償却資
産）・法人市民税・事業所税などに関すること資産税企画係 ☎803-1170

償却資産係 ☎803-1181 ℻803-1748

収納課

企画調整係 ☎803-1191
収納整理係 ☎803-1190
滞納対策係 ☎803-1189
滞納整理第1〜4係 ☎803-1186
特別滞納整理係 ☎803-1147
口座振替担当 ☎803-1185

℻803-1761 市税の収納・口座振替、滞納市税の徴収、納税相談

料金課
企画調整係 ☎803-1640
滞納対策係 ☎803-1641
滞納整理第1〜3係 ☎803-1642～1644
収納第1〜2係 ☎803-1645

℻803-1895
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料・保育料・認定こども園利用料・下水道負担金
等の収納・口座振替、滞納料金の徴収、納付相談

市民生活局
市
民
生
活
部

市民生活企画総務課 ☎803-1029
施設整備準備室 ☎803-1034 ℻803-1744 局内総合調整、局所管施設の整備

区政推進課 区政関係 ☎803-1033
町名住居表示関係 ☎803-1032 ℻803-1875 区役所・支所・地域センターに関すること、住居

表示、地域センター整備など

各区役所・市税事務所・福祉事務所の組織・電話番号については44〜51ページを参照してください。

次ページへつづく
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課　名 電話番号 ファクス番号 主な業務内容

市
民
生
活
部

生活安全課

墓地管理係 ☎803-1277
斎場整備推進室 ☎803-1467
交通安全防犯室 ☎803-1106
交通事故相談窓口 ☎803-1108
消費生活センター ☎803-1105
消費生活相談窓口 ☎803-1109

℻803-1724
市営墓地の管理、斎場の整備、交通安全防犯の
啓発、交通事故相談、消費生活相談、計量器・商
品量目の検査

東山斎場 ☎272-0154 ℻272-1305 火葬
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部

スポーツ振興課 ☎803-1614・1615
スポーツ誘致推進室 ☎803-1616 ℻803-1768 スポーツの普及振興

文化振興課 ☎803-1054 ℻803-1763 文化振興・交流
岡山シティミュージアム ☎898-3000 ℻898-3003 岡山シティミュージアムの運営

市民協働局

市
民
協
働
部

市民協働企画総務課

☎803-1031　町内会担当 ☎803-1063
℻803-1872

局内総合調整、町内会に関すること
市民活動支援室 ☎803-1061 市民協働、地域活動に関すること
移住定住支援室 ☎803-1335 移住・定住相談の受付など
ESD・市民協働推進センター�☎803-1062 市民協働・地域活動に関する相談

SDGs・ESD推進課 ☎803-1351・1354 ℻803-1777 SDGs・ESD推進および市民への普及・啓発など
国際課 ☎803-1112 ℻225-5408 国際交流・多文化共生社会推進事業など

人権推進課 人権啓発係 ☎803-1070
事業調整係 ☎803-1069 ℻225-1699 人権関係団体等との総合調整、人権問題につ

いての啓発、住宅新築資金等貸付金の償還
福祉交流プラザ 128ページ参照 福祉交流プラザの運営

女性が輝くまちづくり推進課 ☎803-1115 ℻803-1845 女性が輝くまちづくり・男女共同参画に関す
る施策の企画立案

男女共同参画社会
推進センター ☎803-3355 ℻803-3344 女性が輝くまちづくり・男女共同参画に関す

る事業実施
男女共同参画相談
支援センター ☎803-3366 DV、セクハラ、家族関係の悩みなどに関する

相談
保健福祉局

保
健
福
祉
部

保健福祉企画総務課 ☎803-1204 ℻803-1779 保健福祉の総合調整など

医療政策推進課 ☎803-1636　医療福祉戦略室 ☎803-1638 ℻803-1776 医療政策の推進
地域ケア総合推進センター ☎242-3135 ℻245-4711 保健・医療・福祉の連携

監査指導課 ☎803-1205 ℻803-1766 社会福祉法人・社会福祉施設に対する監査
福祉援護課 管理係 ☎803-1216　福祉係 ☎803-1218 ℻803-1870 平和祈念事業、災害援助、戦争犠牲者援護など

国保年金課 管理・年金係 ☎803-1136　国保係 ☎803-1135
資格給付係 ☎803-1134　レセプト・保健係 ☎803-1133 ℻226-8501 国民健康保険、国民年金事業の企画・運営、

国民健康保険料の賦課、療養の給付
医療助成課 長寿医療係 ☎803-1217　医療助成係 ☎803-1219 ℻803-1751 後期高齢者医療、子ども医療など

保健管理課 管理・予防係 ☎803-1251　生活衛生係 ☎803-1276
健康寿命延伸室 ☎803-1250 ℻803-1756 保健・衛生行政の企画立案

食肉衛生検査所 ☎272-8399 ℻273-2019 と畜検査
こころの健康センター
（精神保健福祉センター）

総務係 ☎803-1272
支援係 ☎803-1273 ℻803-1772 精神障害者保健福祉手帳等の認定、

精神保健福祉に関する相談・支援など

高
齢
福
祉
部

地域包括ケア推進課 管理担当 ☎803-1246　地域支え合い担当 ☎803-1286
介護予防事業担当 ☎803-1256 ℻803-1780 地域包括ケアシステム、高齢者の見守り・支え

合い、介護予防に関すること

高齢者福祉課 在宅支援係 ☎803-1230
施設福祉係 ☎803-1231 ℻803-1754 高齢者福祉サービス、老人福祉施設の整備、認

知症施策の推進
平井サンホーム ☎276-2870 軽費老人ホーム

友楽園 ☎200-0511 ℻200-0521 養護老人ホーム

介護保険課 管理係 ☎803-1240　資格給付係 ☎803-1241
保険料係 ☎803-1242 ℻803-1869 被保険者の資格管理、介護保険料の賦課

事業者指導課
通所事業者係 ☎212-1013
訪問居宅事業者係 ☎212-1012
施設係 ☎212-1014　障害事業者係 ☎212-1015

℻221-3010 介護保険事業所・障害福祉事業所の指定・指導

障
害・生
活
福
祉
部

生活保護・自立支援課 医療扶助適正化係　☎803-1244
保護係 ☎803-1215　自立支援係 ☎803-1349 ℻803-1721 生活保護行政に関すること、生活困窮者の自

立支援に関すること

障害福祉課 管理係 ☎803-1235　福祉係 ☎803-1236
就労・自立支援係 ☎803-1234 ℻803-1755 障害福祉サービスなど

障害者更生相談所 身体障害係 ☎803-1248　知的障害係 ☎803-1247 ℻803-1771 身体障害者手帳・療育手帳の認定など

保
健
所

総務課 総務担当 ☎803-1200　医務担当 ☎803-1254 ℻803-1337 厚生統計、医療安全相談
感染症対策課 企画調整係 ☎803-1287　感染症対策係 ☎803-1262 感染症、予防接種

健康づくり課 特定疾病係 ☎803-1271　健康増進係 ☎803-1263
母子歯科保健係 ☎803-1264　精神保健係 ☎803-1267 ℻803-1758 健康診査、健康相談、栄養相談、親子手帳、乳幼

児健診、こころの健康相談、難病事業保健センター 44〜51ページ参照

衛生課 食品衛生係 ☎803-1257　医薬安全係 ☎803-1260
環境衛生係 ☎803-1258　動物衛生係 ☎803-1259 ℻803-1757 食品・薬務関係の営業許可、理美容所・クリー

ニング所などの開設届、犬の登録
衛生検査センター ☎803-1268 ℻803-1268 保健所衛生課、保健課からの依頼検査など
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41岡山市役所代表 086-803-1000

北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

課　名 電話番号 ファクス番号 主な業務内容
岡山っ子育成局

子
育
て
支
援
部

こども企画総務課 ☎803-1220 ℻225-4441 児童福祉の総合調整など

地域子育て支援課
放課後児童対策係 ☎803-1589
子育て支援係 ☎803-1224
青少年育成係 ☎803-1607

℻803-1718 放課後児童クラブ、青少年教育体験活動、青少
年教育育成業務、放課後子ども教室など

岡山ファミリー・
サポート・センター ☎227-2525 ℻227-2526 育児の相互援助活動

児童館 119ページ参照 児童の遊びの場
少年自然の家 ☎294-3461 ℻294-1465 青少年教育に関する研究施設

こども福祉課
こども家庭福祉係 ☎803-1221
子育て給付係 ☎803-1222
社会的養育推進係�☎803-1223

℻803-1719
児童手当、児童扶養手当、児童虐待予防などの
家庭支援、ひとり親家庭支援、児童養護施設な
どの指導、監査、助成、高校生奨学金など

善隣館 ☎272-2798 ℻272-2969 児童養護施設
こども総合相談所（児童相談所） ☎803-2525 ℻803-1773 18歳未満の子どもに関する相談
発達障害者支援センター ☎236-0051 ℻236-0052 発達障害者等に関する相談などの支援

保
育・幼
児
教
育
部

保育・幼児教育課 ☎803-1228
保育士・保育所支援センター ☎803-1229 ℻231-1572 私立保育園等の運営支援、保育士・保育所支援

センター業務
こども園推進課 ☎803-1430 ℻803-1720 こども園の推進

就園管理課 管理係 ☎803-1431
支援係 ☎803-1432 ℻803-1842

保育園・認定こども園・地域型保育事業・幼稚
園の入園、公立幼稚園における緊急的な一時
預かり事業の利用、幼児教育・保育無償化の認
定・給付に関すること

幼保運営課 管理係 ☎803-1225　財務係 ☎803-1226
指導係 ☎803-1227 ℻231-1572 市立保育園・認定こども園・幼稚園の管理、指

導、研修
環境局

環
境
部

環境企画総務課 ☎803-1292 ℻803-1737 局内の総合調整

環境保全課
自然保護係 ☎803-1284　大気騒音係 ☎803-1280
水質土壌係 ☎803-1281　地球温暖化対策室 ☎803-1282
浄化槽対策室 ☎803-1294

℻803-1887
自然保護・環境学習、大気・悪臭・騒音・振動・水
質・土壌の規制・指導・監視、再エネ省エネの推
進、合併処理浄化槽の設置補助

産業廃棄物対策課 規制係 ☎803-1303　監理係 ☎803-1304 ℻803ｰ1838 産業廃棄物処理業許可、産業廃棄物排出者の指導

環境事業課
管理係 ☎803-1297　業務第1係 ☎803-1302
業務第2係 ☎803-1298　資源循環推進室 ☎803-1321 ℻803-1876 ごみの収集委託、し尿収集、ごみの減量化・資

源化・排出指導、清掃車両の整備・安全運転指
導、不法投棄の通報・相談安全指導係 ☎241-2386 ℻241-2386

第1事業所 ☎243-2771 ℻246-0303 し尿収集に関すること
野殿事業所 ☎214-5841 ℻256-0308 ごみ収集に関すること
当新田事業所 ☎241-6185 ℻244-4939 ごみ収集に関すること
岡南事業所 ☎231-4722 ℻223-5161 ごみ収集に関すること
西大寺事業所 ☎944-5034 ℻943-0530 し尿、ごみ収集に関すること

環
境
施
設
部

環境施設課 管理係 ☎803-1311　施設係 ☎803-1312 清掃施設の建設計画
山上埋立管理事務所 ☎295-2621 ℻295-2631 埋立ごみ処理
東部クリーンセンター ☎944-7071 ℻944-2590 焼却ごみ処理
東部リサイクルプラザ ☎944-7122 ℻944-7124 粗大ごみ処理、資源選別、リユース
西部リサイクルプラザ ☎214-2650 ℻214-2655 粗大ごみ処理、資源選別、リユース
岡南環境センター ☎233-7490 ℻231-3494 焼却ごみ処理
当新田環境センター ☎246-5145 ℻246-1737 焼却ごみ処理
一宮浄化センター ☎284-0080 ℻284-0116 し尿処理

産業観光局

商
工
部

経済企画総務課 ☎803-1322 ℻803-1738 局内の総合調整

産業政策課 産業政策係 ☎803-1342
企業立地推進係 ☎803-1328 ℻803-1738 産業政策の総合調整、新産業の振興、創業支

援、企業誘致など

産業振興・雇用推進課

商業振興係 ☎803-1323

℻803-1738

商業振興
ものづくり振興係 ☎803-1329 工業振興、産学官連携
中小企業振興室 ☎803-1325 企業向け融資、企業経営相談
雇用推進室 ☎803-1315 雇用施策、就職支援、勤労者施策

観
光
部
観光振興課 ☎803-1332

℻803-1871
観光事業の企画、観光施設の維持管理

プロモーション・MICE推進課 ☎803-1333 観光客の誘致、MICEの推進

農
林
水
産
部

農林水産課

担い手育成係 ☎803-1343
生産流通係 ☎803-1344
水産林政係 ☎803-1345
地域農業企画・振興室 803-1346
就農サポートセンター ☎803-1347

℻803-1739 農業・水産業・林業・畜産業の振興、担い手育
成、地産地消の推進、新規就農制度

農村整備課 ☎803-1348
国土調査 ☎803-1352 ℻227-7039 土地改良事業の総合調整、農業用施設の整備・

維持管理の予算調整、地籍調査事業の実施
次ページへつづく
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課　名 電話番号 ファクス番号 主な業務内容
都市整備局

都
市・交
通
部

都市企画総務課 ☎803-1367 ℻803-1740 局内の企画・総合調整など

都市計画課 計画係 ☎803-1371　土地利用係 ☎803-1372
都市景観係 ☎803-1373 ℻803-1741 都市計画決定、土地利用、屋外広告物の許可

交通政策課 計画係 ☎803-1376　公共交通係 ☎803-1374
自転車先進都市推進室 ☎803-1375 ℻234-0435 交通調査、交通計画策定、公共交通の利用促

進、自転車政策、市営駐車場・駐輪場

市街地整備課
計画・指導係 ☎803-1383
区画整理係 ☎803-1382
都市再開発係 ☎803-1378

℻803-1765
区画整理事業の換地図面閲覧、換地証明書発
行、組合施行等の指導および市街地再開発事
業等の支援、附置義務駐車場の届出

庭園都市推進課
事業推進係 ☎803-1395
公園緑地係 ☎803-1392 ℻803-1740 緑のボリュームアップ事業などに関すること

公園緑地などに関すること
街なかにぎわい推進室 ☎803-1393 ℻803-1740 公園の利活用による街なかの回遊性向上に関することなど

道
路
部

道路計画課 計画係 ☎803-1695　建設係 ☎803-1696
用地係 ☎803-1697 ℻803-1727 道路事業の調査・計画、事業実施の総括

道路港湾管理課 管理係 ☎803-1415　維持計画係 ☎803-1416 ℻803-1877 道路・港湾の維持計画・管理の総括

西部幹線道路建設課 都心交通整備推進室 ☎803-1385 ℻234-0435 路面電車の岡山駅広場乗り入れ、延伸・環状化
の整備に関すること

住
宅・建
築
部

建築指導課
管理係 ☎803-1443　指導係 ☎803-1444
審査係 ☎803-1446　構造審査係 ☎803-1447
建築安全推進係 ☎803-1445　空家対策推進室 ☎803-1410

℻803-1730
建築基準法に基づく許可、建築確認申請等の受付・
審査、違反建築物等の調査、長期優良住宅の認定、耐
震診断改修補助、アスベスト除去等補助、空家対策

開発指導課 開発指導係 ☎803-1451
開発審査係 ☎803-1452 ℻803-1723 宅地造成等の申請・相談、埋立行為などの申請・

相談、開発許可・建築許可の申請・相談

公共建築課

計画係 ☎803-1455
建築第1・2係 ☎803-1456・1457
建築保全係 ☎803-1458
機械設備係 ☎803-1461
電気設備係 ☎803-1462

℻803-1743 市有建築物の建築計画・設計・工事監理、維持
保全計画、機械設備計画、電気設備計画

住宅課 計画係 ☎803-1466　管理係 ☎803-1471
整備係 ☎803-1472　法的措置係 ☎803-1473 ℻803-1879 住宅政策、市営住宅の整備・管理

岡山市営住宅管理センター
（指定管理者） ☎206-5560 市営住宅の管理および修繕など

下水道河川局

下
水
道
経
営
部

下水道経営企画課 ☎803-1483・1486 ℻803-1746 局内の総合調整、予算、会計経理、決算

下水道営業課 使用料・負担金係 ☎803-1485
排水設備係 ☎803-1488　営業係 ☎803-1489 ℻803-1746 排水設備審査、供用開始、使用料の賦課・収納、

下水道事業負担金の賦課

下水道河川計画課
計画係 ☎803-1499　調整係 ☎803-1502 ℻803-1747 下水道事業計画・調整、施設管理計画の策定、

管きょ建設・地下埋設物の調整・補償、河川の
調整・計画、公共土木施設の災害復旧の統括河川防災室 ☎803-1434 ℻803-1742

下
水
道
施
設
部

下水道施設管理課

☎803-1506 ℻803-1747
処理場、ポンプ場の維持管理、下水道施設内の
水質管理、特定施設の設置などの届出、事業場
排水に係る水質調査・指導

西部管理係 ☎225-0646 ℻225-4336
東部管理係 ☎948-4540 ℻948-3640水質管理係 ☎948-0651

下水道保全課
管路係 ☎803-1490
設備係 ☎803-1491
再整備係 ☎803-1492

℻803-1746 下水道管きょの受付・維持管理、改築更新、埋設
図の管理、取り付けますの申請

北部下水道事務所 ☎724-3921 ℻724-3941 御津・建部地区の工事設計施工監理、施設維持
管理、排水設備審査

瀬戸下水道事務所 ☎952-1124 ℻952-5500 瀬戸・上道地区の工事設計施工監理、施設維持
管理、排水設備審査

下水道施設整備課 基盤整備係 ☎803-1504
施設整備係 ☎803-1501 ℻803-1747 幹線管きょ・処理場・ポンプ場の調査・設計、施

工監督、改築更新

下水道管路整備課
工務1係 ☎803-1509
工務2係 ☎803-1510
工務3係 ☎803-1511
工務4係 ☎803-1512

℻803-1747 下水道管きょ建設の調査・設計、施工監督

会計管理室
会計課 審査係 ☎803-1518　出納係 ☎803-1519 ℻223-4902 支出審査、金銭・物品の出納

水道局

総
務
部

企画総務課 総務係 ☎234-5906　企画広報係 ☎234-5907
職員係 ☎234-5908 ℻221-8907 局全体の調整、法制、人事、広報、統計、研修、給与

経営管理課 会計係 ☎234-5913　財務係 ☎234-5914
システム管理係 ☎234-5915 ℻221-8475 予算、決算、支出審査、金銭の出納、電算管理

管財課 管財係 ☎234-5916　契約係 ☎234-5917
検査係 ☎234-5918 ℻221-8473 財産管理、入札・契約、工事検査

営業課 営業係 ☎234-5919　料金管理係 ☎234-5920 ℻221-8473 料金体系研究、電算機による料金事務
お客様センター 受付係 ☎234-5933　料金係 ☎234-5934 ℻221-8972 料金収納、検針・料金などの委託業務の指導
電話受付センター
（総合受付） ☎234-5959 水道の使用開始・中止の受付、公道漏水の通報

の受付、宅地内での漏水修繕の問い合わせ
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43岡山市役所代表 086-803-1000

北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

課　名 電話番号 ファクス番号 主な業務内容

配
水
部

配水課 業務管理係 ☎234-5952　工事管理係 ☎234-5953
計画係 ☎234-5954　配水係 ☎234-5955 ℻221-8475 水道事業の計画、漏水防止、鉛管解消事業

施設整備課 業務管理係 ☎234-5990　施設係 ☎234-5991
設備係 ☎234-5992　基幹管路係 ☎234-5993 ℻234-5994 浄水場・配水池・ポンプ場・配水管の設計・施工

中管路整備課 業務管理係 ☎234-5961　工事第1係 ☎234-5962
工事第2係 ☎234-5963　維持係 ☎234-5964 ℻221-8476 配水管の設計・施工・維持管理

東管路整備課 業務管理係・工事第1係・工事第2係・維持係 ☎942-3822 ℻943-9143 配水管の設計・施工・維持管理
西管路整備課 業務管理係・工事第1係・工事第2係・維持係 ☎293-0101 ℻293-3492 配水管の設計・施工・維持管理
北事業所 ☎724-1611 ℻724-4560 配水管の設計・施工・維持管理

給水課 業務管理係・給水管理係・給水工事係 ☎271-5411 ℻271-2490 給水装置工事、貯水槽水道の指導、指定給水装
置工事事業者の管理

浄水課
業務管理係・整備係・三野浄水係 ☎222-3939 ℻227-3464

水道の浄水処理、配水制御北浄水係 ☎724-1637 ℻724-4560
旭東係・配水制御係 ☎275-3569 ℻275-7424

水質試験所 ☎222-9061 ℻234-1138 水質の試験、調査研究、管理指導
市場事業部

市場事業部 ☎265-8001 ℻262-4604 市場取引の指導監督、市場活性化、施設維持管理
消防局

消
防
総
務
部

消防企画総務課 総務係 ☎234-9970　経理係 ☎234-9972
人事教養係 ☎234-9971　消防団係 ☎234-9973 ℻234-1059 事業の企画、人事、採用試験、消防団

予防課 予防企画係 ☎234ｰ1199　火災調査係 ☎234ｰ9980
査察指導係 ☎234ｰ9974　危険物保安係 ☎234-9975 ℻234-1059

火災調査・火災の統計、火災予防広報、消防用
設備関係、防火対象物の立入検査・安全指導、
危険物・高圧ガス・火薬類関係

警
防
部

警防課
消防救助係 ☎234-1197　装備係 ☎234-9976
指揮第1・2・3係 ☎234-9979 ℻234-1059 救助統計、消防ヘリコプターの運航、消防車両

などの管理、緊急消防援助隊関係航空隊 ☎261-0119 ℻261-1190
救急課 救急管理係 ☎234-9967

救急指導係 ☎234-9977 ℻234-1059 救急統計、応急手当・予防救急の普及啓発、メディ
カルコントロール、救急医療機関との連絡調整

情報指令課 システム管理係 ☎253-9982
指令第1・2・3係 ☎253-9978 ℻253-9984 消防緊急通信指令施設の維持管理、

119番通報の受付
消防署 10ページ参照 水火災などの防御、救急救助、予防査察

教育委員会事務局
教
育
総
務
部

教育企画総務課 ☎803-1571
財務担当 ☎803-1573 ℻234-4141 教育行政の企画・立案、教育委員会会議、職員

（教職員を除く）の人事、学校の予算管理
学校施設課 管理係 ☎803-1577　計画係 ☎803-1576

建築係 ☎803-1578　設備係 ☎803-1580 ℻803-1881 学校の用地取得・建築計画・維持管理・営繕工事
教育給与課 給与係 ☎803-1585　福利厚生係 ☎803-1572 ℻803-1880 教職員および事務局職員の給与・労務、福利厚生

学
校
教
育
部

教職員課 企画係 ☎803-1563　人事係 ☎803-1586 ℻803-1882 教職員の任免・人事
就学課 就学援助担当 ☎803-1587　学籍担当 ☎803-1588 ℻803-1883 小中学校への転入学、就学援助、学校環境適正

化の企画及び調整
指導課 振興係 ☎803-1590　指導係 ☎803-1591

教育支援室 ☎803-1592　人権教育室 ☎803-1621 ℻803-1884 教育課程、学習指導、生徒指導、特別支援教育、
教育相談、人権教育

教育研究研修センター ☎944-7255 ℻944-7211 教職員研修、教育課題の調査・研究
情報教育推進室 ☎944-7711 ℻944-7712 情報教育

保健体育課 保健体育係 ☎803-1594　学校給食係 ☎803-1595 ℻803-1885 学校保健、学校体育、学校給食
学校給食センター ☎272-8071 ℻272-8072 学校給食

生
涯
学
習
部

生涯学習課 支援・育成係 ☎803-1606　管理係 ☎803-1608 ℻803-1874 生涯学習情報の提供、社会教育施設の整備、公
民館の支援・整備公民館振興室 ☎234-6015 ℻234-6016

犬島自然の家 ☎947-9001 ℻947-9303 自然体験のできる社会教育施設
環境学習センター
「めだかの学校」 ☎722-1231 ℻722-3100 環境学習施設

図書館 119ページ参照 図書・各種教材の貸し出し
公民館 118ページ参照 生涯学習推進のための講座・クラブの開設
文化財課 ☎803-1611 ℻803-1886 指定文化財の管理、埋蔵文化財の調査
埋蔵文化財センター ☎270-5066 ℻270-5067 埋蔵文化財の発掘調査、出土品の保存・公開

オリエント美術館 ☎232-3636（令和2年10月1日から約1年
間、改修のため休館） ℻232-5342 オリエントの考古美術資料の保管・研究・展示

選挙管理委員会事務局
選挙管理委員会事務局 ☎803-1545 ℻224-1390 選挙啓発、選挙執行

人事委員会事務局
人事委員会事務局 任用係 ☎803-1554　調査係 ☎803-1555 ℻803-1873 職員の給与勧告、採用試験、公平審査

監査事務局
監査事務局 ☎803-1552 ℻221-2972 定期監査、例月現金出納検査、決算審査

農業委員会事務局
第一農業委員会事務局 ☎803-1562・1564 ℻231-5690 北区及び南区内農地の売買・賃借・転用等、農業者年金
第二農業委員会事務局 中区及び東区内農地の売買・賃借・転用等、農業者年金

議会事務局
総務課 秘書係 ☎803-1527　庶務係 ☎803-1528 ℻233-1186 議長・副議長の秘書、会議の傍聴
議事課 議事係 ☎803-1531　記録係 ☎803-1532 ℻233-1186 本会議、委員会、本会議録作成
調査課 広報係 ☎803-1535　政策調査係 ☎803-1536 ℻233-1186 議会の広報、調査、資料収集・作成
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