
令和２年４月から
市役所の組織機構が
変わります

■問人事課☎32-2043

2020.３ 45 2020.３

　市民の皆さんの利便性向上と、新たな社会経済情勢に対応した行政運営を目指して、組織機構を変更し
ます。特に、次の３つを目的として、総合的・抜本的に見直しました。
①第５次総合計画中期実施計画の強力な推進
②将来にわたり、持続可能な行政経営基盤の確立
③課題への適確な対応と事務事業の迅速かつ戦略的な執行体制

｢総合企画部｣・｢総務部｣・｢財政部」を再編します
◆総合的なまちづくりの企画、調整を所管する「総合企画部」に、予算編成に関する事務を加え、名称を
｢企画財政部」に変更します
◆行政管理部門の効率化を図るための機能を集約し、行財政改革の推進や、ファシリティ・マネジメン
ト＊、入札・工事検査などの事務を「総務部」が所管します
◆財政部は、市税と市の債権を総括的に管理することとなるため、名称を「税務部」に変更します
＊ファシリティ・マネジメントとは…市が保有する建物などを最適な状態（最小コスト・最大効果）で保有、維

持、運営するための総合的な管理手法のこと

｢教育委員会」を再編します
◆子どもたちの「生きる力」をより一層育むため、学校教育に集中できる体制を整備します。｢生涯学習
部」の業務は、教育委員会に一部残すものを除き、｢産業経済部｣・｢地域振興部｣・｢総務部」に移管し
ます
◆｢産業経済部」に、文化と文化財保護に関する事務と、｢都市建設部」が所管する歴史的風致や町並み
環境整備の事務を移管し、名称を「産業文化部」に変更します
◆地域づくりや地域振興施策との連携を図るため、生涯学習に関する事務とスポーツ振興に関する事務を
｢地域振興部」に移管します
◆市史編さん業務は「総務部」に移管します

各支所に「地域振興課」を新設します
◆｢市民生活課」と「産業建設課」の業務の一部を統合し、各支所に「地域振興課」を新設します。ま
た、支所管内の農林・土木業務は本庁担当課から職員を配置し、業務の効率化と本庁との連携の強化
を図ります

本庁舎１階に「市民窓口課」を新設します
◆窓口を利用する皆さんの利便性を向上させるため、本庁舎１階に「市民窓口課」を新設し、戸籍、住民
票、埋葬許可、国民年金、地図情報の閲覧などの事務を集約・統合します

部 課など 係など 電話番号
企
画
財
政
部

みらいビジョン戦略室 32-2027
財政課 32-2020
秘書広報室 秘書 32-2026

広報 32-2029
企画財政部FAX 32-2152

総
務
部

総務課 法務係 32-2041
文書議事係 32-2054

人事課 人事給与係 32-2043
研修労務係 32-2044

危機管理室 危機管理 32-2042
消防防災 22-1190

行財政改革推進室 32-2028

財産活用課
ＦＭ推進係 32-2122
管財係 32-2021
車輌管理 32-2022

情報政策課 32-2045

人権啓発課
人権係 31-0088
男女共同参画係
(さん・さん） 31-2533

契約監理室
工事 32-2019
物品 32-2018
契約監理室FAX 32-2150

津山市史編さん室 22-5820

税
務
部

債権管理室 32-2060
税制課 税制係 32-2012

諸税係 32-2017
納税課 32-2013

納税課FAX 32-2151

課税課
市民税係 32-2015
資産税土地係 32-2016資産税家屋係

環
境
福
祉
部

市民窓口課
市民 32-2052
パスポート窓口 32-2172
地図情報 32-2046
国民年金 32-2072

環境生活課

くらし安全係 32-2056
環境保全衛生係 32-2055
空家対策係 32-2037
低炭素都市推進係 32-2051
市民相談室 32-2057
環境生活課FAX 32-2158

環境事業課
業務係

32-7018３Ｒ推進係
施設係
環境事業課FAX 23-7055

社
会
福
祉
事
務
所

生活福祉課
社会援護係 32-2063
保護係 32-2064
自立相談支援センター 32-2133

障害福祉課 32-2067

高齢介護課
介護保険 32-2070
認定調査 32-2135
高齢福祉 32-2066

社会福祉事務所FAX 32-2153
医療保険課 国民健康保険係 32-2071

高齢者医療係 32-2073

こ
ど
も
保
健
部

子育て推進課 こども政策係 32-2179
子育て支援係 32-2065

こども保育課 幼保支援係 32-7039
幼児教育係 32-7028

こども子育て相談室 32-7027

健康増進課
保健指導係 32-2069食育係
療育センター 32-2174

こども保健部FAX 32-2161

部 課など 係など 電話番号
出納室 審査係 32-2145

出納係 32-2146

議会事務局
庶務調査係 32-2140議事係
議会事務局FAX 32-2160

選挙管理委員会事務局 32-2143
監査事務局 32-2139
農業委員会事務局 32-2159

水
道
局

経営企画室 32-2110

業務課
庶務係 32-2104
お客様センター 32-2105
営業係 32-2106

水道施設課 施設配水係 32-2107
給水管理係 32-2108

夜間受付 23-4455
水道局FAX 22-9294

教
育
委
員
会

教育総務課 企画総務係 32-2112
施設整備係 32-2113

学校教育課
就学事務係 32-2116
学力・徳育推進係 32-2115
家庭・地域連携係 32-2114

保健給食課
保健給食係 32-2117
戸島学校食育センター 28-7810
草加部学校食育センター 29-7050

次世代育成課
健全育成係 32-2009
青少年育成センター 32-2120
鶴山塾 22-2523

教育委員会FAX 32-2157
当直（夜間・土日祝） 32-2170

津山市役所　電話番号一覧（令和２年４月現在)
部 課など 係など 電話番号

産
業
文
化
部

商業・交通
政策課

商業政策 32-2081
交通政策 32-2075

仕事・移住支援室 24-3633
みらい産業課 24-0740
企業立地課 32-2083
観光振興課 32-2082
歴史まちづくり推進室 32-7000

文化課

文化振興係 32-2121
文化財保護係 24-8413弥生の里文化財センター
郷土博物館 22-4567
洋学資料館 23-3324

産業文化部FAX 32-2154

農
林
部

ビジネス農林業推進室 32-2178
農業振興課 農業振興係 32-2079

農地係 32-2159

農村整備課
事業推進係 32-2076
整備第１係 32-2077
整備第２係 32-2086

森林課 32-2078
農林部FAX 32-2093

都
市
建
設
部

管理課
庶務係 32-2088
管理係 32-2089
用地係 32-2091
住宅係 32-2090

土木課
工務第１係 32-2094
工務第２係 32-2095
維持補修係 32-2092

都市計画課

計画係 32-2096街路係
津山駅周辺整備係 32-2097
建築指導審査係 32-2099
公園緑地係 32-2097

都市建設部FAX 32-2155

下水道課
維持普及係 32-2100
工務係 32-2101
浄化センター 26-4858
下水道課FAX 32-2156

地
域
振
興
部

地域づくり
推進室

32-2032
地域づくり推進室FAX 32-2152

加茂支所
地域振興課

総務・防災 32-7031
環境・住民 32-7032
税務・福祉 32-7033
産業・建設 32-7034

32-7035
夜間・土日祝 32-7036
加茂支所FAX 42-2224

勝北支所
地域振興課

総務・防災 32-7021
住民・税務 32-7022
福祉・保育 32-7023
産業・建設 32-7024

32-7025
夜間・土日祝 32-7026
勝北支所FAX 36-6901

久米支所
地域振興課

総務・防災 32-7011
住民・税務 32-7012
福祉・保育 32-7013
産業・建設 32-7014

32-7015
夜間・土日祝 32-7016
久米支所FAX 57-3120

阿波出張所
地域振興課

32-7042
阿波出張所FAX 46-2015

生涯学習課
生涯学習推進係 32-2118
図書館 24-2919
中央公民館 24-5111

スポーツ課 スポーツ振興係 24-0202施設管理係


