
組織名 場所 電話番号 業務内容

生
活
環
境
部

市民課
4号館1階

25-2109
住民票、戸籍、印鑑証明、外国人住民、旅券（パスポート）、
火葬許可、斎場利用許可、住居表示、臨時運行許可、
船員法に係る事務に関すること。

マイナンバーカード交付室 25-2605 マイナンバーカードの交付に関すること。

保険年金課 4号館1階 25-2164
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度に関す
ること。

生活安全課

4号館2階

25-2165
交通安全、交通災害共済、暴追・防犯対策、市営駐車
場・駐輪場の管理に関すること。

環境政策室 25-2328
市営墓地、斎場の維持管理、犬の登録・注射、環境衛
生、公害対策に関すること。

空き家等対策室 25-2238 空き家対策に関すること。
市政相談課

1号館1階
25-2194 広聴、市民相談、情報公開、個人情報保護に関すること。

消費生活センター 25-2129 消費生活等に関すること。

クリーンセンター
大字新田364

22-4742
ごみの収集、廃棄物の処理、犬・猫等の死体処理、分
別収集、資源リサイクルに関すること。

施設管理室 22-4775
廃棄物処理施設の運転、維持管理、施設整備に関する
こと。

健
康
福
祉
部

障害福祉課
1号館1階

25-2387 障害者福祉に関すること。
障害者虐待防止センター 25-2121 障害者の虐待に関すること。

高齢福祉課
1号館1階

25-2318
高齢者福祉に関すること。介護認定、介護給付に関す
ること。

地域包括支援センター 25-2964 高齢者の総合相談窓口。

子育て支援課
1号館1階

25-2126
母子・父子・児童福祉、児童保育、保育所入所手続き
に関すること。

こども相談室 25-2414 児童家庭相談に関すること。
宮市保育所 23-5615

公立保育所の管理運営に関すること。とのみ保育所 34-0039
江泊保育所 38-3844

社会福祉課
1号館1階

25-2349 生活保護、民生委員・児童委員、災害救助に関すること。

人権推進室 25-2332
人権啓発、男女共同参画推進、福祉センターに関する
こと。

宮市福祉センター 22-3801
右田福祉センター 23-2092
牟礼福祉センター 22-7735
玉祖福祉センター 24-0775

健康増進課
保健センター

（鞠生町）

24-2161
予防接種、成人・妊婦・乳幼児の保健、健康診査、医
療対策、休日診療所に関すること。

子育て世代包括支援センター

（子育て応援室まんまるほうふ）
24-8811 妊婦、子育てについての相談窓口。

福祉指導監査室 1号館3階 25-2562 社会福祉法人の指導監査に関すること。
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※平成31年4月1日時点の情報を掲載しています。

組織名 場所 電話番号 業務内容

総
務
部

総務課

1号館2階

25-2503
庁舎の維持管理、自衛隊基地、固定資産評価審査委
員会に関すること。

秘書室 23-2111（代表） 市長や副市長に関すること。

財産管理室
25-2249

市有財産の総括的管理、市事業に伴う登記・補償及
び土地開発公社に関すること。市の広告掲載事業に
関すること。

2号館1階 25-2192 庁用自動車の管理に関すること。
法務推進室 2号館2階 25-2376 法規文書、訴訟事務に関すること。

防災危機管理課 1号館2階 25-2115 防災危機管理、国民保護に関すること。

職員課 1号館2階 25-2217
組織管理、職員及び臨時職員の任免、服務、給与、
研修、福利厚生、事務改善等に関すること。

財政課 1号館3階 25-2246 市の財政、予算に関すること。

課税課 4号館2階 25-2169
市・県民税、法人市民税、軽自動車税、土地・家屋・
償却資産の固定資産税などの課税、税務証明に関す
ること。

収納課
4号館2階

25-2183
市税・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医
療保険料等の徴収、収納及び口座振替手続きに関す
ること。

徴収対策推進室 25-2258 納付相談・差押処理・公売執行等に関すること。
庁舎建設室 1号館2階 25-2528 庁舎建設に関すること。

総
合
政
策
部

政策推進課

4号館3階

25-2119 公共交通、定住促進、産学公連携に関すること。
産業戦略室 25-2256 産業戦略に関すること。

セルビアホストタウン推進室 25-2018
セルビア共和国とのホストタウン交流事業の推進に
関すること。

企画経営課
4号館3階

25-2210 基本構想、基本計画等の企画立案に関すること。
戦略企画室 25-2210 地域創生総合戦略に関すること。
行政経営改革室 25-2188 行政経営改革の推進に関すること。

情報政策課 1号館2階 25-2240
情報発信に関すること。（広報紙・ホームページ・
広報番組制作等）
電子計算業務、統計調査に関すること。

地
域
交
流
部

市民活動推進課
4号館3階

25-2120
自治会振興、市民参画及び市民と行政との協働の推
進に関すること。

国際交流室 25-2768 国際交流、都市交流に関すること。

文化・スポーツ課 文化財
郷土資料館3階 25-2274  スポーツ・芸術・文化の振興に関すること。

おもてなし観光課 5号別館 25-4547  観光の振興、宣伝、行事などに関すること。

防府市の行政組織案内（令和元年度版）
保
存
版

防府市役所
　　〒 747-8501 山口県 防府市 寿町7番1号　

　　開庁時間　8時15分～17時　（土・日曜、祝日は閉庁）

　　☎ 0835-23-2111（代表）

防府観光
マスコット
キャラクター

「ぶっちー」

防府市メールサービス
防災・防犯・消防・生活・健康・イベント・
議会等の情報を配信しています。
ＱＲコードを読取り→空メールを送信

防府市公式ホームページ
詳しくは、

 防府市 検 索



防府市の行政組織案内（令和元年度版）

公民館・出張所
富海公民館（出張所） 34-0034 西浦公民館（出張所） 29-0241 公民館事業・運営管

理に関すること。
（出張所にあっては、
出張所事務、住民票・
印 鑑 証 明 書・ 戸 籍・
税務等証明書の交付
に関すること。）

牟礼公民館（出張所） 22-9927 華城公民館（出張所） 22-9867
勝間公民館 24-1929 佐波公民館 22-9919
松崎公民館 21-9797 小野公民館（出張所） 36-0110
華浦公民館 22-9915 右田公民館（出張所） 22-9819
新田公民館 22-9913 大道公民館（出張所） 32-2078
向島公民館（出張所） 22-9835 野島漁村センター（出張所） 34-1500
中関公民館（出張所） 22-9840

組織名 場所 電話番号 業務内容

教
育
委
員
会
　
教
育
部

教育総務課

1号館3階

25-2144
教育委員会の会議・委員・規則及び奨学金の貸し付け
に関すること。

学校施設管理室 25-2143
学校教育施設の企画・管理・整備、維持補修に関する
こと。

図書館管理室 25-2590
図書館の管理・運営に関すること。読書活動の推進に
関すること。

学校教育課
1号館3階

25-2493
児童・生徒の就学、教科書、学級編制、学校保健に関
すること。

教育指導室 25-2490 教育活動の支援、指導に関すること。
学力向上推進室 25-2392 児童・生徒の学力向上に関すること。
学校給食管理室 学校給食センター 27-0141 学校給食に関すること。

生涯学習課
文化福祉会館

23-1500
生涯学習の推進、社会教育・家庭教育の推進、
青少年の育成、社会教育施設の管理に関すること。

人権学習室 23-3016 人権学習の推進に関すること。

文化財課 文化財
郷土資料館２階 25-2237 文化財の保存・活用に関すること。

消
防
本
部

消防総務課

佐波二丁目
11-25

23-9901 消防行政の企画、予算、消防団に関すること。

予防課 23-9903
火災予防の啓もう、建築確認申請、防火対象物の検査、
危険物に関すること。り災証明書に関すること。

警防課 23-9918
消防・救急・救助業務に関すること。
救急搬送証明書に関すること。
応急手当の普及啓発に関すること。

通信指令課 24-0119
通信施設の整備計画、通信業務の運用管理、
119 番通報の対応に関すること。

消防署 23-9916 消防業務（消火・救急・救助）に関すること。

　入札検査室 3号館4階 25-2177
市で行う工事の検査、工事・物品の入札契約に関する
こと。

　出納室　会計課 1号館1階 25-2534 現金、金品の出納及び保管に関すること。

　議会事務局 議会棟1階 25-2182
本会議、委員会、議事録、議場の管理、調査及び資料
収集に関すること。

　監査委員事務局 1号館3階 25-2142 市の監査事務に関すること。
　公平委員会 1号館3階 25-2142 市職員の勤務条件に関すること。

　選挙管理委員会事務局 4号館2階 25-2174
国政選挙・県知事・県議会議員・市長・市議会議員等
の選挙事務に関すること。

　農業委員会事務局 2号館1階 25-2146 農地等の利用調整、農地基本台帳に関すること。

　固定資産評価審査委員会
1号館2階
（総務課）

25-2114 固定資産評価額の審査に関すること。

　防府市役所 〒 747-8501 山口県 防府市 寿町7番1号 ☎ 0835-23-2111（代表）
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版

組織名 場所 電話番号 業務内容

産
業
振
興
部

農林水産振興課 5号館1階 25-2136 農業・漁業・林業振興に関すること。
青果市場 29-3452 市場事業に関すること。

農林漁港整備課 5号館2階 25-2131 農道・ため池・漁港・森林の整備に関すること。
地籍調査室 5号館1階 25-2339 地籍調査に関すること。

商工振興課
1号館2階

25-2147
商工業の振興、中小企業への融資、工場等・事業所等
設置奨励制度、勤労者福祉に関すること。

商業・商店街活性化対策室 25-2573 商店街の活性化に関すること。
企業立地推進室 25-2278 企業立地の推進等に関すること。
プレミアム付商品券対策室 25-2233 プレミアム付商品券に関すること。

競輪局 防府競輪場 22-1212 競輪の開催等競輪事業に関すること。
農林業の知と技の拠点連携推進室 5号館1階 25-2235 農林業の知と技の拠点との連携に関すること。

土
木
都
市
建
設
部

道路課

3号館2階

25-2181
道路、橋梁の改良・維持管理・交通安全施設の整備に
関すること。

道路相談室 25-2418 道路、橋梁に関する相談、維持補修に関すること。
法定外公共物管理室 25-2428 法定外公共物の管理に関すること。
幹線道路対策室 25-2463 国・県道関連業務に関すること。

河川港湾課
2号館2階

25-2180
河川等の維持管理、災害復旧工事、水防、港湾に関す
ること。

港湾対策室 25-2467 三田尻中関港に関すること。

都市計画課

3号館3階

25-2435
都市計画の調査・決定・事業の実施、公園・緑地の維
持管理に関すること。

まち並みデザイン室 25-2465 まち並みデザインに関すること。
開発指導室 25-2451 開発行為等の受付審査及び検査に関すること。
中心市街地活性化推進室 25-2443 中心市街地活性化の推進に関すること。

建築課
4号館3階

25-2178
市営住宅の建設・管理・入居申請、市の施設設計・営
繕に関すること。

建築指導室 25-2449 建築確認申請の審査・検査等に関すること。

MEMO:  �

�
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※使用の開始中止、水道料金、下水道使用料など上下水道の使用や料金に関する
　お問い合わせは、お客様センター（☎ 23-2511）へ

上
下
水
道
局

総務課

仁井令町
13-1

23-2512
上下水道局全般の連絡調整、上下水道ビジョン等の
策定、広報広聴に関すること。

財務課 23-2518 上下水道局の予算、決算、財政、収入・支払いに関すること。

業務監理室 23-2561
料金収納・検針委託業務のモニタリング、水道料金・
下水道使用料等の調定、還付等に関すること。

入札検査室 23-2628 上下水道局で行う入札・契約事務及び工事等の検査に関すること。

水道課 23-2514
給配水管の新設・布設替・移設等工事の設計、
監督、修繕等の維持管理、指定業者に関すること。

中央管理室 23-2549 水道施設の維持管理、水道水の水質管理に関すること。

下水道課 25-2438
公共下水道管工事の計画、設計、監督、管路施設の維持管理、
受益者負担金分担金の賦課決定、指定業者に関すること。

施設管理室 25-2415 下水道施設の設計、監督及び維持管理に関すること。

防府市の行政組織案内（令和元年度版）


