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本スクエア内）
016-111-85

3

500
510
513
520
521
540

県出先機関
016

富山総合庁舎
016-121

520
530
534
596
521
542

事務局…………………… 213

事務局長…………………
事務局次長………………
事務局……………………
ＦＡＸ……………………

事務局長…………………
職員課長…………………
職員課……………………
任用課長…………………
任用課……………………
ＦＡＸ……………………

総合県税事務所
所長…………………… 200
次長…………………… 201
企画管理課
課長…………………… 201
総務班………………… 212
管理班………………… 215
ＦＡＸ………………… 590
課税第一課
課長…………………… 220
事業税第一班………… 221
事業税第二班………… 226
軽油引取税班………… 231
課税第二課
課長…………………… 240
不動産取得税第一班… 241
不動産取得税第二班… 247
納税課
課長…………………… 250
主幹…………………… 260
収納第一班…………… 251
収納第二班…………… 261
整理班………………… 271
個人住民税・自動車税対策
班
…………… 281
ＦＡＸ………………… 592
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ＦＡＸ………………… 591
工務第一課
課長…………………… 350
道路改良第一班……… 352
道路改良第二班……… 354
工務第二課
課長…………………… 360
河川班………………… 362
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都市計画班…………… 356
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ＦＡＸ…………………
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ＦＡＸ………………… 384
富山県東部生活自立支援セン
ター
…………… 270
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課長……………………9-2227
企画係…………………9-2981
文化振興係……………9-2668
総合交通課
課長……………………9-2713
新幹線係………………9-2766
地域交通係……………9-2633
広報統計課
課長……………………9-2230
広報係…………………9-2231
広聴係…………………9-2233
統計係…………………9-2234
秘書課
課長……………………9-2238
秘書係…………………9-2239
ＦＡＸ…………………9-2245

016-116-80-41
所長代理…………………9-18
消防防災航空隊長………9-14
消防防災航空隊…………9-10
防災ＦＡＸ………………10

市町村

事務室………………………11
防災ＦＡＸ…………………10

総務部
部長……………………9-2205

新川厚生
センター
魚津支所

総務課
課長……………………9-2301
文書・情報公開係……9-2309
法務係…………………9-2304
危機管理室長…………9-2307
危機管理係……………9-2308
情報公開窓口…………9-2351
ＦＡＸ…………………9-2306

016-123-80-52

016-116-80-42
事務室………………………11
防災ＦＡＸ…………………10
事務室………………………11
防災ＦＡＸ…………………10

人事課
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課長……………………9-2247
人事係…………………9-2248
給与係…………………9-2255
職員厚生係……………9-2236
人材育成係……………9-2256
経営管理室長…………9-2221
経営管理係……………9-2978
財政課
課長……………………9-2314
財政・調査係…………9-2382
資金係…………………9-2381
管財契約課
課長……………………9-2319
管財係…………………9-2313
契約係…………………9-2392
工事検査係……………9-2397
配車・車両係…………9-2328
市民税課
課長……………………9-2355
諸税係…………………9-2592
個人市民税第一係……9-2358
個人市民税第二係……9-2362
法人市民税係…………9-2353
資産税課
課長……………………9-2367
償却資産係……………9-2368
土地係…………………9-2374
家屋係…………………9-2370
納税課
課長……………………9-2383
税制・納税奨励係……9-2386
収入管理係……………9-2390
滞納整理・収納係……9-2335
職員研修所長…………9-2247
産業振興部
部長……………………9-2206
産業企画課
課長……………………9-2400
総務・金融係…………9-2403
新産業創出支援係……9-2406
企業立地推進係………9-2405
ＦＡＸ…………………9-2464
商業雇用課
課長……………………9-2410
商業・中心市街地活性化係
……………9-2429
労政係…………………9-2414
観光交流課
課長……………………9-2415
観光振興係……………9-2416
企画・交流係…………9-2419
農業水産課
課長……………………9-2430
管理係…………………9-2432
農政係…………………9-2433
農産・畜産・水産振興係
……………9-2435
ＦＡＸ…………………9-2441
農地林務課
課長……………………9-2443
土地改良・農村整備係
……………9-2448
林務係…………………9-2442
市民生活部
部長……………………9-2208
地域安全課
課長……………………9-2460
総務係…………………9-2496
交通安全・防犯係……9-2452
環境政策室長…………9-2468
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環境政策係……………9-2466
ＦＡＸ…………………9-2478
共創まちづくり課
課長……………………9-2471
市民相談・消費生活係
……………9-2472
地域自治係……………9-2473
市民共創係……………9-2569
多文化共生室長………9-2246
多文化共生係…………9-2462
市民課
課長……………………9-2480
総務係…………………9-2481
戸籍係…………………9-2483
市民係…………………9-2760
住民記録係……………9-2482
福祉保健部
部長……………………9-2210
社会福祉課
課長……………………9-2500
民生・総務係…………9-2501
障害福祉係……………9-2508
保護係…………………9-2845
ＦＡＸ…………………9-2511
子ども・子育て課
課長……………………9-2514
総務係…………………9-2515
児童係…………………9-2597
家庭支援係……………9-2521
保育・幼稚園室長……9-2514
保育指導係……………9-2520
給食指導係……………9-2519
高齢介護課
課長……………………9-2524
総務係…………………9-2525
資格・給付係…………9-2529
認定審査係……………9-2767
生きがい対策係………9-2527
介護予防・地域ケア推進係
……………9-2758
ねんりんピック推進係
……………9-2769
保険年金課
課長……………………9-2530
総務係…………………9-2531
国保資格・賦課係……9-2538
国保給付・健診係……9-2534
後期高齢者医療係……9-2558
年金係…………………9-2537
都市創造部
部長……………………9-2212
都市計画課
課長……………………9-2700
総務係…………………9-2701
計画係…………………9-2707
市街地整備係…………9-2710
都市再生係……………9-2711
ＦＡＸ…………………9-2799

用地係…………………9-2924

……………9-2675

土木維持課
課長……………………9-2930
管理係…………………9-2931
道路係…………………9-2937
施設係…………………9-2941
河川・港湾係…………9-2944
ＦＡＸ…………………9-2949

選挙管理委員会
事務局長………………9-2205
事務局…………………9-2338

建築住宅課
課長……………………9-2950
住宅政策係……………9-2951
市営住宅係……………9-2953
建築係…………………9-2957
建築設備係……………9-2962

公平委員会
書記長…………………9-2301
書記……………………9-2304

会計課
会計管理者……………9-2202
会計課
課長……………………9-2770
審査係…………………9-2773
出納係…………………9-2774
ＦＡＸ…………………9-2777
上下水道局
上下水道事業管理者…9-2600
総務課
課長……………………9-2620
総務係…………………9-2621
財務係…………………9-2625
経営企画係……………9-2623
ＦＡＸ…………………9-2624
営業課
課長……………………9-2610
料金・負担金係………9-2617
給排水係………………9-2628
水道工務課
課長……………………9-2630
水道計画係……………9-2634
水道整備第一係………9-2638
水道整備第二係………9-2639
下水道工務課
課長……………………9-2740
下水道計画係…………9-2741
下水道整備係…………9-2747
浄化センター係………9-2745
教育委員会
教育長…………………9-2213
総務課
課長……………………9-2650
総務係…………………9-2654
施設管理・学校統合推進係
…………9-2695
ＦＡＸ…………………9-2660
学校教育課
課長……………………9-2661
学務係…………………9-2665
指導係…………………9-2670

花と緑の課
課長……………………9-2721
花と緑係………………9-2726
公園係…………………9-2723

生涯学習・文化財課
課長……………………9-2673
青少年・公民館係……9-2672
文化財保護係…………9-2668

建築指導課
課長……………………9-2751
指導・審査係…………9-2756
宅地開発係……………9-2753

体育保健課
課長……………………9-2674
総務係…………………9-2676
スポーツ振興係………9-2675
学校給食係……………9-2680
企画係…………………9-2267
東京オリンピック・パラリン
ピック推進室長
……………9-2020
東京オリンピック・パラリン
ピック推進係

道路建設課
課長……………………9-2910
総務係…………………9-2911
道路政策係……………9-2912
道路第一係……………9-2916
道路第二係……………9-2915

監査委員
事務局長………………9-2780
事務局…………………9-2782

農業委員会
事務局長………………9-2791
事務局…………………9-2795
議会
事務局長………………9-2810
議事調査課
課長……………………9-2811
総務係…………………9-2814
議事係…………………9-2816
調査係…………………9-2815
ＦＡＸ…………………9-2809
議長……………………9-2800
副議長…………………9-2801
防災ＦＡＸ……………10

魚津市
016-123-80-73
市長…………………… 9-200
副市長………………… 9-201
正副議長室…………… 9-400
企画総務部
部長…………………… 9-204
企画政策課
課長……………………
秘書係…………………
企画係…………………
広報広聴係……………
ＦＡＸ…………………

9-205
9-206
9-208
9-261
9-503

地域協働課
課長……………………
協働推進係……………
市民交流係……………
ＦＡＸ…………………

9-260
9-264
9-265
9-517

総務課
課長……………………
行政行革係……………
職員係…………………
防災係…………………
情報政策係……………
ＦＡＸ…………………

9-220
9-221
9-223
9-232
9-224
9-500

財政課
課長…………………… 9-210
財政係………………… 9-211
管財・契約検査係…… 9-212
税務課
課長……………………
納税係…………………
住民税係………………
資産税係………………
ＦＡＸ…………………

9-130
9-135
9-132
9-134
9-513

民生部
部長…………………… 9-109
市民課
課長…………………… 9-110
市民係………………… 9-111
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医療保険係…………… 9-113
ＦＡＸ………………… 9-508
社会福祉課
課長……………………
福祉係…………………
保護係…………………
高齢福祉係……………
介護保険係……………
ＦＡＸ…………………

9-120
9-121
9-122
9-125
9-128
9-504

こども課
課長……………………
子育て支援係…………
保育係…………………
ＦＡＸ…………………

9-160
9-161
9-166
9-507

環境安全課
課長…………………… 9-180
環境政策係…………… 9-183
生活安全係…………… 9-181
産業建設部
部長…………………… 9-300
商工観光課
課長……………………
商工労働係……………
観光係…………………
交通政策係……………
ＦＡＸ…………………

9-310
9-314
9-311
9-313
9-509

農林水産課
課長……………………
業務林政係……………
農政振興係……………
水産振興係……………
農林整備係……………
ＦＡＸ…………………

9-350
9-361
9-351
9-353
9-362
9-502

建設課
課長……………………
業務係…………………
維持管理係……………
整備改良係……………
用地開発係……………
ＦＡＸ…………………

9-330
9-331
9-338
9-334
9-337
9-514

都市計画課
課長……………………
計画公園係……………
区画整理係……………
建築住宅係……………
ＦＡＸ…………………

9-340
9-341
9-343
9-346
9-516

上下水道局
次長…………………… 9-155
下水道課
課長……………………
業務係…………………
下水道工務係…………
維持保全係……………
ＦＡＸ…………………

9-380
9-381
9-383
9-382
9-512

水道課
課長…………………… 9-155
業務係………………… 9-151
工務係………………… 9-153
会計管理者
会計課
課長…………………… 9-101
出納係………………… 9-102
ＦＡＸ………………… 9-511
議会事務局
局長…………………… 9-402
議事課
課長……………………
庶務係…………………
議事調査係……………
ＦＡＸ…………………

9-403
9-404
9-405
9-505

監査事務局
局長…………………… 9-480
監査係………………… 9-481
宿直室………………… 9-163
防災用ＦＡＸ………… 10

氷見市
016-122-80-74
市長政策・都市経営戦略部
部長……………………9-8006
地方創生政策監………9-2649
防災・危機管理監……9-7110
企画政策策課
課長……………………9-7007
秘書担当………………9-8007
政策推進担当…………9-8011
地域協働推進班………9-8013
広報広聴担当…………9-8012
商工・定住課
課長……………………9-7001
商工振興担当…………9-8105
定住促進担当…………9-8075
芸術文化振興室
室長……………………9-8215
スポーツ振興室
室長……………………9-8446
地域防災室……………9-2267
ＦＡＸ…………………9-8255
まちづくり推進部
部長……………………9-2495
まちづくり推進部参事
……………9-2962
都市・まちづくり政策監
……………9-2904
観光交流・女性応援課
課長……………………9-7033
観光戦略担当…………9-8089
観光地域づくり担当…9-8106
男女参画・縁結び担当
……………9-8190
都市計画課
課長……………………9-8076
都市計画担当…………9-8078
景観形成担当…………9-8078
公共交通担当…………9-2949
海浜植物園・花みどり推進室
室長……………………9-7117
海浜植物園・花みどり推進担
当
……………9-7117
総務部
部長……………………9-8020
総務課
課長……………………9-8022
総務・情報公開担当…9-8024
組織改善・働き方改革担当
……………9-8033
人事・人材評価担当…9-8031
財務課
課長……………………9-8016
財政担当………………9-8015
財産管理担当…………9-8035
契約・検査班…………9-8037
財産管理担当（車両）
……………9-8028
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税務課
課長……………………9-8040
納税推進班……………9-8041
住民税担当……………9-8043
資産税担当……………9-8045
市民部
部長……………………9-7000
福祉介護課
課長……………………9-8112
長寿・生活支援担当…9-8111
障害支援担当…………9-8113
介護保険担当…………9-8066
高齢者支援センター…9-8067
子育て支援課
課長……………………9-8117
子育て応援担当………9-8117
保育サービス担当……9-8116
市民課
課長……………………9-8052
戸籍住民担当…………9-8051
医療保険・年金担当…9-8061
生活相談担当…………9-8010

選挙管理委員会事務局
事務局…………………9-8025
農業委員会事務局
事務局長………………9-8096
事務局…………………9-8096
防災ＦＡＸ……………10

滑川市
016-123-80-75
総務課………………………11
財政課………………………12
市民課………………………13
子ども課……………………14
まちづくり課………………16
宿直…………………………20
防災ＦＡＸ…………………10

黒部市
016-123-80-76

環境・交通防犯課
課長……………………9-8080
環境保全担当…………9-8065
リサイクル推進担当…9-8082
交通・防犯担当………9-8068

市長……………………9-3000
副市長…………………9-3001
議長……………………9-4201

建設農林水産部
部長……………………9-8070

総務企画部
部長……………………9-3100

建設課
課長……………………9-8072
ふるさと保全班長……9-7002
企画管理担当…………9-8071
市道整備担当…………9-8074
能越道等事業調整・用地担当
……………9-8091
能越道対策……………9-8171
建築・住宅担当………9-8079
道の管理担当…………9-7070
治水・治山担当………9-7071
農林業基盤整備担当…9-7011

企画政策課
課長……………………9-3110
公共交通政策班………9-3117
秘書広報（秘書）……9-3011
ＦＡＸ…………………9-4814
秘書広報（広報）……9-3114
企画調整係……………9-3115
情報統計係……………9-3113
国際交流係……………9-3116

農林畜産・いのしし等対策課
課長……………………9-8087
農業・畜産・いのしし等担当
……………9-8086
林業・循環エネルギー振興担
当
……………9-8097
地籍調査担当…………9-8094
水産振興課
課長……………………9-8101
水産業振興担当………9-8102
漁港・事業推進担当…9-7055
会計課
会計管理者……………9-8120
会計課…………………9-8121
議会事務局
局長……………………9-8132
次長……………………9-8131
教育委員会
教育長…………………9-8210
教育次長………………9-8212
教育総務課長…………9-8211
総務企画担当…………9-8211
生涯学習・文化財担当
……………9-8211
学校教育課長…………9-8213
学務担当………………9-8213
指導担当………………9-8213
監査委員事務局
事務局長………………9-8141

総務課
課長……………………9-3130
防災危機管理…………9-3137
行政係…………………9-3131
人事係…………………9-3133
総務管理係……………9-3137
ＦＡＸ…………………9-4815

障がい福祉・保護係…9-1131
地域包括支援センター
……………9-1135
ＦＡＸ…………………9-4819
こども支援課
課長……………………9-1150
保育所・幼稚園班……9-1152
児童福祉係……………9-1154
家庭支援係……………9-1155
ＦＡＸ…………………9-4802
保険年金課
課長……………………9-1120
保険年金係……………9-1121
高齢者医療係…………9-1122
ＦＡＸ…………………9-4806

産業経済部
部長……………………9-2300
理事……………………9-2301
商工観光課
課長……………………9-2310
観光戦略係……………9-2312
山岳公園係……………9-2311
商工労働係……………9-2314
ＦＡＸ…………………9-4808
農業水産課
課長……………………9-2320
農政係…………………9-2325
地域産業・水産振興係
……………9-2321
農政普及係……………9-2323
ＦＡＸ…………………9-4808
農林整備課
課長……………………9-2330
業務係…………………9-2331
みどり振興係…………9-2333
整備係…………………9-2335
ＦＡＸ…………………9-4808
都市建設部
部長……………………9-2200
理事……………………9-2100
建設課
課長……………………9-2130
業務係…………………9-2131
道路河川建設係………9-2133
道路河川維持係………9-2135
ＦＡＸ…………………9-4811

税務課
課長……………………9-1210
市民税係………………9-1215
資産税係………………9-1221
納税係…………………9-1214
ＦＡＸ…………………9-4801

都市計画課
課長……………………9-2110
計画係・都市整備係…9-2111
建築住宅係……………9-2113
ＦＡＸ…………………9-4812

市民環境課
課長……………………9-1110
市民係…………………9-1114
交通防犯係……………9-1111
環境・衛生係…………9-1113
消費生活相談員………9-1112
福祉課
課長……………………9-1130
地域福祉係……………9-1133
高齢福祉係……………9-1142
地域ケア推進係………9-1138

会計管理者（会計課）
課長……………………9-1200
審査係…………………9-1202
会計係…………………9-1202
ＦＡＸ…………………9-4805
防災ＦＡＸ……………10

砺波市
016-124-80-77

会計管理者…………… 9-710
会計課長……………… 9-710
会計課………………… 9-711
議会事務局
事務局長……………… 9-321
事務局………………… 9-322
教育委員会
教育委員会事務局長…
教育総務課長…………
教育総務課……………
ＦＡＸ…………………
生涯学習文化課長……
生涯学習文化課………
スポーツ課長…………
スポーツ課……………

9-521
9-521
9-530
9-780
9-540
9-541
9-522
9-523

第一会議室…………………11
健康増進課
課長……………………9-2850
保険企画係……………9-2851
母子保健係……………9-2853
健康づくり係…………9-2855
介護予防係……………9-2856

財政課
課長……………………9-3120
契約検査班……………9-3123
公共施設総合管理班…9-3121
管財係…………………9-3123
ＦＡＸ…………………9-4815

市民生活部
部長……………………9-1100

管理係…………………9-2521
ＦＡＸ…………………9-4810

区画整理課
課長……………………9-2120
事業調整係……………9-2115
整備推進係……………9-2121
ＦＡＸ…………………9-4812
上下水道経営課
課長……………………9-2510
経営企画係……………9-2511
料金係…………………9-2513
ＦＡＸ…………………9-4810
上下水道工務課
課長……………………9-2520
計画係…………………9-2523
設計係…………………9-2521

7

交換室………………………12
総務課………………………13

警備員室……………… 9-717
防災ＦＡＸ…………… 10

社会福祉課…………………15
市民課………………………16
農地林務課…………………17
土木課………………………18
宿直…………………………20
防災ＦＡＸ…………………10

016-124-80-78
市長…………………… 9-210
副市長………………… 9-212
教育長………………… 9-520
企画政策部
部長…………………… 9-220
企画政策課長………… 9-250
企画政策課…………… 9-252
アウトレット・商工立地課長
…………… 9-261
アウトレット・商工立地課
…………… 9-262
観光振興課長………… 9-731
観光振興課…………… 9-732

産業建設部
部長……………………
農林課長………………
農林課…………………
ＦＡＸ…………………
農業委員会事務局……
建設課長………………
建設課…………………
ＦＡＸ…………………
都市計画課長…………
都市計画課……………
上下水道課長…………
上下水道課……………
ＦＡＸ…………………
民生部
部長……………………
市民課長………………
市民課…………………
生活協働課長…………
生活協働課……………

016-124-80-79
総務課………………………11
防災ＦＡＸ…………………10

小矢部市

総務部
部長……………………
総務課長………………
総務課…………………
ＦＡＸ…………………
財政課長………………
財政課…………………
税務課長………………
税務課…………………
行政監理課長…………
行政監理課……………

南砺市

9-270
9-230
9-232
9-787
9-271
9-222
9-720
9-723
9-235
9-254

9-420
9-410
9-421
9-782
9-411
9-440
9-434
9-786
9-430
9-432
9-760
9-761
9-784

9-750
9-740
9-741
9-751
9-757

射水市
016-122-80-80
市長……………………9-3001
副市長…………………9-3002
企画管理部
部長……………………9-3101
政策推進課
課長……………………9-3110
企画調整係……………9-3114
秘書係…………………9-3111
人事課
課長……………………9-3210
人事係…………………9-3211
給与係…………………9-3217
未来創造課
課長……………………9-3150
地方創生係……………9-3151
広報広聴係……………9-3152
財務管理部
部長……………………9-4101
総務課
課長……………………9-4110
総務・法規係…………9-4119
情報管理係……………9-4111
防災危機管理班………9-4122
財政課
課長……………………9-3250
財政係…………………9-3251
資金・調査係…………9-3252
管財契約課
課長……………………9-4150
管財係…………………9-4151
課税課
課長……………………9-2310
市民税係………………9-2317
資産税係………………9-2321
収納対策課
課長……………………9-2250
納税係…………………9-2256

富

山 県（０１６）

市民生活部
部長……………………9-2101
市民課
課長……………………9-1350
市民窓口係……………9-1361
戸籍住民係……………9-1355
新湊地区センター……9-5910
小杉地区センター……9-5920
大門地区センター……9-5930
下地区センター………9-5940

道路建設課
課長……………………9-5210
建設係…………………9-5211
用地係…………………9-5218
道路・河川管理課
課長 ……………………9-5230
管理係…………………9-5241
道路維持係……………9-5235
道路施設・河川係……9-5232

地域振興・文化課
課長……………………9-2210
協働・男女参画係……9-2211
芸術文化振興係………9-2216

建築住宅課
課長……………………9-5250
住宅係…………………9-5258
建築指導係……………9-5256
施設営繕係……………9-5252
市街地整備班…………9-5257

生活安全課
課長……………………9-2210
交通政策係……………9-2111
生活安全係……………9-2119

上下水道部
部長……………………9-6101

環境課
課長……………………9-2150
環境政策・保全係……9-2151
衛生施設整備推進班…9-2157
福祉保健部
部長……………………9-1101
地域福祉課
課長……………………9-1150
福祉政策係……………9-1161
地域ケア推進係………9-1152
地域支援係……………9-1151
社会福祉課
課長……………………9-1210
障がい福祉係…………9-1211
保護係…………………9-1221
介護保険課
課長……………………9-1110
介護保険管理係………9-1122
認定係…………………9-1111
保険年金課
課長……………………9-1310
国保・年金係…………9-1315
高齢者医療係…………9-1312
子育て支援課
課長……………………9-1250
児童福祉係……………9-1251
保育・幼稚園係………9-1261
産業経済部
部長……………………9-5101
商工企業立地課
課長……………………9-5130
商工労政係……………9-5132
企業立地係……………9-5135
港湾・観光課
課長……………………9-5150
観光振興係……………9-5151
みなとまちづくり係…9-5156
農林水産課
課長……………………9-5110
農政係…………………9-5116
農地林務係……………9-5117
水産係…………………9-5112
都市整備部
部長……………………9-5201
都市計画課
課長……………………9-5270
計画係…………………9-5276
整備係…………………9-5271
地籍係…………………9-5275

上下水道業務課
課長……………………9-6110
上水道業務係…………9-6111
下水道業務係…………9-6151
上水道工務課
課長……………………9-6130
上水道建設係…………9-6131
上水道維持係…………9-6141
下水道工務課
課長……………………9-6160
下水道建設係…………9-6171
下水道維持・普及係…9-6161
会計管理者
会計管理者……………9-1410
会計係…………………9-1411
教育委員会
教育委員会事務局長…9-4201
学校教育課
課長……………………9-4201
総務企画係……………9-4217
学校教育係……………9-4212
生涯学習・スポーツ課
課長……………………9-4310
生涯学習係……………9-4319
文化財係………………9-4312
スポーツ推進係………9-4311
教育センター所長……9-4250
教育センター…………9-4251
選挙管理委員会
事務局…………………9-4116
監査委員事務局
監査委員事務局長……9-4401
監査係…………………9-4402
農業委員会
農業委員会事務局長…9-5102
庶務係…………………9-5171
議会事務局
議会事務局長…………9-4501
議事調査課
課長……………………9-4502
議事調査係……………9-4511
防災ＦＡＸ……………10

舟橋村
016-123-80-81

村長………………………9-20
副村長……………………9-25
教育長室…………………9-66
総務課……………………9-21
生活環境課………………9-22
出納室……………………9-35
教育委員会………………9-49
宿直室……………………9-26
防災ＦＡＸ………………10

上市町
016-123-80-82
町長…………………… 9-200
副町長………………… 9-201
教育長………………… 9-340
総務課
課長…………………… 9-210
職員班………………… 9-202
行政班・防災班……… 9-215
企画課
課長…………………… 9-210
企画班………………… 9-222
情報班………………… 9-221
財務課
課長……………………
参与……………………
管理班…………………
財政班…………………
課税１班………………
課税２班………………
納税班…………………

9-160
9-164
9-163
9-161
9-130
9-133
9-135

町民課
課長……………………
生活環境班……………
医療保険班……………
住基戸籍班……………

9-140
9-181
9-142
9-145

福祉課
課長……………………9-7120
社会福祉班……………9-7121
児童班…………………9-7231
保健班…………………9-7235
看護班…………………9-7177
地域包括支援センター
……………9-7170
産業課
課長……………………
農林整備班……………
農政地籍班……………
農業委員会……………
商工観光班……………

9-360
9-320
9-321
9-327
9-361

建設課
課長…………………… 9-310
建設班………………… 9-311
上下水道班…………… 9-111
会計管理者…………… 9-150
会計課………………… 9-151
教育委員会事務局
局長……………………
学校教育班……………
生涯学習班……………
生涯スポーツ班………

9-341
9-342
9-344
9-348

議会事務局
局長…………………… 9-271
事務局………………… 9-272
宿直室………………… 9-100
防災ＦＡＸ…………… 10

立山町
016-123-80-83

宿直室…………………9-1172
町長……………………9-1200
副町長…………………9-1201
教育長…………………9-1360
秘書室…………………9-1202
教育次長………………9-1369
総務課
課長……………………9-1210
人事係…………………9-1212
行政係…………………9-1211
財政係…………………9-1219
管財係…………………9-1213
企画政策課
課長……………………9-1220
企画広報係……………9-1221
地域振興係……………9-1222
情報管理係……………9-1320
秘書政策係……………9-1204
税務課
課長……………………9-1130
収納管理係……………9-1131
住民税係………………9-1133
資産税係………………9-1135
住民課
課長……………………9-1150
住民係…………………9-1151
環境地域安全係………9-1154
医療保険係……………9-1162
福祉給付係……………9-1164
健康福祉課
課長……………………9-2300
社会福祉係……………9-2303
障害福祉係……………9-2304
児童福祉係……………9-2301
介護予防係……………9-2307
保健センター…………9-2330
水道課
課長……………………9-1121
水道施設係……………9-1120
水道管理係……………9-1122
建設課
課長……………………9-1250
土木施設改良係………9-1256
土木施設維持係………9-1255
建築住宅係・用地係…9-1251
農林課
課長……………………9-1230
農政係…………………9-1234
農業委員会（農地係）
……………9-1235
農地林務係……………9-1231
農村環境係……………9-1231
商工観光課
課長……………………9-1240
商工労働係……………9-1241
観光交流係……………9-1243
企業立地係……………9-1241
会計課
課長……………………9-1101
会計用度係……………9-1102
教育課
課長……………………9-1361
教育企画係……………9-1363
学校教育係……………9-1362
生涯学習係……………9-1365
文化体育係……………9-1367
議会事務局
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局長……………………9-1400
議事調査係……………9-1401
議長室…………………9-1403

防災ＦＡＸ……………10

入善町
016-123-80-84
町長……………………
副町長…………………
教育長…………………
議長・副議長…………

9-100
9-200
9-400
9-401

総務課
課長……………………
秘書広報係……………
総務係…………………
職員係…………………
交通防犯係……………
消防防災係……………

9-210
9-201
9-211
9-212
9-215
9-213

企画財政課
課長……………………
企画政策係……………
財政係…………………
管財係…………………
工事検査班……………

9-220
9-231
9-221
9-223
9-224

税務課
課長……………………
住民税係………………
固定資産税係…………
納税係…………………

9-120
9-122
9-123
9-121

住民環境課
課長…………………… 9-130
住民係………………… 9-131
年金担当・生活安全相談窓口
…………… 9-132
生活環境係…………… 9-134
健康福祉課
課長……………………
地域福祉係……………
高齢福祉係……………
医療保険係……………
保健福祉推進係………
保健センター…………
保健指導係……………
健康増進係……………

9-140
9-141
9-142
9-145
9-147
9-518
9-516
9-517

結婚・子育て応援課
課長……………………
少子化対策係…………
子育て支援係…………
保育所係………………

9-150
9-152
9-153
9-151

がんばる農政課
課長…………………… 9-310
農政係………………… 9-312
農地係………………… 9-314
キラキラ商工観光課
課長…………………… 9-320
商工観光係…………… 9-321
水産・深層水係……… 9-322
建設課
課長……………………
業務用地係……………
道路河川係……………
農林係…………………

9-330
9-331
9-333
9-335

住まい・まちづくり課
課長……………………
都市計画係……………
住宅・公園係…………
簡易水道・下水道係…

9-340
9-345
9-341
9-343

富

山 県（０１６）
通信指令係………… 9-245

会計管理者…………… 9-110
会計係………………… 9-111
教育委員会事務局
局長……………………
学校教育係……………
生涯学習・スポーツ係
……………
男女共同参画・文化係
……………

9-350
9-351
9-353
9-355

議会事務局
局長…………………… 9-410
議事係………………… 9-411
調査係・監査係……… 9-412
電話交換室…………… 9-421
宿直室………………… 9-164
防災ＦＡＸ…………… 10

朝日町
016-123-80-85
総務政策課…………………11
健康課………………………12
農林水産課…………………13
建設課………………………14
宿直…………………………20
防災ＦＡＸ…………………10

富山市消防局
016-116-80-91
消防局長……………… 9-360
次長…………………… 9-361
総務課
課長…………………
主幹（企画・調整）
……………
主幹（人事）………
課長代理……………
庶務係………………
管理係………………
人事教養係…………
ＦＡＸ………………
予防課
課長…………………
主幹…………………
予防係………………
設備係………………
安全係………………
ＦＡＸ………………

9-210
9-219
9-211
9-213
9-217
9-212
9-215
9-265

9-220
9-221
9-222
9-225
9-227
9-266

警防課
課長………………… 9-230
主幹（防災・技術指導担当）
…………… 9-232
主幹（救急・技術指導担当）
…………… 9-231
施設装備係………… 9-233
警防救助係………… 9-235
救急救助係………… 9-234
ＦＡＸ……………… 9-267
通信指令課
課長…………………
主幹…………………
課長代理……………
指令係………………
ＦＡＸ………………

9-240
9-241
9-242
9-251
9-268

防災ＦＡＸ…………… 10

防災ＦＡＸ…………… 10

射水市消防本部
016-122-80-93
消防長………………… 9-201
次長…………………… 9-202
通信指令室…………… 9-104

消防長………………… 9-210
次長…………………… 9-211
総務課
課長…………………
主幹…………………
企画係………………
教養係………………
庶務係………………
消防団係……………

9-212
9-213
9-214
9-215
9-216
9-219

予防課
課長…………………
主幹…………………
予防係………………
危険物係……………
調査係………………

9-220
9-221
9-224
9-223
9-222

警防課
課長…………………
主幹…………………
消防係………………
機械係………………
救急救助係…………

消防本部
016

9-230
9-231
9-232
9-233
9-234

通信指令課
課長………………… 9-240
主幹………………… 9-241

9-100
9-110
9-121
9-120
9-121
9-140
9-141
9-143
9-110
9-131
9-197
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総務課
課長………………… 9-250
総務係……………… 9-251
人事教養係………… 9-252

立山町消防本部

防災課
課長………………… 9-240
課長補佐…………… 9-242
消防団係…………… 9-241

指令…………………………11
庶務…………………………12
防災ＦＡＸ…………………10

射水消防署長………… 9-203
射水消防副署長……… 9-210
警防課
課長…………………
主幹…………………
課長補佐……………
庶務係………………
救急係………………
救助係………………

9-210
9-215
9-211
9-216
9-212
9-217

予防課
課長…………………
主幹…………………
危険物係……………
設備係………………
指導係………………

9-230
9-220
9-224
9-225
9-221

防災ＦＡＸ…………… 10

富山県東部消防
組合消防本部
016-123-80-94

高岡市消防本部
016-122-80-92

消防長…………………
次長……………………
会計課長………………
総務課長………………
総務課…………………
警防課長………………
警防課…………………
通信係…………………
予防課長………………
予防課…………………
ＦＡＸ…………………
防災ＦＡＸ……………

指令室…………………… 11
防災ＦＡＸ……………… 10

氷見市消防本部
016-122-80-95
指令…………………………11
庶務…………………………12
防災ＦＡＸ…………………10

新川地域
消防本部
016-123-80-96
指令…………………………11
庶務…………………………12
防災ＦＡＸ…………………10

砺波地域消防
組合消防本部
016-124-80-97
消防本部

9

016-123-80-98

