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課長補佐（総括）………4911
総務………………………4913
4914
4915
予算………………………4918
4919
経理室長（副参事）……4921
経理室……………………4922
4924
4925
4926
打合応接室………………6593
ＯＡ機器室………………6536
ＦＡＸ……………………4929

企画経営室

施設課

政務調査課

課長………………………4970
首席検査監………………4976
技佐兼課長補佐（技術総括）
…………4971
技術管理…………………4978
施設管理…………………4972
4973
4974
施設整備…………………4975
4977
4979
第１会議室………………4906
第２会議室………………4907
応接室……………………6592
ＦＡＸ……………………4989

課長………………………5640
課長補佐（総括）………5641
法務………………………5642
5643
調査………………………5644
5645
5646
5647
ＦＡＸ……………………5629
主査兼図書室長…………5649
図書室……………………5650
5651
ＦＡＸ（図書室）………5659

教育庁

病院局
病院事業管理者室………6500
局長室……………………6501
秘書………………………6507

経営管理課
課長………………………6511
課長補佐（総括）………6513
庶務………………………6516
6520
人事・給与………………6548
6518
6549
財務………………………6514
6517
企画室長…………………6512
企画室……………………6515
6521
ＦＡＸ……………………6519
県立病院ＩＴ推進室長…6846
県立病院ＩＴ推進室……6845
ＦＡＸ……………………6519

議会事務局
事務局長室………………5602
秘書室長…………………5616
秘書室……………………5617
5618
秘書室受付………………5874
運転手控室………………5818
ＦＡＸ（秘書室）………5628

総務課

室長………………………4930
副参事（経営計画）……4936
室長補佐（総括）………4931
企画員……………………4932
4933
経営………………………4937
4938
4939
ＦＡＸ……………………4929

次長室……………………5610
課長補佐（総括）………5611
総務………………………5612
5613
5621
5622
5623
ＦＡＸ（事務室）………5629

業務課

議事課

課長………………………4950
課長補佐（総括）………4951
上水………………………4952
4953
4954
工水………………………4957
4958
4959
ＦＡＸ……………………4989

課長………………………5630
課長補佐（総括）………5631
議事………………………5632
5633
5634
委員会……………………5637
記録………………………5638
ＦＡＸ……………………5629
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教育委員室………………5100
委員控室…………………5120
教育長室…………………5101
総務企画部長……………5102
学校教育部長……………5103
教育企画監兼教育政策室長
………………5140
企画………………………5142
5143
5144
秘書………………………5107
会議室……………………5106
ＦＡＸ……………………5159
就学前教育・家庭教育推進室長
………………5127
就学前教育・家庭教育推進室
………………5128
5131
5132
ＦＡＸ……………………5134

総務課
参事兼課長………………5110
副参事兼課長補佐（総括）
………5111
総務………………………5112
5113
5114
給与………………………5115
5116
5117
5118
5119
教育委員会………………5121
5124
5125
5126
調査・広報………………5147
5148
5150
5151
5152
人権教育室長……………5129
人権教育室………………5130
ＦＡＸ……………………5139

財務課
課長………………………5160
課長補佐（総括）………5161
財務………………………5162
5163
5164
5165
5169
5170
財産管理…………………5166
5167
5168
施設………………………5171
5172

5173
助成………………………5176
5177
5180
ＦＡＸ……………………5189

義務教育課
課長………………………5210
課長補佐（総括）………5212
副参事……………………5211
管理………………………5213
5214
5215
人事………………………5218
5219
5220
5222
指導………………………5221
5223
5224
5225
5226
5228
生徒指導推進室長………5216
生徒指導推進室…………5227
5229
ＦＡＸ……………………5239

高校教育課
課長………………………5240
副参事……………………5241
課長補佐（総括）………5242
管理………………………5243
5244
5245
6045
人事………………………5254
5255
5256
指導………………………5252
5258
5259
5260
5261
5263
生徒指導推進班…………5265
5262
高校教育改革推進室長…5246
高校教育改革推進室……5247
5248
5251
5253
ＦＡＸ……………………5269

特別支援教育課
課長………………………5270
課長補佐（総括）………5271
管理………………………5273
5272
人事・計画………………5278
5275
指導………………………5279
5281
5280
5298
ＦＡＸ……………………5289
教員免許…………………5274
5276
5286
ＦＡＸ（免許担当）……5285

生涯学習課
課長………………………5310
副参事兼課長補佐（総括）
………5311
管理………………………5315
5313
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5314
振興………………………5316
5317
5318
5319
学習支援…………………5320
5321
5322
5323
ＦＡＸ……………………5339

保健体育課
課長………………………5340
課長補佐（総括）………5341
管理………………………5342
5343
5344
学校体育…………………5352
5353
5354
スポーツ推進……………5359
5360
5361
国体競技力向上対策室長
………5362
室長補佐（総括）………5358
総務企画…………………5363
競技力向上対策…………5364
健康教育推進室長………5345
学校保健・安全…………5347
5348
5346
5349
5355
学校給食…………………5351
5356
ＦＡＸ……………………5369

福利厚生課
課長………………………5410
課長補佐（総括）………5411
管理………………………5412
5413
5414
厚生・貸付………………5417
5418
5419
5430
短期給付…………………5422
5423
5424
年金………………………5426
5427
5428
6366
6368
教職員相談室……………5438
ＦＡＸ（福利）…………5439

警察本部
公安委員会（総務課）…6400
本部長……………………6401

警務部
部長………………………6410
総務課……………………6411
総務課（課長）…………6412
警務課（人事）…………6414
警務課（企画）…………6423
警務課（給与）…………6424
厚生課……………………6415
会計課……………………6416
会計課（予算）…………6417
会計課（管財）…………6418
会計課（監査室）………6422
会計課（中央監視室）…6425
教養課……………………6419
情報管理課………………6421
監察室……………………6420
県民安心センター
（広報広聴室）…………6413

生活安全部
部長………………………6430
生活安全総務課…………6431
少年課……………………6433
生活環境課………………6434

地域部
地域課……………………6436
通信指令課………………6437

刑事部
部長………………………6440
刑事総務課………………6441
捜査第一課………………6444
捜査第二課………………6445
組織犯罪対策課…………6446
薬物銃器対策課…………6435
鑑識課……………………6447
科学捜査研究所…………6448

交通部
部長………………………6450
交通総務課………………6451
交通指導課………………6452
交通規制課………………6453

警備部
部長………………………6460
公安課……………………6461
警備課……………………6463
外事課……………………6462

調査………………………5526
5527
監査第二課長……………5530
普通会計監査・企業会計監査
……………5531
5532
5533
ＦＡＸ……………………5539

人事委員会事務局

008

委員室……………………5504
事務局長室………………5505
次長兼総務課長…………5540
職員課長…………………5541
総務課……………………5544
5547
5548
5549
職員課……………………5543
5552
5553
5554
ＦＡＸ……………………5559

労働委員会事務局
事務局長…………………5509
次長兼総務調整課長……5560
総務調整課………………5561
5562
5563
審査課……………………5566
5567
5568
ＦＡＸ……………………5579

茨城海区漁業調整委員
会事務局
事務局長…………………4062
事務局……………………4083
ＦＡＸ……………………4089

内水面漁場管理委員会
事務局

部外

008

008

生活環境部関係

東京事務所
048-300

消防安全課
防災航空室
120
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災航空室長……………8401
防災航空隊長……………8402
防災航空隊・庶務係……8403
〃
・訓練係……8404
〃
・運航管理…8400
防災ＦＡＸ………………8450

農林水産部
008
森林土木課大子分室
(大子合同庁舎)

148
■■■ 内線電話 ■■■
大子分室長……………… 200
大子分室………………… 201
202
203
204
大子林業指導所………… 300
301
302

事務局……………………4062
4083
ＦＡＸ……………………4089

土木部関係

収用委員会事務局

008

事務局長…………………2220
事務局……………………2240
2243

土木事務所

常陸大宮土木事務所
大子工務所

148
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
防災ＦＡＸ………………8450

各種行政委員会

文化課
課長………………………5440
副参事……………………5452
課長補佐（総括）………5441
管理………………………5442
5443
芸術文化…………………5444
5445
5454
有形・無形文化財………5449
5450
5451
埋蔵文化財………………5446
5447
5448
5453
ＦＡＸ……………………5469

県出先機関

■■■ 内線電話 ■■■
所長……………………… 100
次長兼契約用地課長…… 110
庶務兼経理……………… 111
112
用地……………………… 121
122
123
124
道路河川整備課
課長……………………… 130
担当……………………… 131
132
133
134
道路管理課
課長……………………… 140
担当……………………… 141
142
150

選挙管理委員会事務局
書記長……………………2450
庶務担当…………………2453
選挙担当…………………2460
2461
2462
選挙担当（ＦＡＸ）……2489

監査委員事務局
代表監査委員……………5501
委員室……………………5500
事務局長室………………5503
次長兼監査第一課長……5520
総務・企画………………5521
5522
5523

7

事務室…………………9-2408
ＦＡＸ…………………9-2409
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市町村
008
水戸市
200
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災・危機管理課………8400
防災ＦＡＸ………………8450
災害対策本部室…………8401
■■■ 内線電話 ■■■
地域安全課……………… 643
245
秘書課…………………… 305
政策企画課……………… 310
みとの魅力発信課……… 332
総務法制課……………… 315
財政課…………………… 386
市民生活課……………… 275
環境課…………………… 341
建設計画課……………… 402
都市計画課……………… 426
下水道管理課…………… 443

日立市
201
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
生活安全課長…………… 514
防災対策室長…………… 517
防災対策室……………… 337
340

土浦市
202
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
総務課……………………2010
危機管理室……………2009
社会福祉課………………2430
生活安全課………………2490
広報広聴課………………2396
道路課……………………2416
都市計画課………………2013
日直・当直室……………2614

古河市
203
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災交通課………………8400
３階特別会議室…………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
市長………………………2000
副市長……………………2001
市長公室長………………2100
秘書広報課長……………2110
広報・秘書係……………2111
2112
2113
2114
2115
企画課長…………………2120

2121
行政経営・地方創生……2122
2123
行政改革係………………2124
広域行政 国際交流 姉妹都市
………2125
2126
2127
情報統計課長……………2440
（統計係分室）
情報管理係………………2241
2242
2243
2244
統計係……………………2441
（統計係分室）
2442
2443
2444
茨城計算センター………2245
2246
2247
2248
2249
子ども局長………………3300
子育て支援課長…………3310
3311
3312
3316
3313
3314
3315
子ども入園課長…………3320
3321
子ども対策係……………3322
3323
子育て対策係……………3324
3325
3326
3327
総務部長…………………2200
総務部参与………………2275
総務課長…………………2210
総務・法制係……………2211
2212
2213
2214
職員課長…………………2220
福利厚生研修・研修厚生係
………2221
2222
2223
2224
契約検査課長……………2330
2331
契約係・検査係…………2333
2334
危機管理課長……………2230
2231
2232
2233
財政部長…………………2300
財政部理事………………2301
財政課長…………………2310
2311
財政係……………………2312
2313
2314
財政課（財政分室）……2315
財産活用課長……………2320
財産活用・施設管理係…2321
2322
2323
2324
生活安全部長……………2400
市民協働課長……………2430
2431
市民活動支援・自治振興係
………2432
2433
2434
2435
2436
2401
人権・男女共同参画室長2438

人権推進係………………2439
男女共同参画係…………2437
市民総合窓口課長………2410
窓口係……………………2411
2413
2412
2414
2415
戸籍係……………………2451
2452
2453
2454
国保年金係………………2420
年金係……………………3111
国保係……………………3112
医療福祉係………………3113
3114
税・福祉・相談係………2423
2424
2425
2426
2427
防災環境局長……………2270
防災環境局参事…………2274
防災交通課長……………2260
消防保安係………………2265
2266
防災係……………………2267
2268
交通係……………………2261
2262
防災係……………………2263
2264
施設管理課長……………5110
（中央公民館）
5111
5112
5113
5114
会計課長…………………2910
審査係……………………2911
2912
出納係……………………2913
2914
選管・監査・公平委員会
固定資産評価委員会
事務局長・選挙管理委員会
………5310
選挙管理委員会…………5311
監査委員会………………5312
西南広域事務組合………5410
（本庁舎４階）
5411
5412
新館 会議室E …………6305
第２庁舎会議室１………6401
第２庁舎会議室２………6402
第２庁舎会議室３………6403
第２庁舎会議室４………6404
第３庁舎多目的室………2460
ふるさと館１階…………3210
ふるさと館２階…………3200

石岡市
204
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災対策課………………8400
会議室１…………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
市長公室
室長…………………… 220
次長…………………… 221
秘書広聴課
課長…………………… 210
課長補佐……………… 217
担当（秘書広聴）……… 211
212
216
担当（広報）…………… 213
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214
218
行革推進課
課長……………………
課長補佐………………
担当……………………
総務部
部長……………………
次長……………………
総務課
課長……………………
課長補佐(行政)………
担当……………………

401
402
411
204
206

250
259
254
255
課長補佐(人事)……… 257
担当…………………… 251
252
253
防災対策課
課長…………………… 256
課長補佐……………… 258
担当…………………… 256
258
契約検査課
課長…………………… 260
課長補佐……………… 271
担当…………………… 262
263
情報政策課
課長…………………… 450
課長補佐……………… 451
担当…………………… 451
452
財務部
部長…………………… 236
理事兼庁舎建設担当… 203
次長兼庁舎建設担当… 232
財政課
参事兼財政課長……… 232
課長補佐……………… 233
担当…………………… 231
234
管財課
管財課長兼
庁舎建設担当………… 230
課長補佐兼
庁舎建設担当………… 238
担当…………………… 415
担当(ふるさと納税)… 511
副参事兼
庁舎建設推進室長…… 239
担当…………………… 229
税務課
参事兼課長…………… 108
課長補佐(市民税)…… 176
担当…………………… 114
115
116
課長補佐(資産税)…… 175
担当…………………… 117
118
119
収納対策課
課長…………………… 110
課長補佐……………… 105
担当…………………… 111
112
113
166
生活環境部
部長…………………… 171
次長…………………… 168
生活環境課
課長…………………… 128
課長補佐……………… 102
担当…………………… 129
144
146
169
まちづくり協働課
課長…………………… 509
課長補佐……………… 140
担当…………………… 141
142

市民課
課長…………………… 167
課長補佐……………… 120
担当…………………… 123
124
125
126
139
保険年金課
参事兼課長…………… 130
課長補佐
(国保・国保給付)…… 161
担当(国保)…………… 131
135
136
担当(国保給付)……… 132
143
147
164
課長補佐
(後期高齢・医療年金) 137
担当(後期高齢)……… 134
145
担当(医療年金)……… 133
138
保健福祉部
部長…………………… 103
次長兼福祉事務所長… 160
社会福祉課
課長…………………… 158
副参事(人権推進)…… 464
課長補佐
(社会福祉・障害福祉) 157
担当…………………… 152
156
162
183
245
課長補佐(生活保護)… 463
担当…………………… 241
242
243
244
高齢福祉課
課長…………………… 149
担当…………………… 106
153
介護保険室
課長補佐兼室長……… 165
課長補佐……………… 106
担当…………………… 106
109
148
154
155
165
こども福祉課
課長…………………… 150
課長補佐……………… 151
担当…………………… 159
163
172
173
174
経済部
部長……………………1140
次長……………………1141
商工課
課長…………………… 484
課長補佐……………… 413
担当…………………… 482
483
485
地籍調査課
課長…………………… 480
担当…………………… 486
487
観光課
課長……………………1130
課長補佐………………1131
担当……………………1132
1133
1134
1135
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1136
農政課
課長……………………1156
課長補佐
(林政・土地改良)……1142
担当……………………1143
1144
1147
課長補佐(農政)………1150
担当……………………1145
1146
1151
1152
1153
1154
1155
都市建設部
部長…………………… 215
次長…………………… 205
都市計画課
課長…………………… 286
課長補佐
(街路整備・公園)…… 277
担当…………………… 266
287
292
293
課長補佐(都市計画)… 277
担当…………………… 292
293
課長補佐(駅周辺整備) 290
担当…………………… 265
建築住宅指導課
課長…………………… 421
課長補佐……………… 420
担当…………………… 422
423
424
425
426
道路建設課
課長(石岡)…………… 274
課長補佐……………… 209
担当…………………… 272
275
278
279
副参事(八郷)…………1210
課長補佐………………1211
担当……………………1212
1213
1214
1215
下水道課
課長……………………1221
課長補佐………………1222
担当……………………1220
1225
1226
1227
1228
会計課
理事兼会計管理者…… 101
課長…………………… 461
担当…………………… 180
181
182
195
197
八郷総合支所
支所長…………………1330
市民窓口課
課長……………………1110
課長補佐………………1122
担当……………………1111
1112
1113
1123
1124
1125
1126
1128
総務課
課長……………………1331

課長補佐………………1332
1335
担当……………………1333
1334
1337
1338
教育委員会
教育長…………………1200
部長……………………1270
次長……………………1271
参事……………………1266
教育総務課
課長……………………1250
副参事…………………1267
課長補佐………………1252
担当(庶務)……………1253
1254
1255
1259
1261
担当(施設) ………… 1256
1257
指導室
室長……………………1260
担当……………………1262
1263
1264
1265
スポーツ振興課
課長……………………1230
課長補佐………………1231
課長補佐兼
国体推進室長…………1234
担当……………………1232
1233
文化振興課
課長……………………1320
課長補佐………………1321
担当……………………1322
1323
1324
生涯学習課
課長……………………1360
課長補佐………………1361
担当……………………1362
1363
1364
1365
1366
中央公民館
館長……………………1600
課長補佐………………1601
担当……………………1602
1603
農業委員会事務局
局長……………………1350
課長……………………1351
課長補佐………………1353
担当……………………1352
1353
監査委員事務局
理事兼事務局長………1340
課長補佐………………1342
担当……………………1341
議会事務局
事務局長………………1420
庶務議事課
課長……………………1423
課長補佐………………1422
担当……………………1421
1422

市民生活部長……………
保健福祉部長……………
産業経済部長……………
都市建設部長……………
会計管理者………………
議会事務局長……………
教育部長…………………
秘書課長…………………
総務課長…………………
防災安全課長……………
土木課長…………………
区画整理課長……………
水道課長…………………

龍ケ崎市
206
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

■■■ 内線電話 ■■■
市長公室長……………… 231

内線電話

■■■
内線番号

下妻市
207
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
受付窓口…………………1331
市長公室…………………1200
総務部……………………1300
建設部……………………1700
消防交通課………………1330
下妻消防署………………1154

常総市
208
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
市長公室長………………3300
秘書課……………………3200
防災危機管理課
課長……………………2200
危機管理係……………2210
2220
総務部長…………………3600
市民生活部長……………2100
保健福祉部長……………4100
経済環境部長……………2300
都市建設部長……………2600
会計管理者………………1400
議会事務局長……………4500
教育部長…………………8200
石下支所長………………8000
大会議室（災害対策本部）
4526
4527

結城市
205
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450

163
125
180
260
104
303
621
205
267
170
238
294
651

常陸太田市
209
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災対策課………………8400
大会議室２………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■
秘書課

内線電話

9

■■■

課長………………… 334
秘書係……………… 335
総務部
総務部長……………… 328
総務課
課長………………… 327
総務行政係………… 339
人事係……………… 338
防災対策課
課長………………… 350
防災係……………… 351
財政課
課長………………… 320
財政係……………… 318
契約管財課
課長………………… 333
契約検査係………… 324
管財係……………… 322
税務課
課長………………… 250
資産税係…………… 207
市民税係…………… 211
収納課
課長………………… 210
収納係……………… 203
管理係……………… 206
政策企画部
政策企画部長………… 340
企画課
課長………………… 310
企画係……………… 311
調整係……………… 347
少子化・人口減少対策課
課長………………… 313
少子化・人口減少対策係
…… 314
情報政策課
課長………………… 300
情報推進係………… 305
広報広聴係………… 303
国体推進室
室長………………… 353
国体推進係………… 354
市民生活部
市民生活部長………… 115
市民課
課長………………… 121
市民窓口係………… 122
戸籍係……………… 120
市民協働推進課
課長………………… 216
市民安全係………… 170
市民協働推進係…… 217
環境政策課
課長………………… 111
生活環境係………… 109
環境企画係………… 110
放射能対策室……… 180
出納室
会計管理者…………… 127
出納係……………… 124
保健福祉部
保健福祉部長………… 140
保険年金課
課長………………… 116
国保係……………… 112
年金医療係………… 117
社会福祉課
課長………………… 152
社会福祉係………… 141
生活支援係………… 147
障害福祉係………… 143
子ども福祉課
課長………………… 151
子ども家庭係……… 161
保育係……………… 146
高齢福祉課
課長………………… 108
高齢福祉係………… 144
介護保険係………… 154
介護認定係………… 153
商工観光部
商工観光部長………… 650
商工振興・企業誘致課

課長………………… 620
商工振興・企業誘致係
…… 621
農政部
農政部長……………… 600
農政課
課長………………… 610
農地計画係………… 614
農地振興係………… 611
販売流通対策課
課長………………… 660
生産流通振興係…… 661
建設部
建設部長……………… 220
建設課
課長………………… 215
用地管理係………… 223
改良係……………… 231
維持補修係………… 209
都市計画課
課長………………… 230
計画整備係………… 229
区画整理推進室…… 226
建築住宅課
課長………………… 239
建築開発指導室…… 234
市営住宅係………… 241
農業委員会
事務局長…………… 631
農地係……………… 632
議会事務局
局長………………… 430
総務係……………… 431
議事係……………… 432
上下水道部
上下水道部長………… 510
水道総務課
課長………………… 516
総務企画係………… 512
料金係……………… 511
水道施設課
課長………………… 515
水道施設係………… 505
下水道課
課長………………… 520
業務係……………… 521
工務施設係………… 522
教育委員会
教育次長……………… 530
教育総務課
課長………………… 535
企画総務係………… 536
学校教育係………… 562
庁舎
大会議室……………… 329
守衛室………………… 134

高萩市
210
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
１階会議室………………8400
危機対策課………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
危機対策課……………… 372
373

北茨城市
211
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
受付窓口………………… 338
宿直室…………………… 103
福祉事務所長…………… 120

茨
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社会福祉課………………
保険年金課………………
会計課……………………
市民福祉部長……………
市民課……………………
まちづくり協働課………
健康づくり支援課………
税務課……………………
収納課……………………
市長公室長………………
秘書課……………………
人事課……………………
企画政策課………………
都市建設部長……………
建設課……………………
地籍調査課………………
下水道課…………………
都市計画課………………
農業委員会事務局………
水道部長…………………
業務課……………………
施設課……………………
議会事務局………………
総務部長…………………
総務課……………………
総務係………………
防災安全係…………
管財係………………
契約検査室…………
301防災センター …
財政課……………………
環境産業部長……………
生活環境課………………
商工観光課………………
農林水産課………………
教育次長…………………
生涯学習課………………
学校教育課………………
教育総務課………………
監査委員事務局…………

130
180
140
170
171
190
194
150
160
220
201
221
230
260
240
270
261
280
290
110
111
115
310
330
320
321
339
331
335
390
340
350
370
360
380
410
430
440
450
470

笠間市
212
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
市長公室長……………… 222
総務部長………………… 203
市民生活部長…………… 130
福祉部長………………… 152
保健衛生部長…………… 137
産業経済部長…………… 521
都市建設部長…………… 577
会計管理者……………… 100
議会事務局長…………… 302
教育次長………………… 371
秘書課
課長…………………… 223
秘書係………………… 224
企画政策課
課長…………………… 550
行政経営課
課長…………………… 590
FAX …………………… 361
総務課
課長…………………… 204
総務（危機管理室）… 205
総務（総務・選挙）… 206
総務（文書法制）…… 208
FAX …………………… 360
財政課
課長…………………… 216
契約検査室…………… 219
資産経営課
課長…………………… 570
税務課
課長…………………… 109
FAX …………………… 352

収税課
課長……………………
市民活動課
課長……………………
市民活動（市民活動）
市民活動（防犯交通）
FAX ……………………
市民課
課長……………………
環境保全課
課長……………………
環境保全（環境保全）
環境保全（廃棄物）…
社会福祉課
課長……………………
（障害・在宅支援）…
（社会福祉）…………
（保護）………………
FAX …………………
子ども福祉課
課長……………………
（児童支援・幼保）…
（児童支援・保育）…
高齢福祉課
課長……………………
（介護）………………
（認定）………………
（在宅高齢・包括）…
保険年金課
課長……………………
（国保・国保税）……
（年金・後期高齢）…
（医療福祉）…………
FAX ……………………
農政課
課長……………………
（農業振興）…………
（農林整備）…………
（農政企画）…………
商工観光課
課長……………………
（商工振興）…………
（観光・事業・施設）
建設課
課長……………………
（事業調整・営繕）…
（整備第１）…………
（整備第２）…………
FAX …………………
都市計画課
課長……………………
（施設）………………
（計画・開発）………
管理課
課長……………………
（道路管理）…………
（用地管理）…………
（施設）………………
まちづくり推進課
課長……………………
学務課
課長……………………
（総務）………………
（学務）………………
（指導室）……………
FAX……………………
生涯学習課
課長……………………
（文化振興）…………
（生涯学習）…………
FAX……………………
スポーツ振興課
課長……………………

■■■

131
132
134
353
145
124
125
127
153
154
157
158
355
161
162
163
169
170
173
174
138
139
141
143
354
523
526
529
540
509
510
516
500
501
503
505
356
585
586
588
579
580
582
575
536
372
373
376
378
387
380
381
384
386
390

取手市
213
◆◆◆

防災電話

内線電話

117

◆◆◆

安全安心対策課…………8400
３０２会議室……………8401
防災ＦＡＸ………………8450

■■■
内線番号

牛久市
214
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
社会福祉課………………1710
道路建設課………………2510
道路維持課………………2570
市長公室(政策秘書課)…3200
交通防災課………………1681

つくば市
215
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
危機管理課………………8400
防災会議室1…………… 8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
危機管理課………………… 1
社会福祉課………………… 2
道路維持課………………… 3
企画・国際課……………… 4

ひたちなか市
216
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
災害対策本部事務局……8400
防災会議室１……………8401
生活安全課防災ＦＡＸ…8450
■■■ 内線電話 ■■■
市長公室
秘書課
課長…………………1210
担当…………………1211
広報広聴課
課長…………………1150
広報担当……………1151
広聴担当……………1153
企画部
企画部長………………1301
企画調整課
課長…………………1310
担当…………………1311
統計係………………1315
情報政策課
課長…………………2210
担当…………………2211
総務部
総務部長………………1202
総務課
課長…………………1240
総務係………………1241
文書法制係…………1244
人事課
課長…………………1250
人事担当……………1251
安全衛生担当………1253
共済会………………1254
研修担当……………1255
行政改革推進室……1256
財政課
課長…………………1230
担当…………………1231
管財課
課長…………………1220
管財係………………1221
契約係………………1225
工事検査室…………1271
税務事務所

10

税務事務所長…………3110
市民税課
課長…………………3120
税制担当……………3126
市民税担当…………3121
資産税課
課長…………………3110
土地係………………3114
家屋係………………3111
償却資産係…………3113
収税課
課長…………………1160
管理係………………1161
徴収係………………1162
収納対策室…………1164
市民生活部
市民生活部長…………3201
副部長…………………3202
市民活動課
課長…………………3220
担当…………………3221
空家等対策推進室…3225
女性生活課
課長…………………3230
担当…………………3231
消費生活センター…3233
生活安全課
課長…………………3210
危機管理・防災担当
………3211
交通安全担当………3212
交通安全教育指導員
………3213
災害対策本部会議室
防災会議室１……7390
防災会議室２……7391
防災会議室３……7392
市民課
課長…………………1170
窓口担当……………1171
戸籍担当……………1172
記録担当……………1175
パスポート担当……1168
スポーツ振興課
課長…………………2110
担当…………………2111
国体推進課
課長…………………2114
担当…………………2115
福祉部
福祉部長………………1102
国保年金課
課長…………………1180
国保係………………1181
医療係………………1183
年金係………………1185
介護保険課
課長…………………7240
課長補佐……………7241
賦課給付Ｇ…………7242
認定Ｇ………………7247
福祉事務所
福祉事務所長…………7200
社会福祉課
課長…………………7201
社会係………………7202
福祉係………………7204
障害福祉課
課長…………………7210
担当…………………7211
高齢福祉課
課長…………………7230
担当…………………7231
児童福祉課
課長…………………7220
家庭児童相談室……7221
児童福祉係…………7223
保育係………………7225
経済環境部
経済環境部長…………1302
農政課
課長…………………1330
土地改良係…………1331
農業振興係…………1332

地籍調査室…………1335
商工振興課
課長…………………1340
工業担当……………1341
商業担当……………1342
観光振興課
課長…………………1345
観光振興課…………1346
観光協会……………1198
環境保全課
課長…………………3310
環境対策係…………3311
環境保全係…………3312
廃棄物対策課
課長…………………3320
施設担当……………3323
ごみ対策担当………3325
衛生担当……………3327
建設部
建設部長………………6201
道路建設課
課長…………………6220
庶務担当……………6221
建設担当……………6222
用地室………………6231
道路管理課
課長…………………6110
管理係………………6111
路政係………………6113
維持補修係…………6116
河川課
課長…………………6410
管理係………………6413
整備係………………6411
住宅課
課長…………………6210
営繕係………………6211
住宅係………………6212
下水道課
課長…………………6310
業務管理係…………6311
計画係………………6316
工務係………………6317
都市整備部
都市整備部長…………1304
都市計画課
課長…………………1360
計画係………………1361
工務係………………1363
公園緑地課
課長…………………1380
施設管理係…………1381
緑化推進係…………1383
建築指導課
課長…………………1350
審査係………………1351
指導係………………1353
区画整理事業所
区画整理事業所長……1303
区画整理事業課
課長…………………1370
担当…………………1371
区画整理一課
課長…………………6510
担当…………………6511
区画整理二課
課長…………………6515
担当…………………6516
会計管理者………………1101
出納課
課長…………………1140
出納係………………1141
審査係………………1143
教育委員会
教育次長…………………7301
教育担当参事…………7302
総務課
課長…………………7303
担当…………………7304
文化財室……………7307
施設整備課
課長…………………7310
担当…………………7311
学務課
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課長…………………7320
学務係………………7321
保健係………………7325
指導課
課長…………………7330
担当…………………7331
外局
議会事務局
局長…………………4201
事務局………………4211
監査委員事務局
局長…………………6401
事務局………………6420
農業委員会事務局
局長…………………1326
事務局………………1327
警備員室（夜間代表）…1900

鹿嶋市
217
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
交通防災課………………… 1
災害対策室………………… 2
総務課……………………… 3
秘書広報課………………… 4

潮来市
218
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課……………………8400
２階会議室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

内線電話

■■■
内線番号

守谷市
219
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

内線電話

■■■
内線番号

常陸大宮市
220
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
受付窓口………………… 112

那珂市
221
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災課……………………8400
防災無線室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
行財政改革推進室
室長…………………… 571
行革・監査Ｇ………… 572

企画部
企画部長……………… 421
秘書広聴課
課長………………… 422
秘書Ｇ……………… 423
広報Ｇ……………… 425
市民相談室
室長………………… 116
市民相談Ｇ………… 117
政策企画課
課長………………… 431
政策企画Ｇ………… 436
地方創生Ｇ………… 438
情報政策Ｇ………… 432
総務部
総務部長……………… 512
総務課
課長………………… 513
総務Ｇ……………… 514
職員Ｇ……………… 516
財政課
課長………………… 521
財政Ｇ……………… 522
契約・管財Ｇ……… 524
税務課
課長………………… 161
資産税Ｇ…………… 162
市民税Ｇ…………… 165
収納課
課長………………… 171
収納Ｇ……………… 172
瓜連支所
支所長………………8181
支所窓口Ｇ…………8182
市民生活部
市民生活部長………… 471
市民協働課
課長………………… 261
市民活動Ｇ………… 262
市民課
課長………………… 151
戸籍・窓口Ｇ……… 152
環境課
課長………………… 446
環境Ｇ……………… 447
消費生活センター…… 118
防災課
課長………………… 441
防災Ｇ……………… 442
原子力Ｇ…………… 445
保健福祉部
保健福祉部長………… 121
社会福祉課
課長………………… 122
生活福祉Ｇ………… 123
障がい者支援Ｇ…… 126
こども課
課長………………… 251
子育て支援Ｇ……… 252
家庭児童相談室…… 256
介護長寿課
課長………………… 131
高齢者支援Ｇ……… 132
介護保険Ｇ………… 134
保険課
課長………………… 141
保険・年金Ｇ……… 142
健康推進課 …………… 531
産業部
産業部長……………… 231
農政課
課長………………… 232
農業振興Ｇ………… 235
農村整備Ｇ………… 234
商工観光課
課長………………… 241
商工観光Ｇ………… 243
建設部
建設部長……………… 311
土木課
課長………………… 312
建設Ｇ……………… 333
維持Ｇ……………… 316
管理Ｇ……………… 315

都市計画課
課長………………… 351
都市計画Ｇ………… 353
都市整備Ｇ………… 355
建築課
課長………………… 341
開発指導Ｇ………… 342
住宅・営繕Ｇ……… 344
上下水道部
上下水道部長…………8361
水道課
課長…………………8362
工務・管理Ｇ………8364
総務Ｇ………………8367
下水道課
課長…………………8371
工務・管理Ｇ………8374
業務Ｇ………………8373
教育委員会教育部
教育部長………………8272
学校教育課
課長…………………8273
総務・再編Ｇ………8275
学務・施設Ｇ………8276
指導室………………8277
生涯学習課
課長…………………8281
社会教育Ｇ…………8282
国体推進室…………8287
会計管理者
会計課
課長………………… 111
出納Ｇ……………… 112
議会事務局
事務局長……………… 223
総務・議事Ｇ………… 224
農業委員会事務局
事務局長……………… 239
農地Ｇ………………… 240

筑西市
222
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
消防防災課………………8400
災害対策室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
代表………………………… 1

坂東市
223
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
交通防災課…………… 8400
ＦＡＸ………………… 8450
■■■ 内線電話 ■■■
交通防災課…………… 1311
1312
1313

稲敷市
224
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
政策調整部
部長………………………2615
秘書広聴課 課長・補佐
……………2618
秘書広聴課………………2616
2617
2619
2621

11

2622
政策企画課
課長………………………2610
補佐………………………2611
政策調整…………………2612
企画………………………2614
統計………………………2613
企業誘致・人口減少対策室
室長…………2604
企業誘致…………………2609
人口減少対策……………2608
総務部
部長………………………2422
総務課 課長……………2427
総務課 補佐……………2425
2428
総務課 人事……………2425
2426
総務課 行政……………2428
総務課 庶務……………2429
財政課 課長……………2605
財政課 補佐……………2606
2607
管財課 課長……………2520
管財課 補佐……………2520
2421
2422
2423
公共施設再編室
室長・補佐………………2435
2436
危機管理課
課長・補佐………………2501
2502
2503
2504
2505
市民生活部
部長………………………2202
市民協働課 課長………2138
市民協働課 補佐………2139
2140
2141
2142
東支所
所長・補佐 ……………5101
5100
5102
5103
5104
5105
新利根地区センター
所長………………………3101
3100
3102
3103
桜川地区センター
所長………………………4100
4101
4102
4103
市民窓口課 課長………2205
市民窓口課 補佐………2208
2206
2207
2209
税務課 課長……………2223
税務課 補佐……………2221
税務課 住民税…………2224
2225
2226
2227
税務課 資産税…………2219
2220
2222
収納課 課長……………2233
収納課 補佐……………2229
2230
2231
2232
2234
2235
2236
2237

環境課
環境課
環境課

課長……………2315
補佐……………2318
環境保全………2319
廃棄物対策……2316
2317
保健福祉部
部長………………………2120
社会福祉課 課長………2129
社会福祉課 補佐………2134
2135
2136
2137
2132
2133
社会福祉課人権推進室
……………2130
生活福祉課 課長………2143
生活福祉課 補佐………2144
2145
2146
2147
高齢福祉課 課長………2115
高齢福祉課 補佐………2121
高齢福祉課 補佐………2122
2118
2116
2117
2118
2119
2123
2124
地域包括支援センター
……………2125
2126
2127
2128
保健年金課 課長………2214
保健年金課 補佐………2215
補佐………2217
保健年金課 国保………2210
2211
2212
2213
保健年金課医療年金……2216
2218
健康増進課 課長………2980
健康増進課 補佐………2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
産業建設部
部長………………………2334
建設課 課長……………2329
建設課 補佐……………2327
建設課 補佐……………2332
建設課 補佐……………2337
建設課 土木……………2335
2336
2338
建設課 維持……………2330
2331
2333
建設課 管理・地籍……2325
2326
2328
農政課 課長……………2306
農政課 補佐……………2307
農政課 補佐……………2313
農政課 農政企画………2311
2312
2314
農政課 農林水産………2308
2309
2310
商工観光課 課長………2432
商工観光課 補佐………2433
2434
都市計画課 課長………2320
都市計画課 補佐………2321

茨

城 県（００８）

2322
2323
2324
会計課 課長……………2101
会計課 補佐……………2003
2102
2103
上下水道部
水道課……………………2960
2961
下水道課 課長・補佐
……………2970
下水道課 補佐…………2971
下水道課 整備…………2974
2975
下水道課 管理…………2972
2973
教育委員会
教育総務 部長…………2402
教育学務課 課長………2408
教育学務課 補佐………2406
教育学務課 補佐………2411
教育学務課………………2407
2409
2410
2412
2413
2414
教育委員会指導室 室長
……………2403
教育委員会指導室………2404
2405
こども家庭課 課長……2106
こども家庭課 補佐……2109
2107
2108
2110
生涯学習課 課長………2417
生涯学習課 補佐………2415
生涯学習課………………2416
2418
2419
2420
2421
2423
2424
議会事務局 局長………2701
議会事務局 補佐………2702
議会事務局 ……………2703
農業委員会事務局
局長………2301
補佐………2304
農業委員会事務局 ……2302
2303
2305
監査委員事務局 局長
……………2602
監査委員事務局…………2603

かすみがうら市
225
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課……………………8400
防災センター研修室……8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
総務課 防災安全室……1527
1525
1526
災害対策本部……………1541
秘書広聴課………………1203
都市整備課………………2601
社会福祉課………………1161
農林水産課………………2501
下水道課…………………5121

桜川市
226
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
２階………………………8400
３階会議室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

内線電話

■■■
内線番号

神栖市
227
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災安全課………………8400
301会議室……………… 8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
防災安全課……………… 522
市民生活課…………… 71501
秘書課…………………… 122
道路整備課……………… 633
社会福祉課…………… 70364
農林課…………………… 825
水道課…………………… 682

行方市
228
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課防災交通Ｇ………8400
総務課……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
総務課防災交通Ｇ………216
総務課……………………213
財産管理課………………355
政策秘書課………………252
総合戦略課………………365
北浦保健センター
(健康増進課)……………482
玉造保健センター
(地域包括支援ｾﾝﾀｰ)……430
水道課……………………453

鉾田市
229
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課防災交通係………8400
２階大会議室……………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
総務部長…………………1220
総務課長…………………1221
行政,人事 ……………1222
1223
情報文書………………1224
1225
防災交通………………1283
1284
秘書広聴長………………1210
秘書,広報広聴 ………1211
1212
企画課長…………………1300
企画調整,総合戦略 …1302
1303
地域振興,統計 ………1301
財政課長…………………1230
財政……………………1232
契約検査,管財 ………1231
1233
市民部長…………………1170
市民課長…………………1150

市民……………………1153
戸籍……………………1151
管理……………………1152
ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ ………………1154
税務課長…………………1180
市民税…………………1183
1184
固定資産税(土地)……1185
1181
固定資産税(家屋)……1182
収納課長…………………1171
課長補佐………………1177
管理,収納 ……………1172
1175
収納……………………1173
1174
保険年金課長……………1120
国保賦課………………1121
1122
国民年金,ﾏﾙ福 ………1126
1127
国保給付………………1123
1124
生活環境課長……………1130
環境，廃棄物対策……1133
1134
不法投棄対策…………1131
1132
産業経済部長……………1160
産業経済課長……………1161
農政企画,農業振興 …1163
1165
1166
畜産林務,ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 1162
1164
商工観光課長……………1140
観光振興,商工労政 …1141
1142
消費生活ｾﾝﾀｰ…………1535
地籍調査課長……………1552
地籍調査………………1551
管理……………………1553
地籍調査(大洋)………3501
3502
3503
建設部長…………………1270
道路建設課長……………1271
道路整備,道路維持 …1277
1278
道路維持,用地管理 …1275
1276
用 地 整 理 , 合 併 道 路 推 進 1273
1274
都市計画課長……………1260
都 市 計 画 , 都 市 施 設 , 建 築 1261
1262
健康福祉部長……………1560
社会福祉課長……………1561
社会福祉………………1581
1564
1565
障害福祉………………1562
1563
保護室長…………………1566
保護,庶務 ……………1567
1569
子ども家庭課長…………1568
子育て支援……………1572
1579
家庭福祉………………1570
1571
子 育 て 世 代 包 括 支 援 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 1540
1541
1542
介護保険課長……………1573
介護保険………………1575
1576
1577
高齢福祉………………1590
1591
地域包括支援ｾﾝﾀｰ……1590
1591
1592
健康増進課長……………1530
12

保健予防………………1531
健康増進,保健施設 …1532
健康増進………………1533
旭保健ｾﾝﾀｰ……………2511
2512
2513
大洋保健ｾﾝﾀｰ…………3802
旭市民ｾﾝﾀｰ長……………2100
ｾﾝﾀｰ長補佐……………2116
管理G(生活安全,管理)2121
2122
2123
総合窓口G(市民戸籍) 2114
総合窓口G(国保税務) 2112
2113
総合窓口G(福祉年金) 2110
2111
大洋市民ｾﾝﾀｰ長…………3001
管理G(生活安全,管理)3201
3202
総合窓口G(市民戸籍) 3104
3105
総 合 窓 口 G ( 国 保 税 務 , 福 祉 年 金 ) 3101
3102
3103
会計管理者………………1101
出納,審査 ……………1102
教育部長…………………2200
教育総務課長……………2210
庶務……………………2211
2212
2213
2214
施設管理………………2223
新 し い 学 校 づ く り 推 進 室 長 2210
新 し い 学 校 づ く り 推 進 , 施 設 整 備 2211
2212
2213
2214
指導課長…………………2221
指導……………………2222
2223
生涯学習課長……………2231
生涯学習………………2232
生涯学習,文化振興 …2233
ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 振 興 , 体 育 施 設 管 理 2234
国体推進室長……………2231
国体推進………………2232
2233

( 仮 称 ) 市 民 交 流 館 開 設 準 備 室 長 1701
管理運営,施設整備 …1701
1702
中央公民館長……………1500
事業,庶務 ……………1501
1502
大洋公民館事務室………3801
図書館長…………………1521
奉仕……………………1520
議会事務局長……………1310
庶務,議事調査 ………1311
農業委員会事務局長……1250
農政,農地 ……………1251
1252
本庁舎2階大会議室 ……1287
本庁舎3階第二会議室 …1326
本庁舎3階第三会議室 …1323
福祉事務所2階A会議室…1583
福祉事務所2階B会議室…1585
旭総合支所2階会議室 …2242
ふる里見聞館……………3904
3905

つくばみらい市
230
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
安心安全課………………8400
防災本部室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450

■■■ 内線電話 ■■■
政策秘書課………………1100
みらいまちづくり課……1200
会計課……………………6100
議会事務局………………6200
農業委員会………………6300
警備員室…………………9104
総務課……………………2100
財政課……………………2200
税務課……………………2300
収納課……………………2400
安心安全課………………2500
産業経済課………………3100
市民サポート課…………3200
生活環境課………………3300
市民窓口課（伊奈）……3400
市民窓口課（谷和原）…3450
社会福祉課………………4100
こども福祉課……………4200
介護福祉課………………4300
国保年金課………………4400
健康増進課………………4500
都市計画課………………5100
建設課……………………5200
上下水道課………………5300
学校教育課………………7100
生涯学習課………………7300
伊奈公民館………………7400
谷和原公民館……………7450
総合運動公園……………7550
図書館……………………7500
伊奈給食センター………7200
谷和原給食センター……7250

小美玉市
231
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災管理課………………8400
第三会議室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
防災管理課………………1011
市長公室…………………1220
企画財政部………………1230
総務部……………………1280
市民生活部………………1010
保健衛生部………………1100
福祉部……………………3210
産業経済部………………1150
都市建設部………………1400
会計課……………………1180
小川総合支所……………2100
玉里総合支所……………3100
教育委員会………………2201
議会事務局………………1300
水道局……………………6200

茨城町
232
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課……………………8400
政策会議室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
総務課防災・危機管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ
217

大洗町
233
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
生活環境課………………8400
災害対策本部……………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話
町長公室

■■■
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室長………………………210
参事………………………204
室長補佐…………………217
政策推進係………………217
秘書係……………………211
212
広報広聴係………………212
情報政策係………………218
まちづくり推進課
課長………………………215
地域創生･総合戦略振興官…216
地域振興係………………213
214
財政係……………………221
222
総務課
課長兼行政経営推進室長… 230
主任専門員………………220
人事係……………………231
232
行政係……………………233
299
管財係……………………223
224
税務課
課長………………………140
町民税係…………………141
142
固定資産税係……………144
145
収納対策係………………143
146
住民課
課長………………………111
窓口係……………………113
116
管理係……………………112
114
国民健康保険係…………157
158
159
高齢医療年金係…………157
158
159
福祉課
課長………………………150
社会福祉係………………151
152
高齢者支援係……………153
介護保険係………………155
156
172
こども課
課長………………………160
子育て支援係……………161
163
生活環境課
課長………………………240
主任専門員………………247
生活環境係………………245
244
243
地域安全安心係…………241
246
都市建設課
課長………………………250
主任専門員………………255
建設管理係………………251
252
計画開発係………………255
256
地籍調査係………………253
用地対策係………………261
262
上下水道課
課長………………………320
上水道係…………………321
324
325
272
下水道係…………………271
322
323
農林水産課

課長………………………340
主任専門員………………343
農政振興係………………341
342
水産振興係………………344
商工観光課
課長………………………330
商工労政係………………331
観光係……………………332
333
学校教育課
課長………………………350
学校教育係………………352
353
指導室……………………351
358
会計課
課長………………………100
会計係……………………102
103
議会事務局
局長………………………301
書記………………………302
生涯学習課
課長………………………355
社会教育係………………354
359
文化振興係………………356
スポーツ振興係…………357
348
国体準備室………………357
348

城里町
234
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課……………………8400
庁議室……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
議会事務局局長………… 302
議会事務局……………… 303
304
総務課課長……………… 210
課長補佐………………… 211
総務課…………………… 212
213
216
217
総務課地域防災室……… 214
215
まちづくり戦略課課長… 201
課長補佐………………… 220
まちづくり戦略課……… 222
223
224
225
227
228
229
財務課課長……………… 230
課長補佐………………… 231
財務課…………………… 232
233
234
235
236
農業政策課課長………… 250
課長補佐………………… 241
251
農業政策課……………… 242
252
253
254
都市建設課課長………… 260
課長補佐………………… 261
都市建設課……………… 264
265
266
277

下水道課課長・補佐……
下水道課…………………

水道課課長………………
課長補佐…………………
水道課……………………

会計課課長………………
課長補佐…………………
会計課……………………
町民課課長………………
課長補佐…………………
町民課……………………

税務課課長・補佐………
税務課……………………

税務課収納対策室………

福祉こども課課長………
課長補佐…………………
福祉こども課……………

健康保険課課長…………
課長補佐…………………
健康保険課………………

常北保健福祉ｾﾝﾀｰ………
長寿応援課課長…………
課長補佐…………………
長寿応援課………………
地域包括支援ｾﾝﾀｰ………
教育委員会事務局局長…
局長補佐…………………
教育委員会事務局………

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ城里…………

278
279
270
271
272
273
274
275
280
282
281
283
284
101
102
103
111
110
112
113
114
115
116
120
122
123
124
121
125
126
130
131
132
133
134
140
141
142
143
144
560
150
150
153
154
152
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
500

東海村
235
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災原子力安全課………8401
防災対策本部……………8400
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
防災原子力安全課………1524

大子町
236
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課……………………8400
会議室……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
総務課…………………… 222
まちづくり課…………… 241
観光商工課……………… 241

13

財政課…………………… 271
町民課…………………… 111
福祉課…………………… 131
税務課……………………
会計課……………………
建設課……………………
農林課……………………
生活環境課………………
包括支援センター………
健康増進課………………
議会事務局………………

141
154
511
531
541
521
611
322

美浦村
237
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課……………………8400
２階会議室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

内線電話

■■■
内線番号

阿見町
238
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
交通防災課………………8400
３０１会議室……………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
社会福祉課………………162
道路公園課………………245
交通防災課………………277

河内町
239
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
総務課……………………8400
大会議室…………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
受付窓口 …………………121
河内町役場（受付）…… 1-9

八千代町
240
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
消防交通課………………8400
防災無線室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
秘書公室長………………5010
総務部長…………………5011
消防交通課
課長……………………3400
防災危機管理室………3410
企画財務部長……………5012
保健福祉部長……………5013
産業建設部長……………5014
会計管理者………………1600
議会事務局長……………4100
農業委員会事務局長……2100
教育次長…………………5015
警備員室（閉庁時）……1000

五霞町
241
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401

防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
生活安全課……………… 303
302
産業課…………………… 262
都市建設課……………… 293
健康福祉課……………… 236
警備室…………………… 208

境町
242
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
総務課……………………1354
住民課……………………1163
防災安全課………………1267
社会福祉課………………1134
介護福祉課………………1153
保険年金課………………1145
子ども未来課……………1194
建設課……………………1266
農業政策課………………1206
水道課……………………1217
下水道課…………………1236

利根町
243
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
企画財政課………………8400
総務課……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

内線電話

■■■
内線番号

茨

城 県（００８）

消防機関
008

救急救助係……………
庶務係…………………
予防係…………………
受令室……………………
作戦本部室………………

240
250
251
151
361

水戸市消防本部
800

石岡市消防本部
540

■■■ 内線電話 ■■■
消防総務課
課長………………… 1-211
ＦＡＸ……………… 1-235
火災予防課
課長………………… 1-221
消防救助課
課長………………… 1-241
ＦＡＸ……………… 1-248
救急課
課長………………… 1-245

◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信室……………………8400
会議室……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450

日立市消防本部
820
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
指令室……………………8400
３階講堂…………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 300
次長……………………… 310
総務課
課長…………………… 317
課長補佐（財務）…… 318
課長補佐（庶務）…… 311
課長補佐（人事教養） 313
警防課
課長…………………… 320
担当課長……………… 321
課長補佐（救急）…… 322
課長補佐（救助）…… 323
課長補佐（消防係）… 500
課長補佐（指令係）… 328
指令台………………… 351
予防課
課長…………………… 340
担当課長……………… 341
課長補佐（査察指導係） 344
調査広報係…………… 342
危険物係……………… 346

土浦市消防本部
530
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
受令室……………………8400
作戦本部室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 300
次長……………………… 301
総務課
課長…………………… 303
総務係………………… 310
財務係………………… 311
警防救急課
課長…………………… 304
警防係………………… 330
救急救助係…………… 331
予防課
課長…………………… 305
危険物係……………… 350
予防係………………… 351
土浦消防署
署長…………………… 200
副署長………………… 221
222
消防係………………… 230

■■■ 内線電話 ■■■
消防次長………………… 205
総務課
庶務担当……………… 215
管理担当……………… 212
地域消防担当………… 216
予防課
指導担当……………… 232
危険物担当…………… 233
警防課
消防担当……………… 251
救急救助担当………… 252
情報通信担当………… 300
石岡消防署……………… 100

常陸太田市
消防本部
550
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
南消防署・通信統制室…8400
消防課
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 200
総務課
総務課長………………… 201
総務施設係……………… 202
消防課
消防課長………………… 211
予防係…………………… 214
警防係…………………… 212
南消防署
署長…………………… 220
副署長………………… 221
消防係………………… 224
救急係………………… 222
救助係………………… 226
通信統制室…………… 100

北茨城市消防本部
565
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信指令室………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
通信指令室……………… 101
消防長…………………… 200
総務課
課長…………………… 210
庶務係………………… 211
通信指令係…………… 211
警防課
課長…………………… 220
警防・救助係………… 221
救急係………………… 221
予防課
課長…………………… 230
予防係………………… 231
危険物係……………… 231
消防署
署長…………………… 100

副署長…………………
庶務係…………………
予防係…………………
警防・救助係…………
救急係…………………
通信指令係……………
消防団
消防団長………………
消防分団………………
防災研修室………………

504
130
140
150
160
120
300
301
310

笠間市消防本部
570
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 300
総務課
課長…………………… 311
課長補佐……………… 241
経理係長……………… 312
庶務係………………… 240
経理係………………… 242
ＦＡＸ………………… 398
警防課
課長…………………… 320
課長補佐……………… 321
救急救助係…………… 322
警防係………………… 323
情報通信室…………… 341
342
ＦＡＸ………………… 399
予防課
課長…………………… 330
課長補佐……………… 331
査察指導係…………… 332
危険物規制係………… 310
災害対策室……………… 345
消防団本部室…………… 314
笠間消防署
次長兼署長室………… 200
第１係副署長………… 211
第２係副署長………… 210
第１係中隊長………… 213
第２係中隊長………… 212
多目的ホール…………… 351

取手市消防本部
580
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信室……………………8400
二階会議室………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 201
次長兼総務課長………… 210
総務課
庶務係………………… 212
施設装備係…………… 213
予防課
予防課長……………… 220
予防係………………… 222
危険物係……………… 223
警防課
警防課長……………… 230
警防課長補佐………… 232
警防係………………… 233
取手署
署長…………………… 101
副署長………………… 110
120
庶務係………………… 111
消防係………………… 121
予防係………………… 122

14

救助係………………… 131
救急係………………… 132
通信係………………… 252
253

つくば市消防本部
810
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
指令室……………………8400
消防災害対策室…………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
中央消防署受付………… 102
総務課…………………… 215
予防広報課……………… 227
地域消防課……………… 232
警防課…………………… 243
消防指令課……………… 304

緊急消防援助隊
つくば市衛星可搬

818 819

地域消防（団）………
警防課
課長……………………
課長補佐………………
警防係…………………
予防課
課長……………………
予防係…………………
常陸大宮市東消防署
署長……………………
１部副署長……………
２部副署長……………
３部副署長……………
署事務室………………

205
202
206
207
208
209

100
101
105
111
102
106
112
通信室…………………… 211
212

那珂市消防本部
595
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450

（局番のみ）

ひたちなか･東海
広域事務組合
消防本部
840
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
大会議室…………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 121
次長……………………… 122
総務課
課長…………………… 127
課長補佐……………… 123
総務課………………… 125
予防課
課長…………………… 132
副参事………………… 171
予防課………………… 131
通信指令課
課長…………………… 277
副参事………………… 278
通信指令室…………… 222
274
280
消防団
事務室………………… 284
笹野消防署
署長…………………… 150
副参事………………… 152
副署長………………… 151
笹野消防署…………… 142

常陸大宮市
消防本部
590
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 200
総務課
課長…………………… 201
課長補佐……………… 203
庶務係………………… 204

■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 20
総務課
課長…………………… 21
課長補佐……………… 23
総務係………………… 24
予防課
課長…………………… 25
課長補佐……………… 29
指導係………………… 27
危険物係……………… 28
地域育成係…………… 57
警防課
課長…………………… 22
課長補佐……………… 26
救急救助係…………… 54
消防団係……………… 56
情報管理室
情報管理室…………… 72
事務室………………… 75
東消防署
署長…………………… 30
副署長………………… 31
副署長………………… 32
総務係………………… 40
予防係………………… 36
警防係………………… 35
救急係………………… 39
救助係………………… 44
通信係………………… 41
西消防署
受付…………………… 55

かすみがうら市
消防本部
600
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信室………………… 8400
警防課………………… 8401
防災ＦＡＸ…………… 8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長………………… 100
次長…………………… 113
消防総務課
課長………………… 111
課長補佐…………… 112
消防総務課………… 114
警防課
課長………………… 121
課長補佐…………… 122
警防課……………… 123
173

茨

城 県（００８）

警防課通信指令係…
予防課
課長…………………
課長補佐……………
予防課………………
西消防署
署長…………………
西消防署……………

東消防署
署長…………………
東消防署……………

171
172
131
132
133
200
252
253
254
255
256
257
300
312
313
314
315

大子町消防本部
620
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信指令室………………8400
事務室……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
通信指令室……………… 50
消防長室………………… 20
署長……………………… 21
警防課…………………… 23
消防課…………………… 26
予防課…………………… 29

高萩市消防本部
560

小美玉市
消防本部
605
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長………………… 100
次長…………………… 101
総務課
課長………………… 110
地域消防係………… 111
庶務係……………… 112
警防課
課長………………… 120
警防係……………… 121
救急・救助係……… 122
予防課
課長…………………
130
危険物係……………
131
予防係………………
132
小川消防署
署長…………………
200
副署長………………
210
総務係………………
220
警防係………………
230
予防係………………
240
受付…………………
260
美野里消防署
受付…………………
280
玉里消防署
受付…………………
290

茨城町消防本部
610
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

内線電話

■■■
内線番号

大洗町消防本部
615
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

内線電話

■■■
内線番号

◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信室……………………8400
受付………………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
受付……………………… 201
202
通信室…………………… 240
242
消防長…………………… 233
消防次長………………… 220
消防総務課
課長…………………… 222
課長補佐……………… 221
223
228
警防課
課長…………………… 220
課長補佐……………… 230
予防課
課長…………………… 224
課長補佐……………… 226
225
消防署
署長…………………… 210
次席…………………… 211
消防署………………… 213
213
214
215
216
217
218

鹿島地方事務
組合消防本部
690
◆◆◆

防災電話

◆◆◆

警防課（指揮指令Ｇ）…8400
本部会議室（災対本部）
…8401
防災ＦＡＸ………………8450

茨城西南広域
消防本部
630
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信指令課………………8400
古河消防署………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 200
消防次長………………… 205
総務課…………………… 211

企画課…………………… 221
警防課…………………… 231
予防課…………………… 241

8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■

筑西広域
消防本部
650
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信指令室………………8400
事務室……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 301
消防次長………………… 302
総務課長………………… 303
警防課長………………… 304
予防課長………………… 305
通信指令課長…………… 402
総務課…………………… 306
警防課…………………… 308
予防課…………………… 310
通信指令室……………… 405
筑西消防署長…………… 201
筑西消防署副署長……… 202

常総広域
消防本部
670
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450
■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 200
消防次長………………… 201
指揮隊事務室…………… 240
241
通信操作室……………… 242
243
総務課
課長…………………… 230
課長補佐……………… 231
総務係………………… 232
警防課
課長…………………… 220
課長補佐……………… 221
警防係………………… 222
予防課
課長…………………… 210
課長補佐……………… 211
予防係………………… 212
水海道消防署
受付…………………… 140
署長…………………… 100
副署長………………… 130
総務係………………… 131
警防係………………… 121
予防係………………… 111
北出張所……………… 310
絹西出張所…………… 350
守谷消防署
受付…………………… 320
南守谷出張所………… 340
つくばみらい消防署
受付…………………… 370
谷和原出張所………… 330
東部出張所…………… 360

鹿行広域
消防本部
680
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
指揮情報室………………8400
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内線電話

■■■
内線番号

防災関係機関
008

稲敷広域
消防本部
830

陸上自衛隊
施設学校
850

◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
通信指令課………………8400
警防課……………………8401
防災ＦＡＸ………………8450

◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
警備課事務室……………8400
8402
8403
当直指令室………………8401
機器室……………………8404
第２科 偵察室 …………8405
防災ＦＡＸ………………8450

■■■ 内線電話 ■■■
消防長…………………… 200
次長兼総務課長………… 201
総務課…………………… 204
予防課長………………… 207
予防課…………………… 209
救急課長………………… 260
救急課…………………… 213
警防課長………………… 210
警防課…………………… 217
指揮隊長………………… 214
指揮隊事務……………… 250
通信指令課長…………… 225

航空自衛隊第7航空団

百里基地
851
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災電話…………………8400
8401
防災ＦＡＸ………………8450

茨城海上保安部
853
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
指令室……………………8400
8402
警備救難課………………8401
防災ＦＡＸ………………8450
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター

核燃料ｻｲｸﾙ
工学研究所
883
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
防災管理棟1階
ｼｽﾃﾑ機器室………………8400
正門警備所………………8401
ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ燃料警備所 ……8402
再処理警備所……………8403
田向門警備所……………8404
防災管理棟1階防災FAX…8450
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

884
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
緊急時現地対策所………8400
総務第一課………………8401
中央警備室………………8402
緊急時対策所
防災ＦＡＸ……………8450
国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

大洗研究
開発センター
885
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
安全情報交流棟2階
通報責任者室……………8400
危機管理課………………8401
緊急時対策所……………8402
8403

茨

城 県（００８）

8404
防災ＦＡＸ………………8450

日本原子力発電㈱
東海第二発電所
886
◆◆◆ 防災電話 ◆◆◆
緊急対策本部室…………8400
原子力館機械室…………8401
防護本部…………………8402
監視所……………………8403
総務課
防災ＦＡＸ……………8450
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