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建築営繕課 

（県庁小橋町庁舎３階） 
 
課長………………………5950 

参事（検査担当）………5952 

参事（技術担当）………5951 

副課長……………………4391 

（庶務）…………………4399 

企画・審査………………5957 

建築………………………5962 

           5963 

設備………………………5968 

ＦＡＸ……………………5969 

 

住宅課 
 
課長………………………4460 

副課長……………………4461 

管理………………………9357 

           9356 

整備………………………9359 

計画………………………9360 

（庶務）…………………4476 

ＦＡＸ……………………4477 

 

出納局 

 

出納局長…………………4500 

 

会計課 
 
課長………………………4510 

総務………………………9362 

（庶務）…………………4512 

審査指導…………………9363 

9364 

出納決算…………………9366 

9365 

ＦＡＸ……………………4530 

 

内部事務課 
 
課長………………………4540 

給与管理…………………9368 

支出管理…………………9371 

（庶務）…………………4563 

新給与システム開発班…9370 

ＦＡＸ……………………4580 

 

用度課 
 
課長………………………4590 

（庶務）…………………4596 

管理………………………9375 

           9374 

ＦＡＸ……………………4600 

調達………………………9376 

           9377 

（分）用品倉庫…………4610 

（分）入札室……………4611 

 

 

企業局 

（県庁分庁舎３階） 

公営企業管理者…………5500 

局長………………………5501 

次長………………………5502 

 

総務企画課 
 
課長………………………5510 

総務………………………9379 

（庶務）…………………5512 

経理………………………9380 

ＦＡＸ……………………5840 

 

経営推進室 
 
室長………………………5520 

           9381 

           9382 

            

施設課 
 
課長………………………5530 

発電………………………9383 

工業用水…………………9384 

土木………………………9385 

            

 

議会 

 

議長………………………5315 

応接室……………………5317 

副議長……………………5318 

応接室……………………5320 

事務局長…………………5300 

次長（総務課長）………5301 

 

総務課 
 
課長代理…………………5302 

総務係……………………9388 

（庶務）…………………5311 

ＦＡＸ……………………5423 

秘書係……………………9387 

２Ｆ連絡員室……………5347 

３Ｆ連絡員室……………5343 

 

議事課 
 
課長………………………5400 

課長代理…………………5401 

議事係……………………9398 

委員会係…………………9399 

ＦＡＸ……………………5422 

 

政務調査室 
 
室長………………………5410 

参事（政策担当）………5412 

室長代理…………………5411 

政務調査班………………9400 

政策・広報………………9401 

自由民主党控室…………5329 

           5335 

           5334 

           5333 

           5332 

           5330 

           5326 

           5327 

           5331 

           5328 

           5336 

            

自由民主党応接室 
 
役員室（１階）…………5321 

           5322 

（３０１）………………5337 

（３０２）………………5338 

（３０３）………………5339 

（３０４）………………5340 

自由民主党会議室………5341 

民主・県民クラブ控室…5354 

           5352 

           5351 

           5353 

           5349 

民主・県民クラブ控室…5348 

           5350 

民主・県民クラブ応接室 

      ……………5355 

公明党控室………………5357 

           5358 

           5359 

公明党応接室……………5356 

共産党控室………………5364 

                      5363 

 

無所属控室 
 
（蜂谷議員）……………5345 

（佐古議員）……………5346 

 

共通応接室 
 
（１０１）………………5323 

（１０２）………………5324 

（２０１）………………5360 

（２０２）………………5361 

（２０３）………………5362 

総務委員会室……………5368 

環境文化・保健福祉委員会室 

      ……………5369 

産業労働・警察委員会室 

      ……………5370 

農林水産委員会室………5373 

土木委員会室……………5374 

文教委員会室……………5375 

全員協議会室……………5365 

議会運営委員会室………5366 

第一特別委員会室………5378 

委員会視聴室……………5382 

知事控室…………………5380 

幹部控室…………………5381 

前・元議員室……………5377 

議員休養室………………5385 

議員随行員控室…………5391 

受付（玄関）……………5325 

受付（３階通路）………5372 

受付（傍聴）……………5390 

 

人事委員会  
事務局 

（県庁分庁舎２階） 

局長………………………5480 

次長………………………5481 

審査・給与………………9410 

           9411 

（庶務）…………………5486 

任用………………………9412 

苦情相談…………………5493 

 

労働委員会  
事務局 

（県庁小橋町庁舎２階） 

局長………………………5972 

次長………………………5973 

総務調整…………………9407 

（庶務）…………………5977 

審査………………………9408 

ＦＡＸ……………………5981 

            

監査委員 

 

委員………………………5446 

局長………………………5430 

次長（監査第一課長）…5431 

 

監査第一課 
 

9403 

（庶務）…………………5433 

 

監査第二課 
 
課長………………………5436 

           9404 

 

監査第三課 
 
課長………………………5441 

           9405 

ＦＡＸ……………………5450 

 

教育委員会 

 

委員室……………………4745 

教育長……………………4700 

教育次長（池永）………4701 

教育次長（梅崎）………4702 

学校教育推進監（川上）4703 

 

教育政策課 
 
課長………………………4710 

副課長……………………4711 

人事………………………9416 

（庶務）…………………4727 

秘書広報…………………9414 

教育企画…………………9415 

（分）教育政策課（１） 

…………………4737 

（分）教育政策課（２） 

…………………4739 

ＦＡＸ……………………4735 

教育行政相談窓口………9417 

 

財務課 
 
課長………………………4750 

副課長……………………4751 

財務………………………9418 

（庶務）…………………4759 

給与管理…………………9419 

施設………………………9420 

助成………………………9421 

ＦＡＸ……………………4781 

（分）財務課……………4780 

 

教職員課 
 
課長………………………4790 

副課長……………………4791 

参事（人事管理企画担当） 

………………4793 

参事（人事管理・評価担当） 

………………4792 

参事 

（コンプライアンス担当） 

     ………………4794 

給与免許…………………9423 

（庶務）…………………4799 

義務教育人事……………9424 

高校教育人事……………9426 

評価・企画………………9425 

                       

高校教育課 
 
課長………………………4830 

副課長……………………4831 

振興………………………9428 

（庶務）…………………4834 

指導………………………9430 

職業指導…………………9429 

 

 

 

 

高校魅力化推進室 
 

室長………………………4860 

管理………………………9433 

（庶務）…………………4864 

企画推進…………………9432 

 

教育情報化推進室 
 

室長………………………4880 

参事（情報化推進担当）4881 

           9435 

（庶務）…………………4885 

 

義務教育課 
 
課長………………………4890 

副課長……………………4891 

参事（学力向上プロジェクト

担当）……………………4892 

振興………………………9439 

（庶務）…………………4900 

指導………………………9411 

学力向上対策……………9437 

            

特別支援教育課 
 
課長………………………4920 

副課長……………………4921 

振興………………………9444 

（庶務）…………………4929 

指導………………………9443 

            

保健体育課 
 
課長………………………4940 

副課長……………………4941 

振興………………………9446 

（庶務）…………………4943 

健康・安全教育…………9447 

学校体育…………………9448 

                       

生涯学習課 
 
課長………………………4970 

副課長……………………4971 

振興………………………9450 

（庶務）…………………4975 

企画推進…………………9451 

社会教育…………………9452 

岡山県育英会……………9454 

           9453 

 

文化財課 
（県庁小橋町庁舎３階） 

 
課長………………………5984 

参事（文化財保存・活用担当）

………………5985 

文化財保護………………5996 

（庶務）…………………5991 

埋蔵文化財………………5989 

            

福利課 
 
課長………………………5020 

福利厚生…………………9460 

（庶務）…………………5022 

健康管理…………………9459 

年金………………………9463 

給付………………………9462 

共済経理・貸付…………9461 

互助経理…………………9464 

退職互助…………………9465 

            

人権教育・生活指導課 
 
課長………………………5070 

副課長……………………5071 

参事（人権教育推進担当） 

………………5072 

副参事（生徒指導推進担当） 

………………5084 

振興………………………9470 
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（庶務）…………………5078 

人権教育…………………9468 

生徒指導…………………9472 

            

警察本部 

 

本部長……………………5700  
 

警務部 
 

警務部長…………………5710 

首席監察官………………5711 

総務統括官………………5712 

総務課長…………………5713 

総務課……………………5714 

(広報室)…………………5716 

(公安委員会補佐室)……5715 

県民広報課………………5718 

           5719 

（情報公開室）…………5717 

（総合案内）……………5720 

警務課……………………5721 

           5722 

（給与）…………………5723 

（法令）…………………5724 

（総合宿直室）…………5725 

厚生課……………………5726 

監察課……………………5727 

教養課……………………5728 

会計課……………………5729 

（調度・企画係）………5730 

（施設整備室）…………5731 

（  〃  ）…………5732 

（監査室）………………5733 

（予算係）………………5734 

（庁舎管理）……………5735 

情報管理課………………5736 

装備課……………………5737 

 

生活安全部 
 
生活安全部長……………5738 

生活安全企画課…………5739 

(許可等事務管理室)……5740 

子ども女性安全対策課 

……………5741 

少年課……………………5742 

生活環境課………………5743 

（生活環境・生活経済対策） 

      ……………5744 

サイバー犯罪対策課……5745 

地域部長兼岡山市警察部長 

……………5746 

地域課（岡山市警察部庶務課） 

      ……………5747 

通信指令室………………5748 

 

刑事部 
 
刑事部長…………………5749 

刑事企画課………………5750 

捜査第一課………………5751 

捜査第二課………………5752 

捜査第三課………………5753 

組織犯罪対策第一課……5754 

組織犯罪対策第二課……5755 

鑑識課……………………5756 

 

交通部 
 
交通部長…………………5757 

交通企画課………………5758 

交通指導課………………5759 

交通規制課………………5760 

 

警備部 
 
警備部長…………………5762 

公安課……………………5763 

警備課……………………5764 

（総合指揮室）…………5766 

外事課……………………5768 

 

情報通信部 
 

5770 

 

 

県出先機関 

 
 

岡山県    
東京事務所 

048-302-9 

 

電話………………………2758 

ＦＡＸ……………………2799 

 

市町村 

033-101 

 
 
岡山市 

代表・宿直室……6220-200 

危機管理室 

………6220-201 

ＦＡＸ（防災）…6220-039 

 

倉敷市 

防災危機管理室・宿直室 

     ………6320-200 

事業推進課………6320-201 

道路管理課………6320-202 

耕地水路課………6320-203 

ＦＡＸ（防災）…6320-039 

 

津山市 

危機管理室・宿直室 

     ………6420-200 

危機管理室 

………6420-201 

災害対策本部……6420-202 

ＦＡＸ（防災）…6420-039 

 

玉野市 

代表・宿直室……6221-200 

危機管理課………6221-201 

災害対策本部……6221-203 

ＦＡＸ（防災）…6221-039 

 

笠岡市 

危機管理課・宿直室 

     ………6321-200 

建設管理課………6321-201 

地域福祉課………6321-202 

災害対策本部……6321-203 

ＦＡＸ（防災）…6321-039 

 

井原市 

危機管理課・宿直室 

     ………6322-200 

総務課……………6322-201 

建設課……………6322-202 

災害対策本部……6322-203 

ＦＡＸ（防災）…6322-039 

 

総社市 

代表・宿直室……6323-200 

危機管理室………6323-201 

土木課土木係……6323-202 

復興推進室………6323-203 

ＦＡＸ（防災）…6323-039 

 

高梁市 

代表・宿直室……6324-200 

防災復興推進課…6324-201 

ＦＡＸ（防災）…6324-039 

 

新見市 

総務課・宿直室…6325-200 

建設課……………6325-201 

ＦＡＸ（防災）…6325-039 

 

備前市 

危機管理課・宿直室 

…6222-200 

ＦＡＸ（防災）…6222-039 

 

瀬戸内市 

危機管理課・宿直室 

     ………6223-200 

災害対策本部……6223-201 

        6223-202 

建設課・災害対策本部 

………6223-203 

ＦＡＸ（防災）…6223-039 

 

赤磐市 

くらし安全課・宿直室 

…6224-200 

ＦＡＸ（防災）…6224-039 

 

真庭市 

危機管理課・宿直室 

 ………6421-200 

建設課……………6421-201 

福祉課……………6421-202 

ＦＡＸ（防災）…6421-039 

 

美作市 

危機管理室・総務課・宿直室 

…6422-200 

危機管理室・総務課・宿直室 

…6422-201 

ＦＡＸ（防災）…6422-039 

 

浅口市 

くらし安全課・宿直室 

…6326-200 

ＦＡＸ（防災）…6326-039 

 

和気町 

総務課・宿直室…6225-200 

都市建設課・宿直室 

     ………6225-201 

ＦＡＸ（防災）…6225-039 

 

早島町 

総務課・まちづくり企画課・

宿直室 

     ………6327-200 

ＦＡＸ（防災）…6327-039 

 

里庄町 

総務課・出納室・宿直室 

     ………6328-200 

農林建設課………6328-201 

健康福祉課………6328-203 

ＦＡＸ（防災）…6328-039 

 

矢掛町 

総務防災課・宿直室 

     ………6329-200 

建設課……………6329-201 

災害対策本部……6329-202 

ＦＡＸ（防災）…6329-039 

 

新庄村 

庁内各課・宿直室 

     ………6423-200 

ＦＡＸ（防災）…6423-039 

 

鏡野町 

くらし安全課・宿直室 

     ………6424-200 

ＦＡＸ（防災）…6424-039 

 

勝央町 

総務部・産業建設部・宿直室 

    ………6425-200 

ＦＡＸ（防災）…6425-039 

 

奈義町 

庁内各課・宿直室 

………6426-200 

ＦＡＸ（防災）…6426-039 

 

西粟倉村 

総務企画課・宿直室 

     ………6427-200 

建設課……………6427-201 

ＦＡＸ（防災）…6427-039 

 

久米南町 

総務企画課・宿直室 

     ………6428-200 

ＦＡＸ（防災）…6428-039 

 

美咲町 

くらし安全課・宿直室 

…6429-200 

ＦＡＸ（防災）…6429-039 

 

吉備中央町 

総務課・災害対策本部・宿直 

室    ………6226-200 

建設課……………6226-201 

農林課……………6226-202 

福祉課……………6226-203 

ＦＡＸ（防災）…6226-039 

 

消防機関 

033-101 

 
 
岡山市消防局 

情報指令課………6230-200 

消防企画総務課…6230-201 

予防課……………6230-202 

警防課……………6230-203 

予防課ＦＡＸ（防災） 

……6230-038 

情報指令課ＦＡＸ（防災） 

……6230-039 

 

倉敷市消防局 

指令管制室………6330-200 

消防総務課………6330-201 

警防課……………6330-202 

予防課・危険物保安課 

      ………6330-203 

ＦＡＸ（防災）…6330-039 

 

津山圏域消防組合 

情報指令課………6430-200 

総務課……………6430-201 

予防課……………6430-202 

警防課……………6430-203 

ＦＡＸ（防災）…6430-039 

 

玉野市消防本部 

通信指令室………6231-200 

消防総務課………6231-201 

予防課……………6231-202 

警防課……………6231-203 

ＦＡＸ（防災）…6231-039 

 

笠岡地区消防組合 

通信指令室………6331-200 

警防課……………6331-201 

予防課……………6331-202 

消防総務課………6331-203 

ＦＡＸ（防災）…6331-039 

 

井原地区消防組合 

通信指令室………6332-200 

総務課……………6332-201 

警防課……………6332-202 

予防課……………6332-203 

ＦＡＸ（防災）…6332-039 

 

総社市消防本部 

通信指令係………6333-200 

消防総務課………6333-201 

予防課・警防課…6333-202 

ＦＡＸ（防災）…6333-039 

 

高梁市消防本部 

通信指令室………6334-200 

消防総務課………6334-201 

予防課・警防課…6334-202 

通信指令室………6334-203 

ＦＡＸ（防災）…6334-039 

 

新見市消防本部 

通信指令係………6335-200 

警防課……………6335-201 

総務課……………6335-202 

予防課……………6335-203 

ＦＡＸ（防災）…6335-039 

 

東備消防組合 

通信指令室………6232-200 

総務課……………6232-201 

警防課……………6232-202 

予防係……………6232-203 

ＦＡＸ（防災）…6232-039 

 

真庭市消防本部 

受付………………6431-200 

総務課……………6431-201 

警防課……………6431-202 

予防課……………6431-203 

ＦＡＸ（防災）…6431-039 

 

美作市消防本部 

災害対策室………6432-200 

消防総務課………6432-201 

予防課……………6432-202 

警防課……………6432-203 

ＦＡＸ（防災）…6432-039 

 

赤磐市消防本部 

通信指令室………6233-200 

消防総務課………6233-201 

予防課……………6233-202 

警防課……………6233-203 

ＦＡＸ（防災）…6233-039 

 

瀬戸内市消防本部 

総務課・通信指令室 

      ………6234-200 

予防課……………6234-201 

警防課……………6234-202 

通信指令室………6234-203 

ＦＡＸ（防災）……6234-039 

 

美作地区消防指令センター 

………6430-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高梁市消防本部  

（通信指令室） 

033-708 

（指揮車） 

033-908 

防災関係機関 

033-101 
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防災管理官室・観測予報管

理官室……………6240-031 

防災管理官室……6240-032 

観測予報管理官室6240-033 

 

陸上自衛隊日本原駐屯地 

交換台……………6440-031 

宿直室……………6440-038 

ＦＡＸ……………6440-039 

 

自衛隊岡山地方協力本部 

電話・ＦＡＸ……6242-031 

 

水島海上保安部 

警備救難課………6340-031 

 

玉野海上保安部 

部長………………6241-033 

管理課……………6241-032 

警備救難課………6241-031 

 

日本赤十字社岡山県支部 

事業推進課………6243-031 

 

岡山県広域水道企業団 

岡山浄水場…………6149-031 

ＦＡＸ……………6149-039 

 

総社浄水場 

電話・ＦＡＸ……6349-031 

 

津山第１浄水場 

電話・ＦＡＸ……6449-031 

 

県医師会 

電話・ＦＡＸ……6245-031 

 

岡山赤十字病院 

電話・ＦＡＸ……6246-031 

 

岡山済生会総合病院 

電話・ＦＡＸ……6247-031 

 

川崎医科大学附属病院 

電話・ＦＡＸ……6341-031 

 

倉敷中央病院 

電話・ＦＡＸ……6342-031 

 

高梁中央病院 

電話・ＦＡＸ……6343-031 

 

落合病院 

電話・ＦＡＸ……6441-031 

 

津山中央病院 

電話・ＦＡＸ……6442-031 

 


