
岡 崎 市 行 政 機 構 図

令和４年４月１日改正

市 長 副市長 総合政策部 企画課 公民連携係 企画１係 企画２係

［危機管理監］ デジタル推進課 戦略係 推進係

秘書課 総務係 秘書係

広報課 広報広聴係 報道係

地域創生課 政策推進係 公共交通係 技術係

財務部 財政課 予算１係 予算２係

行政経営課 行政改革係 財産マネジメント推進係 財産管理係

市民税課 諸税係 市民税１係 市民税２係 市民税３係

資産税課 償却資産係 家屋１係 家屋２係 土地１係 土地２係

納税課 収入整理係 市税特別対策係 納税推進１係 納税推進２係 債権管理係

総務部 総務文書課 総務選挙係 文書管理係 法規訟務係

庁舎車両管理課 庁舎管理係 車両管理係

人事課 人事係 人材育成係 給与係 職員厚生係

契約課 物品調達係 入札係 審査契約係

情報システム課 情報管理係 システム管理係

市民安全部 市民協働推進課 市民協働係 施設管理係 地域窓口係

防犯交通安全課 交通安全係 生活安心係 市民相談係

消費生活センター

防災課 防災企画係 防災対策係 地域防災係

市民課 システム管理係 住民記録係 戸籍係 届出窓口係 証明窓口係 マイナンバー係 市民サービスコーナー係

岡崎支所

大平支所

東部支所

岩津支所

矢作支所

六ツ美支所

額田支所

社会文化部 文化振興課 総務企画係 文化施設係

スポーツ振興課 スポーツ指導係 スポーツ施設係 スポーツ事業推進係

体育館

多様性社会推進課 女性活躍推進係 多文化共生係

生涯学習課 総務企画係 施設管理係

市民センター

中央図書館 総務係 資料提供サービス係 情報サービス係

額田図書館

美術博物館 管理係 学芸係

地域文化広場

美術館

福祉部 地域福祉課 総務施策係 活動支援係 保護相談係 保護１係 保護２係 保護３係

ふくし相談課 地域支えあい係 つながり支援係 くらしの相談係

障がい福祉課 施策係 障がい１係 障がい２係 審査給付係

長寿課 施策係 予防係 地域支援係

介護保険課 保険料係 事業所指定係 給付係 審査係 指導監査係

国保年金課 管理係 健診指導係 資格係 給付係 収納係 窓口年金係

医療助成室 福祉医療係 高齢者医療係

保健部 保健企画課 総務企画係 医務指導係 施設整備係

【 保健所 】 保健衛生課 環境衛生係 食品衛生係 衛生検査係

保健予防課 感染症対策１係 感染症対策２係 予防接種係

新型コロナウイルスワクチン
接種推進室

健康増進課 食育栄養係 健康増進係 母子支援係 母子事業係 こころの健康推進係

動物総合センター 動物１係 動物２係

こども部 こども育成課 施策係 放課後対策係

子育て支援室 子育て支援係 ひとり親支援係

家庭児童課 家庭相談係 児童相談係 母子保健係

保育課 総務施設係 管理１係 管理２係 指導係

総合子育て支援センター

保育園

こども園

こども発達相談センター 総務係 相談係 こども発達センター

環境部 環境政策課 環境活動推進係 自然共生係

ゼロカーボンシティ推進課 事業企画係 事業推進係

環境保全課 環境保全係 環境美化係

廃棄物対策課 汚水管理係 許可監視係

ごみ対策課 ごみ施策係 収集係 資源循環促進係

清掃施設課 業務係 中央クリーンセンター管理係 埋立係 中央クリーンセンター

八帖クリーンセンター管理係 八帖クリーンセンター

総合検査センター 大気係 水質係

経済振興部 商工労政課 労政金融係 ものづくり支援係 にぎわい創生係

観光推進課 観光推進係 家康公係

「どうする家康」活用推進課 活用推進係

農務課 農政係 農産係 園芸畜産係

農地整備課 総務係 工事１係 工事２係

森林課 林政企画係 整備係

中山間政策課 政策係 対策係

図書館交流プラザ図書館交流プラザ



土木建設部 建設企画課 総務係 事業統括調整係 工事検査係

土木管理課 用地係 公共物係 管理係

道路維持課 総務係 工事１係 工事２係 額田地区係

道路予防保全課 総務係 安全施設係 道路施設係 橋りょう係

道路建設課 総務係 工事１係 工事２係

河川課 総務係 総合雨水対策係 技術係

都市政策部 都市計画課 総務係 企画調査１係 企画調査２係

建築指導課 監察指導係 建築審査係 開発審査係

都市施設課 管理活用係 QURUWA戦略係

まちづくりデザイン課 屋外広告物係 景観まちづくり係

住環境整備課 耐震促進係 空家対策係 狭あい道路整備係

都市基盤部 拠点整備課 総務企画係 事業推進係

市街地整備課 総務清算係 計画係 技術係 換地補償係 組合支援係

公園緑地課 総務係 計画整備係 公園活用係 管理係

建築課 建築１係 建築２係 設備係

施設保全課 保全係 計画係 技術係

住宅計画課 居住支援係 市営住宅管理係 市営住宅整備係

岡崎市民病院

事務局 総務課 総務係 人事管理係 経理係 用度係

施設課 管理係

医事課 医療事務係 電算管理係

医局 内科 血液内科 内分泌・糖尿病内科 腎臓内科 脳神経内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 腫瘍内科

緩和ケア内科 心療精神科 小児科 脳神経小児科 新生児小児科 感染症小児科 外科 内分泌外科 乳腺外科

消化器外科 内視鏡外科 整形外科 腫瘍整形外科 形成外科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 小児外科

皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 放射線診断科 放射線治療科

歯科口腔外科 麻酔科 救急科 臨床検査科 病理診断科

救命救急センター

医療技術局 リハビリテーション室

放射線室

放射線治療室

臨床検査室

臨床工学室

超音波検査室

診療技術室

栄養管理室

看護局

薬局

経営企画室

総合研修センター

医療情報室 情報管理係 診療録管理係

医療安全管理室

感染対策室

地域医療連携室 地域連携係 医療福祉相談係 退院支援係

額田宮崎診療所

額田北部診療所

こども発達医療センター

看護専門学校

消防本部 総務課 総務係 経理係

予防課 予防係 指導係 危険物係 特別査察係

消防課 消防企画係 整備係

共同通信課 通信１係 通信２係 通信３係

中消防署 本署（１課、２課） 警防１係 警防２係 救助１係 救助２係 救急１係 救急２係 指揮調査１係 指揮調査２係 予防管理係

北分署 警防１係 警防２係 救急１係 救急２係

花園出張所 警防１係 警防２係

東消防署 本署（１課、２課） 警防救助１係 警防救助２係 救急１係 救急２係 指揮調査１係 指揮調査２係 予防管理係

南分署 警防１係 警防２係 救急１係 救急２係

青野出張所 警防１係 警防２係

額田出張所 警防１係 警防２係

本宿出張所 警防１係 警防２係

形埜出張所 警防１係 警防２係

西消防署 本署（１課、２課） 警防救助１係 警防救助２係 救急１係 救急２係 予防管理係

会計管理者 会計課 会計係 審査係

上下水道事業管理者

上下水道局 経営管理課 企画調整係 経営１係 経営２係 会計係

上下水道部 総務課 総務係 契約管財係

サービス課 上下水料金係 債権管理係 給水係 排水係

水道工事課 管路強靭化計画係 工事１係 工事２係 修繕係

水道浄水課 浄水管理係 施設１係 施設２係

下水施設課 管渠維持係 施設１係 施設２係

下水工事課 計画係 工事１係 工事２係 工事３係

議 会 事務局 総務課 総務係 渉外係

議事課 議事係 政策調査係

教育委員会 事務局 教育政策課 総務政策係 GIGAスクール戦略係 給食施策係

学校給食センター

施設課 管理係 整備係

学校指導課 学事保健係 指導管理係 指導研修係 教育支援係

小学校

中学校

総合学習センター

少年自然の家

教育相談センター

社会教育課

監査係

農業委員会 事務局 総務係

社会教育係 文化財係 岡崎城跡係

視聴覚ライブラリー

少年愛護センター

旧本多忠次邸

選挙管理委員会 公平委員会 固定資産評価審査委員会

監査委員 事務局


