金沢市役所
団体名

ふりがな

所在地

電話

FAX

アドレス等

あいしーてぃすいしんしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2014

076-220-2777

2 ITビジネスプラザ武蔵

あいてぃーびじねすぷらざむさし

金沢市武蔵町14番31号

076-224-6340

076-224-8788

3 オリンピック関連事業推進室

おりんぴっくかんれんじぎょうすいしんしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2020

076-220-2069

olympic@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/bunspo/16003.html

4 がけ地対策室

がけちたいさくしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2612

076-260-6921

gakechi@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29203.html

金沢市平等本町カ13-1

076-229-1141

076-229-2511

tentai@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39057/index.html

金沢市小豆沢町ヲ4

076-229-0583

076-229-3489

fureai@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/39057/index.html

キゴ山ふれあい研修センター（こども
きごやまふれあいけんしゅうせんたー
交流棟/天文学習棟）
キゴ山ふれあい研修センター（青少年
6
きごやまふれあいけんしゅうせんたー
交流棟）
5

ict@city.kanazawa.lg.jp

ホームページ

1 ICT推進室

http://www.bp-musashi.jp/access/

7 クラフト政策推進課

くらふとせいさくすいしんしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2373

076-260-7191

craft@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/keizai/17014.html

8 こども政策推進課

かなざわしこどもせいさくすいしんか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2299

076-220-2360

kodomo@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/fukushi/23007.html

金沢市富樫3丁目10番1号（教育プラザ
内）

076-243-1081

kodomo-soudan@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/fukushi/23220.html

9

こども総合相談センター（金沢市児童
こどもそうごうそうだんせんたー
相談所）

10 スポーツ振興課

すぽーつすいしんか

金沢市広坂1丁目9番15号

076-220-2443

076-261-0257

sports@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/bunspo/22090.html

11 ものづくり産業支援課

ものづくりさんぎょうしえんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2205

076-260-7191

monozukuri@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/keizai/17009.html

12 リサイクル推進課

かなざわしりさいくるすいしんか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2302

076-261-7755

recycle@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/kankyou/25003.html

13 安原市民センター

やすはらしみんせんたー

金沢市福増町北1067番地

076-249-2001

14 違反建築対策室

いはんけんちくたいさくしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2327

076-220-2134

kenchiku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29013/kentiku/kenchikukakuninsinsei/29013_2.html

15 医療保険課

いりょうほけんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2255

076-232-5644

kokuho@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23301.html

16 営繕課

えいぜんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2338

076-260-7194

eizen@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29230.html

17 衛生指導課

えいせいしどうか

金沢市西念3丁目4番25号

076-234-5112

076-220-2518

eishi@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23820.html

18 駅西市民センター

えきにししみんせんたー

金沢市西念3丁目4番25号（金沢市保健所
1F）

076-234-5141

19 駅西福祉健康センター

えきにしふくしけんこうせんたー

金沢市西念3丁目4番25号

076-234-5103

076-234-5104

ekinishi_h@city.kanazawa.lg.jp

20 押野市民センター

おしのしみんせんたー

金沢市八日市2丁目464番地

076-241-2559

21 介護保険課

かいごほけんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2264

076-220-2559

kaigo@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/fukushi/23025.html

22 会計課

かいけいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2138

076-222-5158

kaikei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/suitou/37000.html

23 額市民センター

ぬかしみんせんたー

金沢市額谷3丁目1番地1

076-298-0045

24 環境指導課

かなざわしかんきょうしどうか

金沢市東力町ハ284

076-220-2521

076-260-7193

kanshi@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/kankyou/25040.html

25 環境政策課

かんきょうせいさくか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2304

076-261-7755

kansei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/kankyou/25001.html

26 監査事務局

かんさじむきょく

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2453

076-260-7194

kansa@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/iinkai/45000.html

27 監理課

かんりか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2101

076-220-2097

kanri@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13031.html

28 観光政策課

かなざわがくせいのまちしみんこうりゅうか
ん

金沢市片町2-5-17

076-255-0162

076-255-0164

shiminkouryukan@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/keizai/17003.html

29 企画調整課

きかくちょうせいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2031

076-264-2535

kikaku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/11001.html

30 企業立地課

きぎょうりっちか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2225

076-260-7191

kigyou@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/keizai/17002.html

31 危機管理課

かなざわしきき管理課

金沢市広坂1-1-1

076-220-2366

076-233-9999

kiki@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/kiki/22054.html

32 議会事務局議事調査課

ぎかいじむきょくぎじちょうさか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2392

gikai_g@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/gikai/41004.html

33 議会事務局総務課

ぎかいじむきょくそうむか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2388

076-260-7190

gikai_s@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/gikai/41001.html

34 教育総務課

かなざわしきょういくそうむか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2431

076-260-7195

kyouiku_s@city.kanazawa.lg.jp

35 近江町交流プラザ

おうみちょうこうりゅうぷらざ

076-260-6722

076-260-6726

ohmicho@city.kanazawa.lg.jp

36 近江町市民センター

おうみちょうしみんせんたー

37 金石市民センター

かないわしみんせんたー

38 金沢ボランティアセンター
39 金沢マラソン推進課

金沢市青草町８８番地（近江町いちば館
３･４階）
金沢市青草町88番地（近江町いちば館4
階）

備考

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/10018.html

保育園関係

古紙等集団回収等

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/yasuhara.html

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/ekinishi.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23700.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/oshino.html

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/nuka.html

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/22045/oumicho.html

076-260-0250

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/oumi.html

金沢市金石西4丁目5番30号

076-267-0001

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/kanaiwa.html

かなざわぼらんてぃあせんたー

金沢市高岡町7-25

076-231-3725

かなざわまらそんすいしんか

金沢市広坂1丁目9番15号

076-220-2726

076-261-2552

marathon@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/bunspo/22091.html

公害関係

防災関係

かなざわえきまえいべんとひろばうんえいせ
んたー
かなざわがくせいのまちしみんこうりゅうか
ん

金沢市木ノ新保町2番地
地下中央監視室内

076-221-5952

076-221-5952

ibentohiroba@city.kanazawa.ishikawa.jp

金沢市片町2-5-17

076-255-0162

076-255-0164

shiminkouryukan@city.kanazawa.lg.jp

42 金沢市ものづくり会館

かなざわしものづくりかいかん

金沢市粟崎町4丁目80番地1

076-255-1518

076-255-1519

monozukuri@bz03.plala.or.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/17009/kougyou/monozukurikaikan/index.html

43 金沢市異業種研修会館

かなざわしいぎょうしゅけんしゅうかいかん

金沢市打木町東1400番地

076-240-1934

076-240-1903

igyousyu@arrow.ocn.ne.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/17009/kougyou/igyousyu.html

44 金沢市企業局

かなざわしきぎょうきょく

金沢市広岡3丁目3番30号

0120-328-117

金沢市玉川町2番20 号

076-221-1960

076-222-6938

金沢市青草町88 近江町いちば館 5階

076-232-0070

076-260-6730

40 金沢駅前イベント広場運営センター
41 金沢学生のまち市民交流館

45 金沢市教育委員会 図書館総務課
46 金沢市近江町消費生活センター

かなざわしきょういくいいんかい としょそ
うむか
かなざわしおうみちょうしょうひせいかつせ
んたー

金沢駅東広場

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29210_2.html

https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/inquir
https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/
yorg/

47 金沢市市民協働推進課

かなざわししみんきょうどうすいしんか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2026

076-260-1178

48 金沢市女性センター

かなざわしじょせいセンター

金沢市三社町1番44号

076-223-1265

076-223-6299

49 農業水産振興課

かなざわしのうぎょうすいさんしんこうか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2213

50 金沢市埋蔵文化財センター

かなざわしまいぞうぶんかざいせんたー

51 金沢市立病院

かなざわしりつびょういん

52 景観政策課

けいかんせいさくか

53 健康政策課

m-m@lib.kanazawa.ishikawa.jp

https://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/22075/syouhipage/soudan/soudankikan/soudankikan.
html

kyoudou@city.kanazawa.lg.jp
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/22075/jyosei/jyosei.html
nourin_s@city.kanazawa.lg.jp

イノシシ目撃

076-269-2451

076-269-2452

maibun@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/11104/bunkazaimain/maizou/01.html

金沢市平和町3丁目7番3号

076-245-2600

076-245-2690

byouin@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.html

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2364

076-224-5046

keikan@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29020.html

けんこうせいさくか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2233

076-220-2231

kenkou@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23030.html

54 建築指導課

けんちくしどうか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2326

076-220-2134

kenchiku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29013.html

55 建物安全対策室

たてものあんぜんたいさくしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2327

076-220-2134

kenchiku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29013/kentiku/kenchikukakuninsinsei/29013_1.html

56 県央土木総合事務所

けんおうどぼくそうごうじむしょ

金沢市泉本町６丁目34

076-241-8201

57 元町市民センター

もとまちしみんせんたー

金沢市元町1丁目12番12号（元町福祉健康
076-252-0257
センター1F）

58 元町福祉健康センター

もとまちふくしけんこうせんたー

金沢市元町1丁目12番12号

59 戸別収集受付センター

かなざわしこべつしゅうしゅううけつけせん
たー

60 交通政策課

こうつうせいさくか

金沢市広坂1丁目1番1号

61 公設花き地方卸売市場

こうせつはなきちほうおろしうりしじょう

62 広報広聴課

こうほうこうちょうか

63 行政経営課

076-251-0200

道路（県道）関係
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/moto.html
076-251-5704

motomachi_h@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23600.html

076-220-2038

076-220-2048

koutsuu@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/11031.html

金沢市二口町ニ80番地1

076-220-2715

076-223-8701

kousetukaki@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/nourin/18111.html

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2033

076-220-2030

kouhou@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/22056.html

ぎょうせいけいえいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2028

076-261-7755

gyoukaku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13021.html

64 国際交流課

こくさいこうりゅうか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2075

076-220-2069

kokusai@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/10020.html

65 国土交通省金沢国道維持出張所

こくどこうつうしょうかなざわこくどういじ
しゅっちょうしょ

金沢市南新保町ト103-3

076-238-5071

66 犀川市民センター

さいがわしみんせんたー

金沢市末町6の67番地1

076-229-0001

67 財政課

ざいせいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2143

68 市営住宅課

しえいじゅうたくか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2333

69 市街地再生課

しがいちさいせいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2675

70 市民課

しみんか

金沢市広坂1丁目1番1号

71 市民協働推進課

しみんきょうどうすいしんか

72 市民税課

076-221-0530

イベントごみ等

道路（国道）関係
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/saigawa.html
076-260-0058

zaisei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13050.html

jyuutaku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29104.html

076-222-5119

shigaichi@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29012.html

076-220-2241

076-224-2163

shimin@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/simin/22010.html

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2026

076-260-1178

kyoudou@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/simin/22050.html

しみんぜいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2161

076-220-2154

shiminzei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13080.html

73 施設管理課

しせつかんりか

金沢市東力町ハ3番地1

076-291-6641

076-291-9417

74 試験検査課

しけんけんさか

金沢市西念3丁目4番25号

076-234-5131

076-220-2518

sikenkensa@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/24135.html

75 資産税課

しさんぜいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2151

076-220-2182

shisanzei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13070.html

76 児童家庭相談室

じどうかていそうだんしつ

福祉局 児童家庭相談室（福祉総務課内）

076-220-2422

076-220-2360

fukushi_s@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/23001/jidoukatei/jidoukatei.html

77 住宅政策課

かなざわしじゅうたくせいさｋか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2136

076-222-5119

jyuutaku-s@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29101.html

78 商業振興課

しょうぎょうしんこうか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2193

076-260-7191

syougyou@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/keizai/17001.html

79 消防局

かなざわししょうぼうきょく

金沢市泉本町7丁目9-2

076-280-0119

076-280-0020

syoubou_s@city.kanazawa.lg.jp

80 障害福祉課

しょうがいふくしか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2289

076-232-0294

syoufuku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/fukushi/23016.html

81 城北児童会館

じょうほくじどうかいかん

金沢市小坂町西8-11

076-251-0444

076-251-0459

jyouhoku_j@city.kanazawa.lg.jp

http://www.kanazawa-kosodate.net/spot/jido_johoku.html

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/kankyou/25021.html

空き家関係

82 情報政策課

じょうほうせいさくか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2044

076-220-2777

jyouhou@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/11010.html

83 食肉衛生検査所

しょくにくえいせいけんさじょ

金沢市才田町戊370番地2

076-257-1402

076-257-2083

syokuniku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23040.html

84 新神田市民センター

しんかんだしみんせんたー

金沢市新神田4丁目3番10号（金沢新神田
合同庁舎）

076-291-6266

85 森本市民センター

もろもとしみんせんたー

金沢市南森本町ヌ33番地

076-258-1130

86 森林再生課

かなざわししんりんさいせいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2217

076-222-7291

nourin_mori@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/nourin/17060.html

87 人権女性政策推進課

じんけんじょせいせいさくすいしんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2095

076-260-1178

jinkenjyosei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/simin/22075.html

88 人事課

じんじか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2079

076-220-2084

jinji@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13025.html

89 生涯学習課

かなざわししょうがいがくしゅうか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2441

076-2202488

syougaku@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/kyouiku/39026.html

90 生活支援課

せいかつしえんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2292

076-220-2532

seishien@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/fukushi/23101.html

91 生活道路室

せいかつしどうか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2578

076-220-2274

dourokanri@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29214.html

92 西部管理センター

かなざわしせいぶかんりせんたー

金沢市糸田新町1-30

076-242-1371

076-242-1437

seibukanri@city.kanazawa.lg.jp

93 税務課

ぜいむか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2171

076-220-2154

zeimu@city.kanazawa.lg.jp

94 石川県県民交流課

いしかわけんけんみんこうりゅうか

金沢市鞍月１−１

076-225-1365

076-225-1363

e130500@pref.ishikawa.lg.jp

金沢市本多町３丁目10

076-234-1616
076-222-5119

gikan@city.kanazawa.lg.jp

076-242-8037

izumino_h@city.kanazawa.lg.jp

95

石川県社会福祉協議会ボランティアセ いしかわけんしゃかいふくしきょうぎかいぼ
ンター
らんてぃあせんたー

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/kanda.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/morimoto.html
クマ目撃

ごみステーション等
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13060.html

96 設計技術管理室

せっけいぎじゅつかんりしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2375

97 泉野市民センター

いずみのしみんせんたー

金沢市泉野町6丁目15番5号（泉野福祉健
康センター1F）

076-242-8552

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29018.html

98 泉野福祉健康センター

いずみのふくしけんこうせんたー

金沢市泉野町6丁目15番5号

076-242-1131

99 浅川市民センター

あさかわしみんせんたー

金沢市田上の里2丁目3番地

076-221-3344

100 選挙管理委員会

せんきょかんりいいんかい

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2077

076-261-7755

senkyo@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/iinkai/43000.html

101 総務課

そうむか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2091

076-261-7755

soumu@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13003.html

102 地域保健課

ちいきほけんか

金沢市西念3丁目4番25号

076-234-5102

076-234-5104

tikiho@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23801.html

103 中央卸売市場

ちゅうおうおろしうりしじょう

金沢市西念４丁目７−１

076-220-2711

076-222-2903

ichiba@city.kanazawa.lg.jp

http://www.kanazawa-market.or.jp/Homepage/index.html

104 調査統計室

ちょうさとうけいしつ

金沢市広坂1丁目9番16号

076-220-2040

076-261-2016

toukei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/11018.html

105 長寿福祉課

ちょうじゅふくしか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2288

076-260-7192

cyoujyu@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/fukushi/23010.html

106 都市計画課

としけいかくか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2351

076-222-5119

tokei@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29001.html

107 東部管理センター

かなざわしとうぶかんりせんたー

金沢市鳴和台359

076-252-6050

076-252-7755

toubukanri@city.kanazawa.lg.jp

108 湯涌自動交付機コーナー

ゆわくじどうこうふきこーなー

金沢市芝原町イ59番地

076-235-1852

109 道路管理課

かなざわしどうろかんりか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2321

076-220-2274

dourokanri@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29210.html

110 道路建設課

どうろけんせつか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2316

076-260-6921

douro@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29201.html

111 道路等管理事務所

どうろとうかんりじむしょ

金沢市河原市町ホ123番地1

076-257-2272

076-257-2292

112 内水整備課

ないすいせいびか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2341

076-220-2476

naisui@city.kanazawa.lg.jp

113 内川自動交付機コーナー

うちかわじどうこうふきこーなー

金沢市三小牛町20の1番地10（別所緑ヶ丘
076-247-2263
団地前）

114 農業センター

のうぎょうせんたー

金沢市下安原町東1471番地

076-249-2744

076-249-4470

nougyou_c@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/nourin/17070.html

115 農業委員会

のうぎょういいんかい

石川県金沢市広坂１丁目１−１

076-220-2223

076-220-2306

nougyouiin@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/iinkai/47000.html

116 農業基盤整備課

のうぎょうきばんせいびか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2215

076-222-7291

nougyou_k@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/nourin/18010.html

117 農業水産振興課

のうぎょうすいさんしんこうか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2213

076-222-7291

nourin_s@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/nourin/17051.html

118 秘書課

ひしょか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2063

hisyo@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13001.html

119 福祉指導監査課

ふくししどうかんさか

金沢市広坂1丁目9番15号

076-220-2305

076-220-2306

fukushi_k@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/fukushi/23003.html

120 福祉総務課

かなざわししみんきょうどうすいしんか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2026

076-260-1178

kyoudou@city.kanazawa.lg.jp

121 文化財保護課

ぶんかざいほごか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2469

076-224-5046

bunkazai@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/bunspo/11104.html

122 文化施設課

ぶんかしせつか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2085

076-220-2069

bunka_s@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/bunspo/16010.html

123 文化政策課

ぶんかせいさくか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2442

076-220-2069

bunshin@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/bunspo/11020.html

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/izumino.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/hoken/23400.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/asakawa.html

ごみステーション等
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/yuwaku.html

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/30025.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29220.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/uchikawa.html

道路（市道）関係

124 文書法制課

ぶんしょほうせいか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2073

076-261-7755

bunsyo@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/soumu/13004.html

125 歩ける環境推進課

あるけるかんきょうすいしんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2371

076-220-2048

arukeru@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seisaku/11310.html

126 本町市民センター

ほんまちしみんせんたー

金沢市本町1丁目5番3号（「リファーレ」
076-260-0365
2F）

127 湊市民センター

みなとしみんせんたー

金沢市湊3丁目5番地9

076-239-2211

128 無電柱化推進室

むでんちゅうかすいしんしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2314

076-260-6921

mudentyu@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/doboku/29202.html

129 誘客推進室

ゆうきゃくすいしんしつ

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2759

076-260-7191

promotion@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/keizai/17215.html

130 緑と花の課

かなざわしみどりとはなのか

金沢市広坂1-1-1

076-220-2356

076-224-5046

midobana@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/seibi/29004.html

131 歴史都市推進課

れきしとしすいしんか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2208

076-224-5046

rekishitoshi@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/bunspo/11107.html

132 労働政策課

ろうどうせいさくか

金沢市広坂1丁目1番1号

076-220-2199

076-260-7191

roudou@city.kanazawa.lg.jp

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshiki/keizai/17040.html

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/honmachi.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/shisetsu/shisyo/minato.html

都市樹木、公園関係

