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駅前庁舎

階 課室名 電話番号

４Ｆ

市民協働推進課 017-734-2324

生活安心課 017-734-5250

人権男女共同参画課 017-734-2296

福祉政策課 017-734-5313

生活福祉一・二課 017-734-5367

選挙管理委員会事務局 017-734-5822

青森地域広域事務組合
介護認定審査会チーム 017-732-7760

青森市町会連合会 017-734-2584

青森市老人クラブ連合会 017-723-7285

３Ｆ

環境政策課 新017-718-0286

廃棄物対策課 新017-718-1086

清掃管理課 新017-718-1176

下水道総務課 新017-718-1190

経済政策課 017-734-2376

新ビジネス支援課 017-734-2379

観光課 017-734-5179

交流推進課 017-734-5175

住宅まちづくり課 017-734-2385

教育委員会総務課 新017-718-1340

社会教育課 新017-718-1376

文化スポーツ振興課 新017-718-1428

文化財課 新017-718-1389

学務課 新017-718-1399

学校給食課 新017-718-1626

指導課 新017-718-1869

２Ｆ

納税支援課 017-734-5208

市民税課 017-734-5191

資産税課 017-734-5200

指導監査課 017-734-2354

子育て支援課 017-734-5320

さんぽぽ 017-721-4005

会計課 017-734-5606

審査課 017-734-5603

１Ｆ

市民課（総合窓口） 017-734-5239

青森市民消費生活センター 017-722-2326

市民なんでも相談室 017-734-2372

障がい者支援課 017-734-2317

国保医療年金課 017-734-5339

介護保険課 017-734-5360

高齢者支援課 017-734-5326

詳しくは
６ページ

詳しくは
５ページ

・一部の電話番号が変更となりました（新マークの番号）

〒030-0801 新町一丁目３-７
☎017-734-1111（代）

市役所案内

１月４日（木）

駅前庁舎いよいよ全面供用開始！

　１月４日（木）、窓口部門の引っ越しが完了し、駅前

庁舎が全面供用開始となります。移転に当たってはご不

便をおかけしました。市民の皆さんのご理解とご協力、

ありがとうございます。

　窓口部門が集約され、便利になった駅前庁舎をはじめ

とする、１月４日以降の青森市役所の主な庁舎の課室の

配置をご案内します。

問管財課（☎017－734－5115）

駅前庁舎は

電車やバスが便利です。

公共交通機関を

ご利用ください！

駅前庁舎は青森駅から徒歩３分。電車やバス
など公共交通機関が大変便利です。ご来庁の
際は、周辺道路が混雑しないよう、公共交通
機関のご利用をお願いします。
問都市政策課（☎017－761－4492）

都市政策課　北澤宏和
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本庁舎

棟 階 課室名 電話番号

第
１
・
２
庁
舎

４Ｆ
管財課 017-734-5115

契約課工事検査室 017-734-2292

３Ｆ 広報広聴課 017-734-5107

２Ｆ

市長室 －

副市長室 －

企画課 017-734-5163

政策推進課 017-734-5048

秘書課 017-734-5084

総務課 017-734-5042

情報公開コーナー －

危機管理課 017-734-5059

人事課 017-734-5093

財政課 017-734-5187

１Ｆ 保健予防課
急病センター管理チーム 017-734-5770

第３
庁舎

３Ｆ 情報政策課 017-734-5649

２Ｆ 契約課 017-734-5145

議
会
棟

４Ｆ 委員会室 －

３Ｆ

議会事務局総務課 017-734-5741

議会事務局議事調査課 017-734-5743

議長室 －

副議長室 －

議場 －

２Ｆ
議員控室 －

議員サロン －

〒030-8555 中央一丁目22-５
☎017-734-1111（代）

柳川庁舎

階 課室名 電話番号

４Ｆ

公園河川課 017-761-4558

道路建設課 017-761-4271

道路維持課 017-761-4281

雪対策室 017-761-4169

建築営繕課 017-761-4349

３Ｆ

都市政策課 017-761-4480

建築指導課 017-761-4518

管財課公用車運用チーム 017-761-4044

２Ｆ

用地課 017-761-4336

監査委員会事務局 017-761-4382

農業委員会事務局 017-761-4372

１Ｆ 柳川情報コーナー 017-761-4546

〒038-8505 柳川二丁目１-１
☎017-734-1111（代）

浪岡庁舎

階 課室名 電話番号

３Ｆ

健康福祉課
生活福祉チーム 0172-62-1197

浪岡教育事務所教育課 0172-62-3003

農業委員会分室 0172-62-1148

２Ｆ

区長室 －

総務課 0172-62-1111

地域づくり振興課 0172-62-1147

都市整備課 0172-62-1145

農業政策課 0172-62-1144

あおもり産品支援課 0172-62-6102

農地林務課 0172-62-1179

１Ｆ

納税支援課 0172-62-1141

市民課 0172-62-1128

健康福祉課 0172-62-1113

上下水道課 0172-62-1159

出納室 0172-62-1142

〒038-1392 浪岡大字浪岡字稲村101-１
☎0172-62-1111（代）

ご来庁の際はお間違いのないよう
ご確認の上、お越しください。

駅前庁舎 市民課（総合窓口）の
開庁日時・取扱業務

開庁日時 取扱業務

月～金曜日 ８：30～18：00
証明書交付、住所異動、戸籍
届出、印鑑登録、マイナンバー
カード交付等

土・日曜日、祝日 ９：00～17：00 証明書交付、印鑑登録

※年末年始（12/29～１/３）を除く

市民課（総合窓口）は土・日、祝日も
証明書の交付・印鑑登録ができます

※土・日、祝日は、税金に未納があるかた、所得の申告を伴
うかたなどは税関係の証明書の交付を受けられません。事

前にお問合せください。問市民課（☎017－734－5239）

便利!


