
　凡例　　《　》：課内室　　◎：幹事課

◎政策課 秘書課 ◎財政課 ◎健康福祉総務課 ◎環境総務課 産業経済部 ◎都市計画課 出納室 ◎総務課
《男女共同参画推進室》 《地球温暖化対策室》 ◎産業振興課
《水環境対策室》 ◎総務課 契約監理課 国保・高齢者医療課 道路管理課 学校教育課
《ユニバーサルデザイン 《技術検査室》 環境保全推進課 農林水産課
　　　　　　　　　推進室》 コンプライアンス推進課 福祉事務所 道路整備課 保健体育課

財産経営課 障がい福祉課 環境指導課 土地改良課 《用地室》

地域政策部 人事課 《危機管理センター 《適正処理対策室》 《地籍調査室》 生涯学習課

コミュニティ推進課 《行政改革推進室》 整備室》 生活福祉課 河港課
《市民協働推進室》 《ファシリティマネジメント 環境業務課 競輪場事業課 人権教育課

危機管理課 推進室》 長寿福祉部 建築指導課

地域振興課 税務部 長寿福祉課 環境施設対策課 市場業務課 中央図書館

情報政策課 納税課 《地域包括ケア推進室》 公園緑地課

くらし安全安心課 《債権回収室》 ※福祉事務所所属 南部クリーンセンター 文化・観光・スポーツ部 総合教育センター

広聴広報課 介護保険課 観光交流課 建築課

市民やすらぎ課 市民税課 西部クリーンセンター 《都市交流室》 高松第一高等学校

地域包括支援センター 住宅課

市民課 資産税課 衛生処理センター 文化芸術振興課
《市民サービスセンター》 こども未来部

子育て支援課 文化財課

人権啓発課 《こども女性相談室》

《こども未来館整備室》 スポーツ振興課

コンパクト・エコシティ推進部 ※福祉事務所所属

まちづくり企画課 こども家庭課 美術館美術課
※福祉事務所所属

交通政策課 こども園運営課

保健所

保健対策課
《感染症対策室》

《地域医療対策室》

生活衛生課

保健センター

◎総務課 市民病院 ◎企業総務課 監査課 選挙課 農政課 総務調査課

予防課 事務局（◎総務課、 財務管理課 議事課

消防防災課 経営企画課、医事課） 《財産契約室》

情報指令課 お客さまセンター

北消防署 給排水設備課

南消防署 市民病院塩江分院 水道整備課

東消防署 事務局 維持管理課

西消防署 市民病院附属香川診療所 浄水課

三木消防署 事務局 医療局 《水質管理センター》

新病院整備課 下水道整備課

下水道施設課
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市　　　長 教育委員会

副市長　（危機管理監） 副市長 教育長

平成２８年４月１日　１２局　７部　９９課　２２室

市民政策局 総務局 財政局 健康福祉局 環境局 創造都市推進局 都市整備局 会計管理者 教育局

２部　９課　５室 ７課　１室 １部　６課　４室 ２部　１３課　５室 ８課　２室 ２部　１０課　２室

病院事業管理者 上下水道事業管理者 監査委員 選挙管理委員会 農業委員会 市議会

公平委員会

８課　１室 １課 ８課

２課９課　２室

消防局 病院局 上下水道局 事務局 事務局 事務局 事務局

医療局、看護局

１課

医療局、薬剤局
医療技術局、看護局

９課 ５課 １課 １課 １課
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