庁舎のご案内

Building Information

H30. 6. 4

■■ 北 側 （ 時計台方面 ） North ■■■

■■■ South （大通公園方面） 南 側 ■■
19

■展望回廊 ■パーラーあおぞら ■会議室

■第１常任委員会会議室 ■第２常任委員会会議室
■第３常任委員会会議室
■第２特別委員会会議室 ■特別傍聴室

18

■第４常任委員会会議室 ■傍聴席 ■市政記者室
■レストランライラック

■議場 ■自由民主党議員控室 ■民主市民連合議員控室
■改革議員控室 ■説明員控室

17

■公明党議員控室 ■日本共産党議員控室

■市民ネットワーク北海道議員控室 ■維新の党議員控室 ■議員会議室
■第１特別委員会会議室 ■議会運営委員会会議室 ■議員応接室
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■議長 ■副議長 ■議会事務局長 ■議会事務局次長 総務課 政策調査課 議事課
■北海道市議会議長会事務局 ■議長応接室

←

■展望回廊 ■記者会見室

■経済観光局長
■産業振興部長 経済企画課 商業・金融支援課 立地促進・ものづくり産業課
■国際経済戦略室長 経済戦略推進課■雇用推進部長 雇用推進課
■農政部長 農政課■農業委員会委員室■農業委員会事務局長 次長

■札幌市職員共済組合 事務局長（共済担当部長）
■観光・ＭＩＣＥ推進部長 観光・ＭＩＣＥ推進課
■無所属議員控室 ■議会図書室

ー

■市職員組合 ■市労働組合 ■(財)入札室 ■会議室（１号〜３号）

ー

タ

■管財部長 管財課 契約管理課 ■市労連
■職員健康管理担当部長 職員保健相談担当部長 健康情報室

■清掃事業担当部長 業務課 事業廃棄物課
■施設担当部長 施設管理課 施設整備課
■札幌物産協会

13

■市民文化局長 ■地域振興部長 区政課 ■市民自治推進室長 市民自治推進課
■市民生活部長 消費生活課 アイヌ施策課 男女共同参画課
■市民憲章推進会議 ■日本赤十字社札幌市地区本部
■交通安全運動推進委員会 ■札幌市自衛隊協力会事務局

■包括外部監査人室 ■危機管理対策室分室
■大会議室（１号〜５号）

12

■環境局長 ■環境事業部長 総務課 循環型社会推進課
■環境都市推進部長 環境計画課 エコエネルギー推進課
■環境管理担当部長 環境対策課 ■環境情報センター

■総務局長
■職員部長 人事課 職員健康管理課 勤労課
■札幌市オンブズマン室 ■オンブズマン事務局長 オンブズマン事務局
■行政部長 総務課 ■連絡調整担当部長 法制課
■市長室長
■国際部長 交流課 ■世界冬の都市市長会事務局 ■自治体国際化協会
■秘書部長 秘書課 ■市政功労者室

■広報部長 広報課 ■市政記者室
11
高層・低層用 ■財政局長 ■財政部長 企画調査課 財政課
連絡フロア

10

■建築部長 建築保全課 建築工事課
■政策企画部サテライト
■道路工事担当部長 工事課
■雪対策室長 計画課 事業課
■危機管理対策室長 ■危機管理対策部長 危機管理対策課
■住宅担当部長 住宅課
■維持担当部長 道路維持課 道路設備課 管理測量課(閲覧コーナー)
■会議室（１号〜２号）
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■土木部長 業務課 道路課 ■会議室（１号〜２号）
■都市局長 ■市街地整備部長 総務課 区画整理事業課 区画整理清算課
■建設局長 ■総務部長 総務課 道路管理課 道路認定課 自転車対策担当課

■まちづくり政策局長 ■政策企画部長 政策推進課 企画課 政策調整課
■ＩＣＴ戦略推進担当部長 ■プロジェクト担当部長
■都心まちづくり推進室長 都心まちづくり課 ■札幌駅交流拠点推進担当部長
ま ■新幹線推進室長（空港担当部長）

ー

タ

←

り
ま ■監査指導室長 監査指導課

4 せ

。

■選挙管理委員会委員室 ■選挙管理委員会事務局長 選挙課
■人事委員会委員室 ■人事委員会事務局長 次長 調査課 任用課
■高齢福祉担当局長 ■大気汚染測定室

■改革推進室長 推進課
■工事管理室長 技術管理課
■設備担当部長 電気設備課 機械設備課

9

ー

■都市計画担当局長 ■都市計画部長 都市計画課 地域計画課
■総合交通計画部長 交通計画課 ■公共交通担当部長 都市交通課

■市長 ■町田副市長 ■吉岡副市長 ■岸副市長
■市長応接室

ん

■保険医療部長 保険企画課
■事業推進担当部長 事業推進課

■保健福祉局長 ■総務部長 総務課 ■保護自立支援担当部長
保護自立支援課 ■高齢保健福祉部長 高齢福祉課
■地域包括ケア推進担当部長 介護保険課

3

■会計管理者（会計室長） ■会計室次長 会計管理課 出納課
■障がい保健福祉部長 障がい福祉課

■行政情報課（市政刊行物コーナー）
■税務担当局長 ■税政部長 税制課 市民税課 固定資産税課
納税指導課 税制課（税の証明窓口）
■戸籍住民課（住居表示）

2

■宅地課
■建築指導部長 管理課 建築確認課 ■建築安全担当部長 建築安全推進課

■庁舎管理課（管理係・施設係） ■市民の声を聞く課
■指定金融機関（北洋銀行札幌市役所支店）

1

■市民ホール ■元気カフェ

■防災センター ■文書集配センター
■売店

B1

■庁舎管理課（車両管理係） ■運転手詰所 ■車庫 ■食 堂 ■会議室(１号〜４号)
■ATM（北海道銀行・労働金庫・ゆうちょ銀行）

■文書庫 ■中央監視盤室

B2

■印刷センター ■用品庫 ■会議室（１号〜２号）

本庁舎外のご案内
○大通バスセンタービル1号館 中) 南1東1

6

■子どもの権利救済委員 子どもの権利救済事務局
■みどりの推進部長 みどりの推進課
■みどりの管理担当部長 みどりの管理課

3

■子ども未来局長 ■子ども育成部長 子ども企画課 子どもの権利推進課
■子育て支援部長 子育て支援課 ■支援制度担当部長 施設運営課

○札幌時計台ビル 中) 北1西2
10

■文化部長 文化振興課 文化財課
■市民交流プラザ開設担当部長 市民交流プラザ開設担当課
■国際芸術祭担当部長 国際芸術祭担当課
■用地担当部長 用地管理課 用地取得課

○敷島北一条ビル 中) 北1西3

6

■国際大会担当部長

札幌市役所代表電話番号 011-211-2111

○STV北2条ビル 中) 北2西2

6

■代表監査委員室 ■監査委員室
■監査事務局長 次長 第一課 第二課

5

【教育委員会】 ■教育長 ■教育次長
■生涯学習部長 総務課 ■学校施設担当部長 学校施設課 保健給食課

4

【教育委員会】 ■生涯学習推進課
■教職員担当部長 教育推進・労務担当部長 教職員課

3

【教育委員会】 ■学校教育部長 教育推進課 ■児童生徒担当部長

○ばらと北一条ビル 中) 北1西3

8
6

■招致推進部長 ■調整担当部長 調整課
■スポーツ局長 ■スポーツ部長 企画事業課 施設課

