
市庁舎 2 階案内図

〒 297-8511　茂原市道表 1
ご用の課が不明な方は 1階総
合案内または 2階生活課へお
越しください。
平成 27年 10月 1日現在の
内容です。

問 茂原市役所 ☎0475-23-2111（代表）
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各課の電話・FAX 番号
（2階は生活課を除き①～⑫までの番号と課名で表示しています）

2 階 ◆ � 電話��　/　��FAX�　

①市民課� 20-1502� 20-1600
②国保年金課� 20-1503� 20-1600
③健康管理課� 20-1574� 20-1600
④障害福祉課� 20-1666� 20-1610
⑤高齢者支援課� 20-1572� 20-1610
⑥地域包括支援センター� 20-1583� 26-6788
⑦子育て支援課� 20-1573� 20-1610
　子育て家庭相談室（子育て支援課内）
� 23-5500� 20-1610
⑨会計課� 20-1576
⑩市民税課� 20-1577� 20-1609
⑪収税課� 20-1578� 20-1609
⑫資産税課� 20-1579� 20-1609
　生活課� 20-1505� 20-1600
　茂原市消費生活センター（生活課内）
� 20-1101� 20-1600

3 階 ◆ � 電話��　/　��FAX�　

秘書広報課� 20-1512� 20-1601
議会事務局� 20-1585� 20-1611

4 階 ◆ � 電話��　/　��FAX�　

企画政策課� 20-1516� 20-1603
財政課� 20-1517� 20-1603
職員課� 20-1518� 20-1602
経営改革課� 20-1702� 20-1602
総務課（防災対策室）� 20-1519� 20-1602
管財課� 20-1520� 20-1602

市庁舎各階案内図
10階 職員厚生室　
9階 教育長室　　教育総務課　　学校教育課　　生涯学習課　　監査委員事務局　　ちば南東部地域若者サポートステーション
8階 都市計画課　　建築課　　都市整備課　　下水道課
7階 土木建設課　　土木管理課　　社会福祉課　　
6階 農政課　　商工観光課（企業誘致推進室）　　環境保全課　　農業委員会　　選挙管理委員会
5階 会議室501～505
4階 企画政策課　　財政課　　職員課　　経営改革課　　総務課　　管材課　　記者室　　全員協議会室　　委員会室
3階 市長室　副市長室　理事室　秘書広報課　議場　正副議長室　議会事務局�　議員控室

2階 生活課（茂原市消費生活センター）　市民課　国保年金課　健康管理課　市民税課　収税課　資産税課　障害福祉課
高齢者支援課　地域包括支援センター　子育て支援課（子育て家庭相談室）　会計課　指定金融機関　市民コーナー

1階 総合案内　　会議室102　　行政資料室　　レストラン（売店）　市民室　　守衛室　　日本年金機構千葉年金事務所茂原分室

6 階 ◆ � 電話��　/　��FAX�　

農政課� 20-1526� 20-1604
商工観光課（企業誘致推進室）� 20-1528� 20-1604
環境保全課� 20-1504� 20-1604
農業委員会事務局� 20-1530� 20-1604
選挙管理委員会事務局� 20-1529� 20-1604

7 階 ◆ � 電話��　/　��FAX�　

土木建設課� 20-1536� 20-1605
土木管理課� 20-1537� 20-1605
社会福祉課� 20-1571� 20-1605

8 階 ◆ � 電話��　/　��FAX�　

都市計画課� 20-1546� 20-1606
都市整備課� 20-1548� 20-1606
建築課� 20-1588� 20-1606
下水道課� 20-1549� 20-1606

9 階 ◆ � 電話��　/　��FAX�　

教育総務課� 20-1557� 20-1607
学校教育課� 20-1558� 20-1607
生涯学習課� 20-1559� 20-1607
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月15日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０３８
コード番号：０２５
顧客名称 ：㈱セントラルサーベイ 御中

測量 エリアマップ1図 D‐4
○地上測量全般 ○鉄道測量 ○補償業務

≪ハートフルネットワークで豊かな未来創り≫
「環境の保全と創造」に努力し、信頼される企業市民として社会的責任を果たします。
■茂原市高師999
■TEL:0475-24-1381 ■FAX:0475-24-9929
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土曜、日曜、祝日
■URL:http://central-srv.co.jp/ あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月15日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０３９
コード番号：０１７
顧客名称 ：㈲晶光堂 御中

小売 エリアマップ2図 A‐5
宝飾・時計・メガネの専門店

晶光堂
1950年創業。徳力本店地金取扱店。
米国宝石学会宝石学修了者（GIA・G・G）の店。
■茂原市高師822
■TEL:0475-24-3787
■営業時間／9:00～18:00
■定休日／水曜 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月15日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０４１
コード番号：０５７
顧客名称 ：㈲ヤマダ時計店 御中

時計・メガネ店 エリアマップ3図 C‐1

ヤマダ時計店
時計・メガネ・宝飾・補聴器を取り扱っております。
認定眼鏡士のお店ですので、ご安心ください。
■茂原市茂原171
■TEL:0475-22-2481 ■FAX:0475-22-2814
■営業時間／9:00～19:00
■定休日／水曜

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済


