
市 町 村 名 法人番号 郵便番号 所 在 地 代表電話 市 町 村 長 名

 岡　山　市 5000020331007 700-8544 北区大供1-1-1 (086)803-1000 大森　雅夫

（北区） 700-8544 北区大供1-1-1 (086)803-1000

（中区） 703-8544 中区浜3-7-15 (086)803-1000

(東区) 704-8555 東区西大寺南1-2-4 (086)803-1000

（南区） 702-8544 南区浦安南町495-5 (086)803-1000

（御　津） 709-2198 北区御津金川1020 (086)724-1111

（建　部） 709-3198 北区建部町福渡489 (086)722-1111

(津　高) 701-1144 北区栢谷1682 (086)294-2411

(一　宮) 701-1211 北区一宮553-1 (086)284-0501

(高　松) 701-1334 北区高松原古才247 (086)287-3731

(吉　備) 701-0153 北区庭瀬416 (086)293-1111

(足　守) 701-1463 北区足守718 (086)295-1111

(富　山) 703-8271 中区円山115-1（ハピーズ円山店内） (086)277-7211

（瀬　戸） 709-0897 東区瀬戸町瀬戸45 (086)952-1112

(上　道) 709-0611 東区楢原466 (086)297-4211

（灘　崎） 709-1215 南区片岡207 (086)363-5201

（児　島） 702-8012 南区北浦716 (086)267-2231

(妹　尾) 701-0206 南区箕島1024-8 (086)282-3121

(福　田) 701-0203 南区古新田1186 (086)282-1131

(興　除) 701-0213 南区中畦593 (086)298-3131

(藤　田) 701-0221 南区藤田508 (086)296-2221

(福　浜) 702-8032 南区福富中1-16-22 (086)265-4181

 倉　敷　市 6000020332020 710-8565 西中新田640 (086)426-3030 伊東　香織

(児　島) 711-8565 児島小川町3681-3 (086)473-1111

(玉　島) 713-8565 玉島阿賀崎1-1-1 (086)522-8111

(水　島) 712-8565 水島北幸町1-1 (086)446-1111

(　庄　) 701-0111 上東756 (086)462-1212

(茶屋町) 710-1101 茶屋町2087 (086)428-0001

(船　穂) 710-0293 船穂町船穂2897-2 (086)552-5100

(真　備) 710-1398 真備町箭田1141-1 (086)698-1111

 津　山　市 5000020332038 708-8501 山北520 (0868)23-2111 谷口　圭三

（加　茂） 709-3905 加茂町塔中104 (0868)32-7031

（勝　北） 708-1205 新野東567 (0868)32-7021

（久　米） 709-4603 中北下1300 (0868)32-7011

（阿　波） 709-3951 阿波1209-4 (0868)32-7042

 玉　野　市 5000020332046 706-8510 宇野1-27-1 (0863)32-5588 黒田　　晋

(平成30年4月1日現在）
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市 町 村 名 法人番号 郵便番号 所 在 地 代表電話 市 町 村 長 名

(平成30年4月1日現在）

（東粟倉） 707-0404 太田152-1 (0868)78-3133

（作　東） 709-4292 江見945 (0868)75-1111

（英　田） 701-2604 福本810-2 (0868)74-3111

 浅　口　市 6000020332160 719-0295 鴨方町六条院中3050 (0865)44-7000 栗山　康彦

（金　光） 719-0192 金光町占見新田751 (0865)42-7300

（寄　島） 714-0192 寄島町16010 (0865)54-5111

 和気郡　和 気 町 2000020333468 709-0495 尺所555 (0869)93-1121 草加　信義
※平成30年4月16日から

　　　　　　　（佐　伯） 709-0511 矢田305 (0869)88-1101

 都窪郡　早 島 町 2000020334235 701-0303 前潟360-1 (086)482-0611 中川　真寿男

 浅口郡　里 庄 町 4000020334456 719-0398 里見1107-2 (0865)64-3111 加藤　泰久

 小田郡　矢 掛 町 8000020334618 714-1297 矢掛3018 (0866)82-1010 山野　通彦

 真庭郡　新 庄 村 2000020335860 717-0201 2008-1 (0867)56-2626 小倉　博俊

 苫田郡　鏡 野 町 9000020336068 708-0392 竹田660 (0868)54-2111 山崎　親男

　　　　　　　（奥　津） 708-0421 井坂495 (0868)52-2211

　　　　　　　（上齋原） 708-0601 上齋原514-1 (0868)44-2111

　　　　　　　（　富　） 708-0701 富西谷125-1 (0867)57-2111

 勝田郡　勝 央 町 5000020336220 709-4316 勝間田201 (0868)38-3111 水嶋　淳治

　　 　　   奈 義 町 4000020336238 708-1392 豊沢306-1 (0868)36-4111 笠木　義孝

 英田郡　西粟倉村 8000020336432 707-0503 影石2 (0868)79-2111 青木　秀樹

 久米郡　久米南町 1000020336637 709-3614 下弓削502-1 (086)728-2111 片山　篤

　　  美 咲 町 1000020336661 709-3717 原田1735 (0868)66-1111 定本　一友

　　　　　　　（　旭　） 709-3404 西川1001-5 (0867)27-3111

　　　　　　　（柵　原） 708-1533 久木200-8 (0868)62-1111

 加賀郡 吉備中央町 5000020336815 716-1192 豊野1-2 (0866)54-1313 山本　雅則

　　　　　　　（加茂川） 709-2398 下加茂1073-1 (0867)34-1111

　　　　　　　（大　和） 716-1554 西278 (0866)55-5001

　　　　　　　（吉　川） 716-1241 吉川4860-6 (0866)56-7001

市 町 村 名 法人番号 郵便番号 所 在 地 代表電話 市 町 村 長 名

(平成30年4月1日現在）

 笠　岡　市 5000020332054 714-8601 中央町1-1 (0865)69-2121 小林　嘉文

 井　原　市 4000020332071 715-8601 井原町311-1 (0866)62-9500 瀧本　豊文

（芳　井） 714-2111 芳井町吉井253-1 (0866)72-0110

（美　星） 714-1406 美星町三山1055 (0866)87-3111

 総　社　市 3000020332089 719-1192 中央1-1-1 (0866)92-8200 片岡　聡一

 高　梁　市 3000020332097 716-8501 松原通2043 (0866)21-0200 近藤　隆則

（有　漢） 716-1392 有漢町有漢3387 (0866)57-3200

（成　羽） 716-0193 成羽町下原1068-1 (0866)42-3211

（川　上） 716-0295 川上町地頭1819-1 (0866)48-2200

（備　中） 716-0396 備中町布賀29-2 (0866)45-4511

 新　見　市 8000020332101 718-8501 新見310-3 (0867)72-6111 池田　一二三

（大　佐） 719-3503 大佐小阪部1469-1 (0867)98-2111

（神　郷） 719-3611 神郷下神代3936 (0867)92-6111

（哲　多） 718-0303 哲多町本郷246-4 (0867)96-2111

（哲　西） 719-3701 哲西町矢田3604 (0867)94-2111

 備　前　市 7000020332119 705-8602 東片上126 (0869)64-3301 田原　隆雄

（日　生） 701-3292 日生町日生630 (0869)72-1101

（吉　永） 709-0224 吉永町吉永中878 (0869)84-2511

 瀬 戸 内 市 7000020332127 701-4292 邑久町尾張300-1 (0869)22-1111 武久　顕也

（牛　窓） 701-4392 牛窓町牛窓4911 (0869)34-3431

（長　船） 701-4293 長船町土師291 (0869)26-2001

 赤　磐　市 7000020332135 709-0898 下市344 (086)955-1111 友實  武則

（赤　坂） 701-2292 町苅田516 (086)957-2222

（熊　山） 709-0792 松木623 (086)995-1211

（吉　井） 701-2595 周匝136 (086)954-1111

 真　庭　市 7000020332143 719-3292 久世2927-2 (0867)42-1111 太田　昇

（蒜　山） 717-0504 蒜山下福田305 (0867)66-2511

（川　上） 717-0602 蒜山上福田425 (0867)66-3611

（中　和） 717-0513 蒜山下和1802 (0867)67-2111

（北　房） 716-1433 下呰部248 (0866)52-2111

（落　合） 719-3194 落合垂水618 (0867)52-1111

（勝　山） 717-0013 勝山319 (0867)44-2607

（美　甘） 717-0105 美甘4134 (0867)56-2611

（湯　原） 717-0406 豊栄1515 (0867)62-2011

 美　作　市 7000020332151 707-8501 栄町38-2 (0868)72-1111 萩原　誠司

（勝　田） 707-0113 真加部1616 (0868)77-1111

（大　原） 707-0412 古町1709 (0868)78-3111
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市 町 村 名 法人番号 郵便番号 所 在 地 代表電話 市 町 村 長 名

(平成30年4月1日現在）

（東粟倉） 707-0404 太田152-1 (0868)78-3133

（作　東） 709-4292 江見945 (0868)75-1111

（英　田） 701-2604 福本810-2 (0868)74-3111

 浅　口　市 6000020332160 719-0295 鴨方町六条院中3050 (0865)44-7000 栗山　康彦

（金　光） 719-0192 金光町占見新田751 (0865)42-7300

（寄　島） 714-0192 寄島町16010 (0865)54-5111

 和気郡　和 気 町 2000020333468 709-0495 尺所555 (0869)93-1121 草加　信義
※平成30年4月16日から

　　　　　　　（佐　伯） 709-0511 矢田305 (0869)88-1101

 都窪郡　早 島 町 2000020334235 701-0303 前潟360-1 (086)482-0611 中川　真寿男

 浅口郡　里 庄 町 4000020334456 719-0398 里見1107-2 (0865)64-3111 加藤　泰久

 小田郡　矢 掛 町 8000020334618 714-1297 矢掛3018 (0866)82-1010 山野　通彦

 真庭郡　新 庄 村 2000020335860 717-0201 2008-1 (0867)56-2626 小倉　博俊

 苫田郡　鏡 野 町 9000020336068 708-0392 竹田660 (0868)54-2111 山崎　親男

　　　　　　　（奥　津） 708-0421 井坂495 (0868)52-2211

　　　　　　　（上齋原） 708-0601 上齋原514-1 (0868)44-2111

　　　　　　　（　富　） 708-0701 富西谷125-1 (0867)57-2111

 勝田郡　勝 央 町 5000020336220 709-4316 勝間田201 (0868)38-3111 水嶋　淳治

　　 　　   奈 義 町 4000020336238 708-1392 豊沢306-1 (0868)36-4111 笠木　義孝

 英田郡　西粟倉村 8000020336432 707-0503 影石2 (0868)79-2111 青木　秀樹

 久米郡　久米南町 1000020336637 709-3614 下弓削502-1 (086)728-2111 片山　篤

　　  美 咲 町 1000020336661 709-3717 原田1735 (0868)66-1111 定本　一友

　　　　　　　（　旭　） 709-3404 西川1001-5 (0867)27-3111

　　　　　　　（柵　原） 708-1533 久木200-8 (0868)62-1111

 加賀郡 吉備中央町 5000020336815 716-1192 豊野1-2 (0866)54-1313 山本　雅則

　　　　　　　（加茂川） 709-2398 下加茂1073-1 (0867)34-1111

　　　　　　　（大　和） 716-1554 西278 (0866)55-5001

　　　　　　　（吉　川） 716-1241 吉川4860-6 (0866)56-7001

市 町 村 名 法人番号 郵便番号 所 在 地 代表電話 市 町 村 長 名

(平成30年4月1日現在）

 笠　岡　市 5000020332054 714-8601 中央町1-1 (0865)69-2121 小林　嘉文

 井　原　市 4000020332071 715-8601 井原町311-1 (0866)62-9500 瀧本　豊文

（芳　井） 714-2111 芳井町吉井253-1 (0866)72-0110

（美　星） 714-1406 美星町三山1055 (0866)87-3111

 総　社　市 3000020332089 719-1192 中央1-1-1 (0866)92-8200 片岡　聡一

 高　梁　市 3000020332097 716-8501 松原通2043 (0866)21-0200 近藤　隆則

（有　漢） 716-1392 有漢町有漢3387 (0866)57-3200

（成　羽） 716-0193 成羽町下原1068-1 (0866)42-3211

（川　上） 716-0295 川上町地頭1819-1 (0866)48-2200

（備　中） 716-0396 備中町布賀29-2 (0866)45-4511

 新　見　市 8000020332101 718-8501 新見310-3 (0867)72-6111 池田　一二三

（大　佐） 719-3503 大佐小阪部1469-1 (0867)98-2111

（神　郷） 719-3611 神郷下神代3936 (0867)92-6111

（哲　多） 718-0303 哲多町本郷246-4 (0867)96-2111

（哲　西） 719-3701 哲西町矢田3604 (0867)94-2111

 備　前　市 7000020332119 705-8602 東片上126 (0869)64-3301 田原　隆雄

（日　生） 701-3292 日生町日生630 (0869)72-1101

（吉　永） 709-0224 吉永町吉永中878 (0869)84-2511

 瀬 戸 内 市 7000020332127 701-4292 邑久町尾張300-1 (0869)22-1111 武久　顕也

（牛　窓） 701-4392 牛窓町牛窓4911 (0869)34-3431

（長　船） 701-4293 長船町土師291 (0869)26-2001

 赤　磐　市 7000020332135 709-0898 下市344 (086)955-1111 友實  武則

（赤　坂） 701-2292 町苅田516 (086)957-2222

（熊　山） 709-0792 松木623 (086)995-1211

（吉　井） 701-2595 周匝136 (086)954-1111

 真　庭　市 7000020332143 719-3292 久世2927-2 (0867)42-1111 太田　昇

（蒜　山） 717-0504 蒜山下福田305 (0867)66-2511

（川　上） 717-0602 蒜山上福田425 (0867)66-3611

（中　和） 717-0513 蒜山下和1802 (0867)67-2111

（北　房） 716-1433 下呰部248 (0866)52-2111

（落　合） 719-3194 落合垂水618 (0867)52-1111

（勝　山） 717-0013 勝山319 (0867)44-2607

（美　甘） 717-0105 美甘4134 (0867)56-2611

（湯　原） 717-0406 豊栄1515 (0867)62-2011

 美　作　市 7000020332151 707-8501 栄町38-2 (0868)72-1111 萩原　誠司

（勝　田） 707-0113 真加部1616 (0868)77-1111

（大　原） 707-0412 古町1709 (0868)78-3111
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３  一部事務組合一覧(地方自治法第284条第2項によるもの)

(平成30年4月1日現在）

事 務 組 合 名 法 人 番 号 設置年月日 構 成 団 体 名 住 所

【 農 林 業 】

八ケ郷合同用水組
合

4000020338028 S39.4.8 倉敷市、早島町 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

高梁川東西用水組
合

4000020338036 T5.3.31 倉敷市、早島町 〒710-0801
倉敷市酒津2826
(086)422-0219

旭東用排水組合 4000020338052 S37.3.20 岡山市、備前市、瀬戸内市 〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300-1
(0869)22-0011

竹川組合 6000020338125 S28.12.28 倉敷市、浅口市 〒719-0192
浅口市金光町占見新田751
(0865)42-7303

湛井十二箇郷組合 6000020338141 T15.6.22 岡山市、倉敷市、総社市 〒719-1154
総社市井尻野898
(0866)94-1508

大正池水利組合 4000020338168 S30.8.26 岡山市、総社市 〒701-1133
岡山市北区富吉1401-32
(086)286-9070

田原用水組合 4000020338176 M45.1.9 岡山市、赤磐市、和気町 〒709-0861
岡山市東区瀬戸町瀬戸45
(086)952-4534

六ケ郷組合 4000020338184 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

四ケ郷組合 4000020338192 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

西一郷半組合 8000020338206 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

三ケ村組合 8000020338214 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

井笠地区農業共済
事務組合

8000020339377 S63.4.1 笠岡市、井原市、浅口市、
里庄町、矢掛町

〒714-1201
小田郡矢掛町矢掛2979-1
(0866)83-2600

勝英農業共済事務
組合

3000020339407 H9.4.1 津山市、美作市、勝央町、
奈義町、西粟倉村

〒709-4316
勝田郡勝央町勝間田201
(0868)38-1240

東備農業共済事務
組合

3000020339423 H9.12.1 備前市、赤磐市、和気町 〒709-0451
和気郡和気町和気438-10
(0869)92-0404

倉敷地区農業共済
事務組合

3000020339431 H9.12.1 倉敷市、総社市、早島町 〒710-0052
倉敷市美和1-13-33
(086)430-1717

津山地区農業共済
事務組合

1000020339474 H10.2.2 津山市、鏡野町、久米南
町、美咲町

〒708-1205
津山市新野東567
(0868)36-7730

【 教　 育 】

岡山県笠岡市・矢
掛町中学校組合

5000020338290 S35.4.1 笠岡市、矢掛町 〒714-0081
笠岡市笠岡1866-1
(0865)69-2151

２　県・市町村の関係機関・団体一覧

岡山県県民局

名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号

備 前 県 民 局 700-8604 岡山市北区弓之町6-1 (086)233-9800

（東備地域事務所） 709-0492 和気郡和気町和気487-2 (0869)92-5161

備 中 県 民 局 710-8530 倉敷市羽島1083 (086)434-7000

（井笠地域事務所） 714-8502 笠岡市六番町2-5 (0865)69-1611

（高梁地域事務所） 716-8585 高梁市落合町近似286-1 (0866)21-2820

（新見地域事務所） 718-8550 新見市高尾2400 (0867)72-9161

美 作 県 民 局 708-8506 津山市山下53 (0868)23-1218

（真庭地域事務所） 717-8501 真庭市勝山591 (0867)44-7560

（勝英地域事務所） 707-8585 美作市入田291-2 (0868)73-4051

市長会・町村会等
名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号

岡 山 県 市 長 会 700-0975 岡山市北区今2-2-1(岡山県市町村振興センター内） (086)245-4888

岡 山 県 町 村 会 700-0975 岡山市北区今2-2-1(岡山県市町村振興センター内） (086)245-4833

岡山県市議会議長会 700-8544 岡山市北区大供1-1-1(岡山市議会事務局内) (086)803-1531

岡山県町村議会議長会 700-0975 岡山市北区今2-2-1(岡山県市町村振興センター内） (086)245-4850

(平成30年4月1日現在）
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３  一部事務組合一覧(地方自治法第284条第2項によるもの)

(平成30年4月1日現在）

事 務 組 合 名 法 人 番 号 設置年月日 構 成 団 体 名 住 所

【 農 林 業 】

八ケ郷合同用水組
合

4000020338028 S39.4.8 倉敷市、早島町 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

高梁川東西用水組
合

4000020338036 T5.3.31 倉敷市、早島町 〒710-0801
倉敷市酒津2826
(086)422-0219

旭東用排水組合 4000020338052 S37.3.20 岡山市、備前市、瀬戸内市 〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300-1
(0869)22-0011

竹川組合 6000020338125 S28.12.28 倉敷市、浅口市 〒719-0192
浅口市金光町占見新田751
(0865)42-7303

湛井十二箇郷組合 6000020338141 T15.6.22 岡山市、倉敷市、総社市 〒719-1154
総社市井尻野898
(0866)94-1508

大正池水利組合 4000020338168 S30.8.26 岡山市、総社市 〒701-1133
岡山市北区富吉1401-32
(086)286-9070

田原用水組合 4000020338176 M45.1.9 岡山市、赤磐市、和気町 〒709-0861
岡山市東区瀬戸町瀬戸45
(086)952-4534

六ケ郷組合 4000020338184 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

四ケ郷組合 4000020338192 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

西一郷半組合 8000020338206 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

三ケ村組合 8000020338214 S46.3.8 岡山市、倉敷市 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3441

井笠地区農業共済
事務組合

8000020339377 S63.4.1 笠岡市、井原市、浅口市、
里庄町、矢掛町

〒714-1201
小田郡矢掛町矢掛2979-1
(0866)83-2600

勝英農業共済事務
組合

3000020339407 H9.4.1 津山市、美作市、勝央町、
奈義町、西粟倉村

〒709-4316
勝田郡勝央町勝間田201
(0868)38-1240

東備農業共済事務
組合

3000020339423 H9.12.1 備前市、赤磐市、和気町 〒709-0451
和気郡和気町和気438-10
(0869)92-0404

倉敷地区農業共済
事務組合

3000020339431 H9.12.1 倉敷市、総社市、早島町 〒710-0052
倉敷市美和1-13-33
(086)430-1717

津山地区農業共済
事務組合

1000020339474 H10.2.2 津山市、鏡野町、久米南
町、美咲町

〒708-1205
津山市新野東567
(0868)36-7730

【 教　 育 】

岡山県笠岡市・矢
掛町中学校組合

5000020338290 S35.4.1 笠岡市、矢掛町 〒714-0081
笠岡市笠岡1866-1
(0865)69-2151

２　県・市町村の関係機関・団体一覧

岡山県県民局

名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号

備 前 県 民 局 700-8604 岡山市北区弓之町6-1 (086)233-9800

（東備地域事務所） 709-0492 和気郡和気町和気487-2 (0869)92-5161

備 中 県 民 局 710-8530 倉敷市羽島1083 (086)434-7000

（井笠地域事務所） 714-8502 笠岡市六番町2-5 (0865)69-1611

（高梁地域事務所） 716-8585 高梁市落合町近似286-1 (0866)21-2820

（新見地域事務所） 718-8550 新見市高尾2400 (0867)72-9161

美 作 県 民 局 708-8506 津山市山下53 (0868)23-1218

（真庭地域事務所） 717-8501 真庭市勝山591 (0867)44-7560

（勝英地域事務所） 707-8585 美作市入田291-2 (0868)73-4051

市長会・町村会等
名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号

岡 山 県 市 長 会 700-0975 岡山市北区今2-2-1(岡山県市町村振興センター内） (086)245-4888

岡 山 県 町 村 会 700-0975 岡山市北区今2-2-1(岡山県市町村振興センター内） (086)245-4833

岡山県市議会議長会 700-8544 岡山市北区大供1-1-1(岡山市議会事務局内) (086)803-1531

岡山県町村議会議長会 700-0975 岡山市北区今2-2-1(岡山県市町村振興センター内） (086)245-4850

(平成30年4月1日現在）
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(平成30年4月1日現在）

事 務 組 合 名 法 人 番 号 設置年月日 構 成 団 体 名 住 所

岡山県中部環境施
設組合

7000020338966 S44.6.21 真庭市、美咲町 〒716-1403
真庭市宮地631-3
(0866)52-4230

岡山県井原地区清
掃施設組合

7000020338974 S45.4.1 井原市、矢掛町 〒715-0004
井原市木之子町2192ｰ1
(0866)62-3341

総社広域環境施設
組合

7000020339130 S48.1.27 倉敷市、総社市 〒719-1192
総社市中央1-1-1
(0866)92-8256

津山圏域資源循環
施設組合

1000020339598 H21.4.1 津山市、鏡野町、勝央町、
奈義町、美咲町

〒709-4611
津山市領家1446
(0868)57-2221

【 し尿処理 】

神崎衛生施設組合 9000020338460 S38.4.5 岡山市、瀬戸内市 〒704-8138
岡山市東区神崎町2676
(086)946-8002

備南衛生施設組合 8000020338478 S40.4.24 岡山市、倉敷市、早島町 〒710-1101
倉敷市茶屋町1919
(086)428-1261

勝英衛生施設組合 8000020338494 S39.6.3 美作市、勝央町、奈義町、
西粟倉村、美咲町

〒709-4313
勝田郡勝央町小矢田31-2
(0868)38-2209

岡山県西部衛生施
設組合

3000020338508 S40.7.28 笠岡市、井原市、浅口市、
矢掛町、里庄町

〒714-0054
笠岡市平成町100
(0865)66-2620

旭川中部衛生施設
組合

3000020338516 S40.8.17 岡山市、久米南町、吉備中
央町

〒709-2131
岡山市北区御津鹿瀬650
(086)724-1503

和気･赤磐し尿処理
施設一部事務組合

3000020338524 S41.2.10 赤磐市、和気町 〒709-0462
和気郡和気町本2
(0869)92-0808

津山圏域衛生処理
組合

7000020338982 S45.5.9 津山市、鏡野町、美咲町 〒708-0841
津山市川崎458
(0868)26-1352

【 火 葬 場 】

和気北部衛生施設
組合

1000020338567 S41.4.12 備前市、赤磐市、和気町 〒709-0495
和気郡和気町尺所555
(0869)93-1121

柵原、吉井、英田火
葬場施設組合

7000020339270 S51.2.10 赤磐市、美作市、美咲町 〒708-1533
久米郡美咲町久木200-8
(0868)62-1111

【 防　 災 】

笠岡地区消防組合 4000020339083 S47.4.1 笠岡市、浅口市、里庄町 〒714-0098
笠岡市十一番町4-3
(0865)63-5119

井原地区消防組合 6000020339156 S48.3.27 井原市、矢掛町 〒715-0014
井原市七日市町3216
(0866)62-1260

津山圏域消防組合 6000020339164 S48.4.1 津山市、鏡野町、勝央町、
奈義町、久米南町、美咲町

〒708-0822
津山市林田95
(0868)31-1250

東備消防組合 4000020339199 S48.12.1 備前市、和気町 〒705-0021
備前市西片上2039
(0869)64-1120

(平成30年4月1日現在）

事 務 組 合 名 法 人 番 号 設置年月日 構 成 団 体 名 住 所

【 厚生福祉 】

岡山市久米南町国
民健康保険病院組
合

5000020338605 S24.12.23 岡山市、久米南町 〒709-3111
岡山市北区建部町福渡1000
(086)722-0525

和気老人ホ－ム組
合

8000020338800 S27.9.1 備前市、赤磐市、和気町 〒709-0412
和気郡和気町藤野1025
(0869)93-1530

久米老人ホ－ム組
合

8000020339121 S47.12.1 津山市、久米南町、美咲
町

〒709-3702
久米郡美咲町打穴下1766
(0868)66-0012

勝田郡老人福祉施
設組合

6000020339172 S48.7.2 津山市、美作市、勝央
町、奈義町

〒708-1206
津山市市場2151
(0868)36-4992

岡山県西部地区養
護老人ホ－ム組合

1000020339202 S49.2.20 笠岡市、浅口市、里庄町 〒714-0034
笠岡市神島外浦1-1
(0865)67-1767

美作養護老人ホ－
ム組合

8000020339261 S50.11.1 美作市、西粟倉村 〒709-4236
美作市川北1089
(0868)75-0041

柵原吉井特別養護
老人ホ－ム組合

1000020339326 S54.4.1 赤磐市、美咲町 〒708-1523
久米郡美咲町吉ケ原838
(0868)62-1277

【 水   道 】

備南水道企業団 1000020338419 S18.7.1 倉敷市、早島町 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3671

岡山県南部水道企
業団

1000020338427 S25.2.18 岡山市、倉敷市、玉野市 〒710-0807
倉敷市西阿知町247-1
(086)465-5050

岡山県西南水道企
業団

1000020338451 S43.2.21 笠岡市、浅口市、里庄町 〒719-0302
浅口郡里庄町新庄2
(0865)64-3274

岡山県広域水道企
業団

8000020339369 S59.11.10 岡山県、岡山市、倉敷
市、津山市、井原市、総
社市、高梁市、備前市、
瀬戸内市、赤磐市、真庭
市、和気町、鏡野町、勝
央町、奈義町、久米南
町、美咲町、吉備中央町

〒709-0604
岡山市東区寺山650
(086)297-9800

【 ごみ処理 】

岡山県西部環境整
備施設組合

1000020338559 S42.8.11 笠岡市、浅口市、里庄町 〒719-0302
浅口郡里庄町新庄3655
(0865)64-2186

倉敷西部清掃施設
組合

1000020338591 S43.10.19 倉敷市、浅口市 〒713-8114
倉敷市玉島道越888-1
(086)526-2338

岡山市久米南町衛
生施設組合

7000020338958 S44.6.16 岡山市、久米南町 〒709-3614
久米郡久米南町下弓削502-1
(086)728-2212
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(平成30年4月1日現在）

事 務 組 合 名 法 人 番 号 設置年月日 構 成 団 体 名 住 所

岡山県中部環境施
設組合

7000020338966 S44.6.21 真庭市、美咲町 〒716-1403
真庭市宮地631-3
(0866)52-4230

岡山県井原地区清
掃施設組合

7000020338974 S45.4.1 井原市、矢掛町 〒715-0004
井原市木之子町2192ｰ1
(0866)62-3341

総社広域環境施設
組合

7000020339130 S48.1.27 倉敷市、総社市 〒719-1192
総社市中央1-1-1
(0866)92-8256

津山圏域資源循環
施設組合

1000020339598 H21.4.1 津山市、鏡野町、勝央町、
奈義町、美咲町

〒709-4611
津山市領家1446
(0868)57-2221

【 し尿処理 】

神崎衛生施設組合 9000020338460 S38.4.5 岡山市、瀬戸内市 〒704-8138
岡山市東区神崎町2676
(086)946-8002

備南衛生施設組合 8000020338478 S40.4.24 岡山市、倉敷市、早島町 〒710-1101
倉敷市茶屋町1919
(086)428-1261

勝英衛生施設組合 8000020338494 S39.6.3 美作市、勝央町、奈義町、
西粟倉村、美咲町

〒709-4313
勝田郡勝央町小矢田31-2
(0868)38-2209

岡山県西部衛生施
設組合

3000020338508 S40.7.28 笠岡市、井原市、浅口市、
矢掛町、里庄町

〒714-0054
笠岡市平成町100
(0865)66-2620

旭川中部衛生施設
組合

3000020338516 S40.8.17 岡山市、久米南町、吉備中
央町

〒709-2131
岡山市北区御津鹿瀬650
(086)724-1503

和気･赤磐し尿処理
施設一部事務組合

3000020338524 S41.2.10 赤磐市、和気町 〒709-0462
和気郡和気町本2
(0869)92-0808

津山圏域衛生処理
組合

7000020338982 S45.5.9 津山市、鏡野町、美咲町 〒708-0841
津山市川崎458
(0868)26-1352

【 火 葬 場 】

和気北部衛生施設
組合

1000020338567 S41.4.12 備前市、赤磐市、和気町 〒709-0495
和気郡和気町尺所555
(0869)93-1121

柵原、吉井、英田火
葬場施設組合

7000020339270 S51.2.10 赤磐市、美作市、美咲町 〒708-1533
久米郡美咲町久木200-8
(0868)62-1111

【 防　 災 】

笠岡地区消防組合 4000020339083 S47.4.1 笠岡市、浅口市、里庄町 〒714-0098
笠岡市十一番町4-3
(0865)63-5119

井原地区消防組合 6000020339156 S48.3.27 井原市、矢掛町 〒715-0014
井原市七日市町3216
(0866)62-1260

津山圏域消防組合 6000020339164 S48.4.1 津山市、鏡野町、勝央町、
奈義町、久米南町、美咲町

〒708-0822
津山市林田95
(0868)31-1250

東備消防組合 4000020339199 S48.12.1 備前市、和気町 〒705-0021
備前市西片上2039
(0869)64-1120

(平成30年4月1日現在）

事 務 組 合 名 法 人 番 号 設置年月日 構 成 団 体 名 住 所

【 厚生福祉 】

岡山市久米南町国
民健康保険病院組
合

5000020338605 S24.12.23 岡山市、久米南町 〒709-3111
岡山市北区建部町福渡1000
(086)722-0525

和気老人ホ－ム組
合

8000020338800 S27.9.1 備前市、赤磐市、和気町 〒709-0412
和気郡和気町藤野1025
(0869)93-1530

久米老人ホ－ム組
合

8000020339121 S47.12.1 津山市、久米南町、美咲
町

〒709-3702
久米郡美咲町打穴下1766
(0868)66-0012

勝田郡老人福祉施
設組合

6000020339172 S48.7.2 津山市、美作市、勝央
町、奈義町

〒708-1206
津山市市場2151
(0868)36-4992

岡山県西部地区養
護老人ホ－ム組合

1000020339202 S49.2.20 笠岡市、浅口市、里庄町 〒714-0034
笠岡市神島外浦1-1
(0865)67-1767

美作養護老人ホ－
ム組合

8000020339261 S50.11.1 美作市、西粟倉村 〒709-4236
美作市川北1089
(0868)75-0041

柵原吉井特別養護
老人ホ－ム組合

1000020339326 S54.4.1 赤磐市、美咲町 〒708-1523
久米郡美咲町吉ケ原838
(0868)62-1277

【 水   道 】

備南水道企業団 1000020338419 S18.7.1 倉敷市、早島町 〒710-8565
倉敷市西中新田640
(086)426-3671

岡山県南部水道企
業団

1000020338427 S25.2.18 岡山市、倉敷市、玉野市 〒710-0807
倉敷市西阿知町247-1
(086)465-5050

岡山県西南水道企
業団

1000020338451 S43.2.21 笠岡市、浅口市、里庄町 〒719-0302
浅口郡里庄町新庄2
(0865)64-3274

岡山県広域水道企
業団

8000020339369 S59.11.10 岡山県、岡山市、倉敷
市、津山市、井原市、総
社市、高梁市、備前市、
瀬戸内市、赤磐市、真庭
市、和気町、鏡野町、勝
央町、奈義町、久米南
町、美咲町、吉備中央町

〒709-0604
岡山市東区寺山650
(086)297-9800

【 ごみ処理 】

岡山県西部環境整
備施設組合

1000020338559 S42.8.11 笠岡市、浅口市、里庄町 〒719-0302
浅口郡里庄町新庄3655
(0865)64-2186

倉敷西部清掃施設
組合

1000020338591 S43.10.19 倉敷市、浅口市 〒713-8114
倉敷市玉島道越888-1
(086)526-2338

岡山市久米南町衛
生施設組合

7000020338958 S44.6.16 岡山市、久米南町 〒709-3614
久米郡久米南町下弓削502-1
(086)728-2212
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【 そ の 他 】

岡山県市町村税整
理組合

5000020338869 S33.4.1 玉野市、笠岡市、総社市、高
梁市、新見市、備前市、瀬戸
内市、赤磐市、真庭市、美作
市、浅口市、全町村

〒700-0975
岡山市北区今2-2-1
(086)245-4890

備南競艇事業組合 8000020339253 S49.7.17 総社市、浅口市、早島町、里
庄町

〒719-1192
総社市中央1-1-1
(0866)92-8218

津山広域事務組合 8000020339385 H3.2.27 津山市、鏡野町、勝央町、奈
義町、久米南町、美咲町

〒708-0022
津山市山下92-1
(0868)24-3633

高梁地域事務組合 1000020339466 H10.2.2 高梁市、吉備中央町 〒716-0047
高梁市段町748
(0866)22-4651

岡山県市町村総合
事務組合

3000020339555 H17.4.1 全市町村、44組合等 〒700-0975
岡山市北区今2-2-1
(086)245-4844

４  広域連合一覧(地方自治法第284条第3項によるもの)

(平成30年4月1日現在）

広 域 連 合 名 法 人 番 号 設置年月日 構 成 団 体 名 住 所

岡山県後期高齢者
医療広域連合

3000020339571 H19.2.1 全市町村 〒700-0975
岡山市北区今2-2-1
(086)245-0090
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