みよし市行政組織
部

課・電話番号

政策推進部

企画政策課 ☎（32）
8005
秘書室 ☎（32）
8032
広報課 ☎（32）8357
情報推進室 ☎（32）
8357
財政課 ☎（32）8002

総務部

総務課 ☎（32）8000
契約検査室 ☎（32）
8006
管財課 ☎（32）8016
職員課 ☎（32）8351
市民課 ☎（32）8012

平成26年度の市役所の担当課とその主な業務をお知らせします。
なお、ファクス番号、電子メールアドレスについては、市ホームペー
ジ
（Shttp://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp）
でご確認ください。
問い合わせ＝職員課 ☎（32）8351 N（32）2165
▼

平成26年度

主な業務内容
政策推進、政策調整、総合計画、基本的施策の企画・調整、広域行政、交通計画、さんさ
んバス、基幹統計調査、その他統計調査
秘書、交際、市長会、国内交流・国際交流、危機管理に係る総合調整
広報、広聴、報道機関などの連絡調整、CATV、コミュニティFM
電子計算業務開発・管理、情報化の推進
財政、交付金、予算、決算、行政改革、行政評価、事務改善
儀式・褒章、庁舎管理、公用車の管理、安全運転管理、条例、情報公開、個人情報保護、
訴訟
入札、工事物品契約・検査、技術管理
市有財産に係る総合調整・不動産登記、市有財産台帳管理、普通財産管理、地籍調査
人事、研修、考課、給与、職員団体、職員互助会、職員の保健・安全衛生、福利厚生、公
務災害補償
戸籍、住民票、印鑑登録、埋火葬許可、公的個人認証サービス、身分証明、行政相談、住
民相談、人権擁護委員、市税に係る証明、固定資産税台帳閲覧、課税地籍図の交付・閲覧、
転入者へのごみ出し案内、中長期在留者・特別永住者に関すること

市民部
協働部
健康福祉部︵福祉事務所︶

市民情報サービスセンター「サンネッ
ト」
（カリヨンハウス2階）
住民票、印鑑証明、戸籍、税証明の発行、市民情報サービスセンター、図書の貸し出し
☎（33）
4150
保険年金課 ☎（32）
8011
国民健康保険、福祉医療費支給、後期高齢者医療保険、国民年金
税務課
市民税、県民税、軽自動車税、市たばこ税、自動車の臨時運行、固定資産税、都市計画税、
☎
（32）
8003
（市民税、軽自動車税担当）土地家屋・償却資産、特別土地保有税、固定資産評価員・固定資産評価補助員、住宅用家屋
☎
（32）
8019
（固定資産税担当）
証明
納税課 ☎（32）
8051
市税の収納管理、納税PR、市税の徴収金、滞納整理・処分、納税猶予
協働のまちづくり、男女共同参画、多文化共生、市民人材バンク、地域振興、地域ふる
協働推進課 ☎（32）
8025
さとづくり、文化広場、コミュニティ広場、地域ふるさとふれあい施設、カリヨンハウス、
自治基本条例、市民憲章、地縁団体
防災安全課 ☎（32）
8046
交通安全、防犯、安心ステーション、消防、消防団、防災、防火、自衛官の募集
生涯学習課（学習交流センター内）
生涯学習企画・調整・推進、生涯学習事業企画・推進、勤労青少年指導・育成、学習交流セン
☎
（33）
3441
ター、勤労青少年ホーム
社会福祉、社会福祉団体、災害救助、障がい者
（児）
自立支援、障がい者虐待防止、障がい
福祉課（福祉事務所福祉課）
支援区分認定審査会、遺族、民生委員・児童委員、生活保護、生活困窮者自立支援、障が
☎
（32）
8010
い者の入所措置、自立支援医療、障がい者等に対する手当、臨時福祉給付金
福祉総合相談センター ☎
（76）
5663 障がい者の相談、障がい者虐待防止、在宅介護支援、高齢者に関する総合相談、高齢者に
地域包括支援センター ☎
（32）
8500 関する権利擁護
高齢福祉課（福祉事務所高齢福祉課） 高齢者福祉、高齢者福祉施設、高齢者自立支援、介護保険、介護認定審査会、介護保険料、
☎
（32）
8009
介護給付、介護
（予防）
サービス事業者の指導監査、介護予防、居宅における介護措置
在宅介護支援センター（市民病院内）
在宅介護支援
☎
（33）3502
訪問看護ステーション（市民病院内）
訪問看護支援
☎
（33）
3500
健康推進課（保健センター内）
健康づくり、母子保健、育児支援、歯科保健、栄養改善、予防接種、感染症予防、市民の
☎
（34）5311
健康診査、生活習慣の改善、献血、特定健診・特定保健指導、後期高齢者健診
児童・青少年健全育成、児童福祉、児童館、子ども会、ジュニアクラブ、子育てクラブ、
（幼稚園）、児童福祉関係手当、
子育て支援課
（福祉事務所子育て支援課）青少年補導員、心の電話相談、親子通園、保育料、私学振興
☎
（32）
8034
母子家庭・寡婦の福祉、子育て相談、虐待などの児童家庭相談、虐待早期発見・要保護児
童支援、放課後児童クラブ、子育てふれあい広場
莇生保育園 ☎（34）
7557
天王保育園（民間） ☎
（32）
2346
なかよし保育園 ☎（32）
3048
みどり保育園 ☎（36）3330
打越保育園 ☎（34）0123
城山保育園 ☎（36）3310
明知保育園 ☎（32）1035
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主な業務内容

子育て支援課（福祉事務所子育て支援課）の続き
すみれ保育園 ☎（34）
3123
わかば保育園 ☎（34）
1151
健康福祉部︵福祉事務所︶の続き

黒笹保育園（民間） ☎
（36）
5107
なかよし地区子育て支援センター(わかば保育園内) ☎（34）1250
きたよし地区子育て支援センター(莇生保育園内) ☎（34）4660
みなよし地区子育て支援センター(打越保育園内) ☎（34）1867
三好丘地区子育て支援センター(みどり保育園内) ☎（36）0785
黒笹地区子育て支援センター(黒笹保育園内) ☎（36）5722
北部児童クラブ(北部小学校内) ☎090（2262）
0526
南部児童クラブ(南部小学校内) ☎090（7681）
8723
緑丘児童クラブ(みどり保育園内) ☎090（2347）
4106
天王児童クラブ(天王小学校内) ☎090（5009）
3256
三好丘児童クラブ(三好丘小学校内） ☎080
（1629）
9166
三吉児童クラブ(三吉小学校内) ☎080（1618）
9039
中部児童クラブ(中部小学校内） ☎080
（1629）
9165
黒笹児童クラブ(黒笹小学校内） ☎080
（1629）
9167

環境経済部

ファミリー・サポート・センター
（イオン三好店2階） ☎
（34）2228
農政、農業振興、農畜産物、農業災害、農業法人、食育の推進、産業フェスタ、商工業振興、
産業課 ☎（32）8015
企業立地、雇用対策、労働対策、消費生活、観光、治山、森林計画、林務、友好の森
農業土木室（土地改良会館内）
農業基盤・農村環境整備、水利施設、土地改良施設整備事業、愛知用水、枝下用水
☎
（32）
1143
緑と花のセンター「さんさんの郷」
緑と花のセンター管理・運営、援農ネットみよし
☎
（34）
6111
ごみ、し尿、一般廃棄物処理業者の許可、環境美化、不燃物埋立処分場、環境保全、環境
環境課 ☎（32）8018
審議会、騒音・振動・悪臭などに係る規制指導、環境管理、動物愛護、鳥獣捕獲許可、墓地、
専用水道
みどりの推進課 ☎（32）
8024
公園・緑地・児童遊園・農村公園・水環境施設の維持管理、緑化振興、緑花奨励
土木管理課 ☎（32）8022

都市建設部

都市整備課 ☎（32）8020
都市計画課 ☎（32）8021
建築営繕室 ☎（32）
8023

会計課 ☎（32）
8030
みよし市民病院

市道の認定、準用河川の指定、道路・橋りょう・河川の維持管理、下水道などの管理・使用
料、上水道、里道整備・生活下水路整備、土地開発公社
道路・橋りょう・河川工事、交通安全施設整備、土木施設災害復旧、都市計画道路整備、下
水道などの計画・事業認可、下水道などの施設整備、都市下水路整備、土地区画整理事業、
公共用地（道路・河川）取得
開発事業の指導・調整、建築許可・開発許可・開発指導、建築物などの建築確認、砂防、土
壌汚染防止、まちづくり土地利用計画、屋外広告物、景観
市有建物の企画設計、市有施設の建築営繕、耐震化促進計画、住宅・建築物耐震診断、サ
イン計画、市営住宅、市営住宅使用料
出納事務、指定金融機関

☎
（33）3300

議会事務局 議事課 ☎（32）
8031

農業委員会事務局 ☎（32）
8015

農業委員会事務

教 育 委 員 会 教育部

監査委員事務局 ☎（32）
8347

議会経理、福利、議事日程、本会議、委員会
教育委員会、教育行政、奨学金、私学振興（幼稚園を除く）、学校施設計画、学校施設管理、
学校備品、社会教育、家庭教育、青少年教育、成人式、ふれあい交流館、文化協会、
（仮称）
図書館学習交流プラザ整備
図書の貸し出し、子ども読書活動、図書館ボランティア育成、図書館ネットワーク
展示、埋蔵文化財、文化財の調査・保存、石川家住宅
学校区、入学・転学、就学援助、教職員厚生、生徒指導・進路指導、就学指導、教科書、教
育研究団体
学校給食、給食協会、保育園給食
スポーツ・レクリエーションの企画振興、国体などの選手育成、社会体育施設・総合体育館
などの都市公園有料運動施設の管理、スポーツ・レクリエーション諸団体の指導育成、体
育協会、カヌー協会の指導・支援
監査委員、監査、検査、審査

教育行政課 ☎（32）8028
中央図書館 ☎（34）
3311
歴史民俗資料館 ☎（34）
5000
学校教育課 ☎（32）8026
学校給食センター ☎（32）0100
スポーツ課(総合体育館内)
☎（32）
8027

選挙管理委員会（総務課内） ☎
（32）
8000 選挙
固定資産評価審査委員会（総務課内）
固定資産の審査の申し出
☎
（32）
8000
公平委員会（総務課内） ☎（32）
8000
公平委員会に関する事務
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