
課 名 係 名 直通番号 主な業務内容 ファクス番号

福祉政策課

地域福祉係 514 -8467 民生児童委員、戦没者遺族・被爆者・中国
残留邦人等の援護などに関すること

583-4198
指導検査係 514 -8974 社会福祉法人認可および指導検査などに関

すること
福祉オンブズパーソン担当 514 -8469 福祉オンブズパーソンに関すること

生活福祉課
庶務係 514 -8472 生活保護法に基づく経理などに関すること
生活援護係 514 -8479 生活保護法などに係る相談および保護に関すること

障害福祉課

福祉係 514 -8485 障害者総合支援法などに基づく経理に関すること

583-0294援護係 514 -8489 障害者総合支援法などに基づく相談および
支給に関すること

差別解消推進係 514 -8991 障害者差別解消推進などに関すること

高齢福祉課

福祉係 514 -8495 福祉センター、シルバーピア、高齢者の福
祉サービスに関すること

583-4198

在宅サービス係 514 -8496 高齢者に関する福祉の相談、見守り、徘
は い

徊
か い

、
権利擁護、認知症対策などに関すること

介護保険係 514 -8509 介護保険料、要介護・要支援認定に関する
こと

介護給付係 514 -8519 介護保険の事業者指導、給付支払い事務、
苦情相談に関すること

セーフティネット
コールセンター

セーフティネット係 514 -8542 低所得者・離職者・被害者支援、自殺対策
などに関すること

ひとり親相談係 514 -8546 母子・父子の相談、支援、貸し付けに関す
ること

自立支援係 514 -8574 福祉の初期総合相談、生活困窮者・ひきこ
もりなどの自立支援に関すること

子育て課

地域青少年係 514 -8579 放課後子ども教室「ひのっち」、地域の青少
年育成に関すること

助成係 514 -8598 児童手当、医療費助成などの認定および支
給に関すること

子育て係 514 -8636 児童館・学童クラブの設置および管理運営
に関すること

保育課
保育幼稚園係 514 -8637 保育施設の利用および助成、私立幼稚園に

関すること
管理係 514 -8638 市立保育園の管理運営に関すること
整備調整係 514 -8972 民間保育施設の設置および認可に関すること

庶務課
庶務係 514 -8692 教育委員会の会議、就学援助など就学奨励

に関すること

583-9684

施設係 514 -8698 学校の施設の建設計画に関すること
業務サポート係 514 -8716 教育施設の修繕および補修に関すること

学校課

学務係 514 -8719 学級編成、通学区域・通学路、市立幼稚園の
入退園に関すること

教職員係 514 -8723 教職員の人事に関すること

指導係 514 -8728 学習指導、生活指導その他の学校の教育指
導に関すること

保健給食係 514 -8749 学校給食の総合調整および学校間の連絡調
整に関すること

生涯学習課 生涯学習係 514 -8765 生涯学習における諸施策に関すること
ＩＣＴ活用教育推進室 514 -8799 学校の情報環境の整備・運用支援に関すること

環境保全課

環境政策係 514 -8294 環境行政の総合的な計画策定、推進および
調整に関すること 581-2516

保全係 514 -8298 公害、葬儀・斎場、狂犬病予防およびペッ
トに関すること

カワセミハウス係 581 -1164
地域コミュニティーの推進、水と緑の魅力
発信、環境情報の収集と発信、施設の運営
に関すること

581-1164
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緑と清流課
公園緑政係 514 -8307 公園および緑地などに関すること

581-2516
水路清流係 514 -8309 河川、用水、湧水など水環境の保全・維持

管理に関すること

下水道課

庶務係 514 -8317 下水道料金・財政に関すること

506-2099普及係 514 -8324 水洗化の普及促進、下水道施設の維持管理
に関すること

計画工事係 514 -8329 下水道の計画、工事・維持管理に関すること

都市計画課

計画係 514 -8354 都市計画などの調査、計画および指導に関
すること

581-2516

交通政策係 514 -8369 交通政策、交通体系の企画・調整に関すること

住宅政策係 514 -8371 住宅施策、耐震改修、空き家などの活用に
関すること

開発指導係 514 -8374 開発行為の同意および協議に関すること

区画整理課

事業管理係 514 -8378 土地区画整理事業の執行、管理、調整およ
び組合施行土地区画整理事業に関すること

計画係 514 -8395 土地区画整理事業の計画および調整、事業
計画の決定・変更に関すること

換地係 514 -8405 換地（土地の形状）、土地区画整理審議会、各
種証明書の発行、法76条申請に関すること

工事係 514 -8409 工事の設計・施工（道路の築造）に関すること
補償係 514 -8413 移転補償（移転時期・工法）に関すること

道路課

管理係 514 -8421 道路の認定、境界確定、街路灯の維持管理、
放置自転車に関すること

道路係 514 -8422 道路、橋りょうおよび附属工作物の新設お
よび改良に関すること

補修係 514 -8431 道路、橋りょうおよび附属工作物の維持補
修に関すること

産業振興課

商工係 514 -8437 商業・建設業・金融および労働に関すること
ものづくり推進係 514 -8442 工業・企業立地および創業支援に関すること

観光係 514 -8461 観光の振興・観光団体、都市間交流などに
関すること

都市農業振興課 農産係 514 -8447 農業の振興に関すること

文化スポーツ課
芸術文化係 514 -8462 芸術、文化および芸能の振興に関すること

スポーツ係 514 -8465 スポーツおよびレクリエーションの振興に
関すること

企画経営課

政策調整係 514 -8047 事業の企画、調整および管理に関すること、
渉外に関すること

戦略係 514 -8038 市政の基本的施策の企画および総合調整、
基本構想、基本計画、戦略などに関すること

経営係 514 -8069 行財政改革・行政評価に関すること
財政課 514 -8076 予算の編成、執行管理に関すること

市長公室
広報担当 514 -8092 広報ひの、市ホームページの管理に関すること
市民相談担当 514 -8094 法律相談などの市民相談に関すること

総務課
総務係 514 -8128 統計、文書管理、情報公開・個人情報保護

制度に関すること

契約係 514 -8132 物品・印刷・賃貸借の契約、工事・修繕な
どの請負契約に関すること

政策法務課 514 -8142 政策法務の推進、議案書の作成、条例・規
則の審査、行政不服制度に関すること

職員課
人事係 514 -8146 職員の定数および配置、服務に関すること
給与厚生係 514 -8154 職員の給与、福利厚生に関すること
職員活躍推進係 514 -8979 他部署のサポートに関すること

財産管理課
財産係 514 -8156 財産の管理、寄附、市営住宅の管理に関すること
土地活用係 514 -8161 不動産の取得、管理および処分に関すること
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