
平成２７年度市長

副市長

総合政策部 総務部 理財部 生活環境部 保健福祉部 産業振興部 建設水道部 都市整備部 会計管理者

 総合政策課  総務課  管財課  市民生活課  社会福祉課  商工観光課 道路課  都市計画課  会計課
政策総務担当 行政管理担当 管財担当 市民生活担当 福祉政策担当 商工振興担当 監理担当 計画景観担当 審査担当
政策調整担当 文書法規担当 庁舎管理担当 住民情報担当 検査指導担当 観光振興担当 道路整備担当 伝建まちづくり担当 出納担当
統計担当  職員課  市民税課  交通防犯課 障がい福祉担当  農林課 道路維持担当 市街地整備課

遊水地課 人事担当 税政担当 交通防犯担当  生活福祉課 農業振興担当 河川緑地課 リノベーション担当

遊水地担当  情報推進課 市民税担当 公共交通対策担当 生活福祉担当 農林整備担当 河川担当 市街地整備担当

定住促進担当
 地域まちづくり課 情報推進担当  資産税課  保険医療課  こども課  産業基盤整備課

基盤整備担当

公園緑地担当 住宅課
まちづくり担当  契約検査課 資産税担当 保険担当 こども担当 企業立地担当  下水道課

市営住宅担当
 秘書広報課 検査担当 収税担当  環境課 保育課 下水道整備担当 建築課

市民協働推進担当

 危機管理課 環境政策担当 保育担当

下水道管理担当契約担当  収税課 医療給付担当 こどもサポートセンター担当

 水道業務課 建築指導担当
広報広聴担当 危機管理担当 環境保全担当  高齢福祉課 業務担当 建築審査担当
秘書担当

 財政課 クリーンプラザ担当 高齢福祉担当  水道工務課 建築営繕担当
財政担当  斎場整備室 介護保険担当 工務担当 開発指導担当

斎場整備担当 介護認定担当 北部水道事務所担当

 人権・男女共同参画課 地域包括ケア推進課 南部水道事務所担当

人権推進担当 地域包括ケア推進担当

男女共同参画担当 地域包括支援センター担当

 健康増進課
保健予防担当
健康づくり担当

 地域医療対策室
地域医療対策担当

大平総合支所 藤岡総合支所 都賀総合支所 西方総合支所 岩舟総合支所 議会 教育委員会 選挙管理委員会 消防本部

 地域まちづくり課  地域まちづくり課  地域まちづくり課  地域まちづくり課  地域まちづくり課
議会事務局 教育委員会事務局 選挙管理委員会事務局 消防総務課

地域まちづくり担当 地域まちづくり担当 地域まちづくり担当 地域まちづくり担当 地域まちづくり担当
消防総務係

総務担当 総務担当 総務担当 総務担当 総務担当 議事課  教育総務課 選挙担当
消防団係

 税務課  税務課  税務課 市民税担当  税務課 議会総務担当 教育総務担当
予防課

市民税担当 市民税担当 市民税担当 資産税担当 市民税担当 議事調査担当 教育政策担当 公平委員会
予防係

資産税担当 資産税担当 資産税担当 資産税担当  学校教育課
危険物係

収税担当 収税担当 収税担当 収税担当 学校教育担当 監査委員
警防課

 生活環境課  生活環境課  生活環境課  生活環境課  生活環境課 保健給食担当
警防係

住民担当 住民担当 住民担当 住民担当 住民担当  生涯学習課 監査委員事務局
救急管理係

保険医療担当 保険医療担当 保険医療担当 保険医療担当 保険医療担当 生涯学習担当
監査担当 通信指令課

生活環境交通担当 生活環境交通担当 生活環境交通担当 生活環境交通担当 生活環境交通担当 社会教育担当
指令第１係

 健康福祉課  健康福祉課  健康福祉課  健康福祉課  健康福祉課 公民館担当
農業委員会 指令第２係

福祉・こども担当 福祉・こども担当 福祉・こども担当 福祉・こども担当 福祉・こども担当  スポーツ振興課
消防署

介護高齢担当 介護高齢担当 介護高齢担当 介護高齢担当 介護高齢担当 スポーツ振興担当 農業委員会事務局
消防第１課 消防係、救急係

健康増進担当 健康増進担当 健康増進担当 健康増進担当 健康増進担当  文化課
農地振興担当 消防第２課 消防係、救急係

大平分署

 産業振興課  産業振興課  産業振興課  産業建設課  産業振興課 文化振興担当

 都市整備課

藤岡分署 第１係、第２係
農林振興担当 農林振興担当 農林振興担当 産業振興担当 農林振興担当 美術館担当

固定資産評価審査委員会

第１係、第２係

第１係、第２係
商工観光担当 商工観光担当 商工観光担当 都市建設担当 商工観光担当  伝建推進室

都賀分署 第１係、第２係

管理担当  大平教育支所
岩舟分署

 都市建設課  都市建設課  都市建設課 伝建推進担当
西方分署

 都賀教育支所

第１係、第２係
道路整備担当 都市建設担当 都市建設担当 都市建設担当 生涯学習担当
道路管理担当 管理担当 管理担当

生涯学習担当
西方教育支所

生涯学習担当
岩舟教育支所

生涯学習担当

 都市建設課  藤岡教育支所
都市管理担当 生涯学習担当
都市建設担当


