
　

     

みどり課 公園係 緑化推進係
土木管理事務所 管理調査係 維持係 

土木管財課 路政係 管財係 
土木建設課 計画保全係 工務係 

都市交通係 交通対策係 交通安全係
都市基盤整備課 計画調整係 事業係

都市整備部 都市政策課 都市計画係 都市景観係

農地農政係 
環境施設課 施設管理係 

都市交通課

固定資産評価審査委員会事務局
産業廃棄物指導課 審査指導係 

監査事務局

総務係 議事政策係 

環境事業課 業務推進係 

選挙管理委員会事務局 庶務係

農業委員会事務局

選挙係

監査係 

　（環境担当部長） 環境保全課 環境政策係 環境保全係 
資源循環課 減量推進係 指導係

公平委員会事務局　

ものづくり・あきない支援室 

教育委員会学校園 幼稚園　小学校　中学校　義務教育学校

労働支援課 労働支援係 職業相談係
市議会事務局 議事政策課

安中青少年会館 

人権教育課 人権教育係

経済環境部 産業政策課 産業政策係 農業振興係 消費生活係

学校給食係 

放課後児童育成室 

指　導　課 指導係 

桂青少年会館 

総務係 研究・研修係 相談・支援係教育センター
青少年課 青少年係

学校教育部 学務給食課 学校保健係 奨学係

文化財課 文化財係

子育て支援課 地域子育て支援係 認定・入所係 

市史編纂室 

子育て総合支援ネットワークセンター 

こども施設課 給付管理係 運営係

山本図書館 

認定こども園　保育所

志紀図書館 
こども未来部 こども政策課 こども政策係 こども育成係 

八尾図書館 利用サービス係
保健衛生課 動物指導係

学校園運営室 

保健予防課 保健予防係 公害医療係

副教育長
地域スポーツ係
資料係 

（保健所長） 保健企画課 保健企画係

教育政策課 教育政策係 

　　（生涯学習
　　　　　担当部長）

生涯学習スポーツ課 地域生涯学習係
衛生係 

健康保険課 国民健康保険係 高齢者医療係 

教　育　長

医療型児童発達支援センター

人事係
健康まちづくり部 健康推進課 健康推進係

教育総務部 総務人事課 総務係
健康政策室 

       教育委員会事務局

給水係

地域支援室 
障害福祉課 障害福祉係 基幹相談支援センター係

生活福祉課 生活福祉係 
高齢介護課 介護保険係 高齢福祉係

施設整備課 計画係

福祉指導監査課 指導監査係 
生活支援課 生活支援係 

お客さまサービス課 料金企画係 お客さま係 
工事管理課 維持調査係 工事係 

配水係

地域福祉部 地域福祉政策課 地域福祉係 

水  道  局 経営総務課 総務係
水道技術管理者 管理係 

経理係 人事係

市  民  課 管理係 記録係 国民年金係
経営企画係

コミュニティ政策推進課 地域拠点係 自治推進係 

事　務　局 企画運営課 企画運営係 

高安出張所 

医療安全管理室

曙川出張所 

感染対策管理室

志紀出張所 

看　護　部

山本出張所 

市立病院 診　療　局

竹渕出張所 

地域医療連携室

南高安出張所 

診療情報管理室

第２救助係

久宝寺出張所 
西郡出張所 
大正出張所 

　（市民ふれあい担当部長） 龍華出張所 

救急救助課 第１救急係 第２救急係 第１救助係

調査係

桂人権コミュニティセンター 

山本 ・ 志紀 ・ 栄町 ・ 高安 ・ 亀井出張所

安中人権コミュニティセンター 

第２警備課 庶務係 管理指導係 機械係 調査係文化国際課 文化国際係

第１警備課 庶務係 管理指導係 機械係
人権文化ふれあい部 人権政策課 人権政策係 

　　　　消  防  署 指　令　課

危険物保安係

納  税  課 管理係 納税係 整理係

警　防　課 警防係 消防団係
第１指令係 第２指令係 資産税課 管理係 課税係 

予　防　課 防火啓発係 査察係財産活用課 財産管理係 
市民税課 税制係 課税係 

総務係 経理係債権管理室 

会　計　課

消防本部 消防総務課

職　員　課 職員係 

会　計　管　理　者

会計係 

情報公開室 

財　政　部 財  政  課 財政係 

契約検査課 契約係 検査係

住宅管理課 住宅管理係

　（人事担当部長） 人　事　課 人事係 

住宅整備室 
市政情報課 広報係

営繕室
一般営繕係 学校営繕係 

建築審査係

副市長 国勢調査実施ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

政策法務課 政策法務係

公共建築課 公共建築係 施設保全係
情報システム室

開発調整係 開発審査係
建築指導室

総  務  部 総　務　課 総務係 統計係

建築指導係

住まい支援係

やおﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

女性活躍推進室

審査指導課 管理係 監察係

行政改革課 行政改革係

開発指導室
総合計画策定ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

政策推進課 政策推進係

下水道整備課 計画係

公共施設マネジメント推進室

建  築  部 住宅政策課

経営企画係 業務係

政策企画部 秘　書　課 秘書係

下水道管理課 管理係 
整備係 

住宅政策係
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市 　長

いじめからこどもを守る課 いじめからこどもを守る係

危機管理監 危機管理課 危機管理係

 （下水道担当部長） 下水道経営企画課

水道事業管理者

病院事業管理者


