
広報まえばし　平成21年３月15日号 6

部局名 課室名など 庁舎階数など 電話番号（直通） 主な分掌事務

建 設 部

道路建設課
本庁8F

898-6802 道路整備の計画、道路の新設・改良、道路用地の取得など

道路管理課 898-6822 道路・水路の維持管理、道路用地の管理に関すること

東部建設事務所 大胡支所1F 283-1109 大胡・宮城・粕川支所管内の道水路の新設・改良・維持管理など

建築住宅課
本庁8F

898-6833 市営建造物の建築、市営住宅に関すること

公園緑地課 898-6842 公園・緑地の建設・管理、緑化推進、霊園の管理に関することなど

工科大事務局
総務課

工科大1F 265-0111
教職員の人事、授業料・使用料、大学の管理運営に関することなど

学務課 学生の募集、入試、科目履修、授業時間割、就職に関することなど

会計室 本庁1F 898-6162 現金、有価証券の出納および保管、指定金融機関等に関することなど

管 理 部

総務課

本庁10F

898-5802 教育委員会の総括事務、教育委員会会議、学校給食など

教育施設課 898-5804 学校施設の建設・管理、教育施設の建設に関すること

スポーツ課 898-5832 社会体育の企画・指導、学校施設の開放、体育関係団体など

文化財保護課 三俣町二丁目 231-9875 文化財の保護、普及、調査に関することなど

指 導 部

学校教育課 本庁10F 898-5812 学校経営、学校保健、教育指導、教員の人事など

生涯学習課 前橋プラザ元気21・3F 210-2197 生涯学習および社会教育の総合的な企画・調整など

青少年課 本庁10F 898-5872 青少年教育、青少年健全育成に関することなど

選挙管理委員会事務局 本庁6F 898-6742 選挙の管理執行、選挙啓発など

監査委員事務局 本庁6F 898-6636 地方自治法に基づく財務監査、事務監査、住民監査請求監査など

農業委員会事務局 本庁7F 898-6732 農地の賃借・売買許可、農地以外への転用など

水道局
部局名 課室名など 庁舎階数など 電話番号（直通） 主な分掌事務

上下水道部

総務課 水道局1F・3F 898-3011 水道局事業の計画・執行・調整、水道料金、下水道使用料など

水道整備課 水道局4F 898-3022 水道施設の設計・施工、配水管の新設・改良など

浄水課 敷島町 231-3075 取水、浄水、導水および配水、水質試験に関することなど

下水道建設課
水道局2F

898-3063 公共下水道の設計・工事施工に関することなど

下水道管理課 898-3074 公共下水道の維持管理、水洗便所の普及に関することなど

下水道施設課 六供町 221-7524 水質管理、下水汚泥処理、水質処理センターの管理など

消防局

部局名 課室名など 庁舎階数など 電話番号（直通） 主な分掌事務

消 防 局

総務課

消防局3F

220-4503 消防局の人事、福利厚生、消防団に関することなど

予防課 220-4507 火災予防の企画、建築同意・消防設備等の設置指導、危険物の許認可

警防課 220-4511 警防・水利・水防計画の企画、消防機械器具の調達・管理など

通信指令課 消防局4F 220-4515 救急・救助の指令および通信、災害の警戒、防御の指令および通信

中央消防署 消防局2F 220-4517

火災・救急・救助などの災害防御および火災予防指導、防火指導など

東消防署 樋越町 283-3399

西消防署 大渡町二丁目 255-0119

南消防署 西善町 267-0119

北消防署 上細井町 231-0119

富士見支所（5月5日㈫から）

部局名 課室名など 庁舎階数など 電話番号（直通） 主な分掌事務

市 民 部 富士見支所

総務課

富士見支所

288-2211 支所の総合調整、地域審議会に関することなど

市民サービス課 288-2276 住民基本台帳、戸籍、国保、環境に関することなど

税務課 288-1941 市税の課税、税証明、納税相談に関すること

福祉課 288-1943 児童福祉、障害者福祉、介護保険に関することなど

産業課 288-1946 農林業の相談・取り次ぎ、地区のまつりに関することなど

赤城山振興課 288-1968 赤城山、赤城山周辺の観光や振興対策に関することなど

　来庁された人が利用窓口へスムーズに行けるよう、本庁舎１
階・２階の窓口の色分けを行い、併せて案内表示も改めます。

　問い合わせは　行政管理課　☎898−6537

窓口表示を分かりやすくします



7

市役所組織案内（4月1日㈬から）
部局名 課室名など 庁舎階数など 電話番号（直通） 主な分掌事務

議会事務局
庶務課

議会1F
898-5911 議会の庶務、議長会、議場の維持管理に関することなど

議事課 898-5922 議会、委員会、協議会、請願および陳情に関することなど

総 務 部

秘書課 本庁4F − 市長、副市長の秘書および渉外など

職員課
本庁5F

898-6507 職員の人事・給与・研修・福利厚生など

行政管理課 898-6537 行政改革の推進、組織、事務管理、法規、文書の収受・発送など

情報政策課 本庁11F 898-5883 行政情報化、地域情報化に関することなど

建設監理課
本庁2F

898-5945 技術監理、工事検査に関すること

契約課 898-6282 契約に関すること

合併推進室 本庁5F − 富士見村との合併に関すること

政 策 部

政策推進課 本庁5F 898-6513 市政の総合企画・総合調整、地域振興、交通政策、統計など

市政発信課
本庁6F

898-6644 広報および市民からの提案、意見の取り扱いに関することなど

文化国際課 898-6522 文化政策、スポーツ政策、国際交流など

財 務 部

財政課 本庁5F 898-6542 予算編成、財政計画、市債、地方交付税など

管財課 本庁6F 898-6652 市の権利義務、財産管理、市庁舎管理、市有自動車の管理など

市民税課

本庁2F

898-6206 個人・法人市民税、軽自動車税等の賦課など

資産税課 898-6216 固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の賦課など

収納課 898-6226 市税の収納、納税の奨励に関すること

市 民 部

いきいき生活課
本庁2F

898-6236 行政自治委員、地域づくり、消費生活、男女共同参画、人権など

安全安心課 898-6263 防犯、防災、交通安全に関すること

市民課 本庁1F 898-6102 住民基本台帳・戸籍・印鑑登録、住居表示・外国人登録、国民年金など

大胡支所

総務課

大胡支所1F

283-0111 支所の総合調整、地域審議会に関することなど

市民サービス課 283-0002 住民基本台帳、戸籍、国保、福祉、介護保険に関することなど

税務課 283-0113 市税の課税、収納、税証明に関すること

宮城支所

総務課

宮城支所1F 283-2131

支所の総合調整、地域審議会に関することなど

市民サービス課 住民基本台帳、戸籍、国保、福祉、介護保険に関することなど

税務課 市税の課税、収納、税証明に関すること

粕川支所

総務課

粕川支所1F

285-4112 支所の総合調整、地域審議会に関することなど

市民サービス課 285-4114 住民基本台帳、戸籍、国保、福祉、介護保険に関することなど

税務課 285-6750 市税の課税、収納、税証明に関すること

福 祉 部

社会福祉課 本庁1F 898-6142 生活保護、民生委員・児童委員、厚生援護、隣保館に関することなど

こども課
保健所・保健センター2F

220-5700 児童手当・児童扶養手当、母子寡婦福祉、こども相談支援、母子保健など

保育課 220-5705 保育所（園）、幼稚園および就園奨励費等、児童館、放課後児童クラブなど

介護高齢課 本庁1F 898-6152 高齢者の保健福祉、介護保険事業の運営・管理に関することなど

障害福祉課 保健所・保健センター1F 220-5713 身体障害者・知的障害者・精神障害者福祉に関することなど

指導監査室 総合福祉会館 260-1133 社会福祉法人・社会福祉施設への指導監査、総合福祉会館管理など

健 康 部 国民健康保険課 本庁2F 898-6246 国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療費など

保健所

保健総務課 保健所・保健センター2F 220-5781 保健所の総括、医事薬事に関することなど

健康増進課 保健所・保健センター1F・3F 220-5783 特定健診・保健指導、健康づくり、食育、精神保健、難病対策など

衛生検査課 保健所・保健センター2F 220-5777 感染症対策、予防接種、動物愛護、食品衛生、各種試験検査など

環 境 部

環境課

本庁2F

898-6292 環境、公害に関すること

リサイクル推進課 898-6273 ごみ減量およびリサイクル推進に関することなど

廃棄物対策課 898-5953 廃棄物処理業の許可、廃棄物処理施設の設置許可など

清掃施設課 六供清掃工場1F 223-5300 ごみの焼却および埋立処分に関すること

清掃施設建設準備室 本庁2F 898-5844 新焼却施設の建設に関すること

商工観光部

にぎわい商業課
前橋プラザ元気21・1F

210-2188 商業振興、流通対策、中心市街地の活性化に関することなど

工業課 210-2274 工業の振興、企業誘致に関することなど

観光課 旧ウォーク館1F 210-2189 観光に関すること

競輪事務所 グリーンドーム1F 231-4508 自転車競走に関すること

農 政 部

農林課
本庁7F

898-6702 農業、林業、水産業の振興に関することなど

農村整備課 898-6712 土地改良、集落排水事業、農業用施設整備に関することなど

農業共済課 JA本所内 261-3911 農業共済事業に関すること

都市計画部

都市計画課
本庁9F

898-6943 都市計画、建設部門の計画および施策の調整に関すること

まちづくり課 898-6972 都市整備、都市景観、屋外広告物に関すること

建築指導課 本庁7F 898-6752 建築基準法の施行、開発許可に関することなど

区画整理第一課
本庁9F

898-6912
土地区画整理事業に関すること

区画整理第二課 898-6962

※電話番号の「−」は市役所☎224-1111（代表）へ。


