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部・課名 電話番号 業務内容 

上

下

水

道

部

上下水道総務課 ５３－４３７２ 
水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、水道メーター 
交換、予算、決算、経理、出納、工事・委託等の契約 など 

上水道建設課 ５３－４３７６ 
水道工事、道路上の漏水や濁水、水道施設の維持管理、 
給水装置の指導や検査、応急給水、 
水道に関する技術的な問い合わせ など 

水源管理課 ２８－２５３６ 水質検査、水源保護、水源施設の維持管理 など 

下水道建設課 ５３―４１５９ 
下水道工事、下水道施設の維持管理、 
排水設備の指導や検査、水洗化の促進 など 

北部上下水道事務所 ５６－７９０６ 
（嬉野・三雲管内の） 
水道・下水道工事、水道・下水道施設の維持管理、給水装置・排水
設備の指導や検査、道路上の漏水や濁水 など 

西部水道事務所 ４６－７１２３ 
（飯南・飯高管内の） 
水質検査、水道工事、道路上の漏水や濁水、水道施設の維持管理、
給水装置の指導や検査、水源保護、水源施設の維持管理 など 

教

育

委

員

会

事

務

局

教育総務課 ５３－４３８１ 
教育委員会、教育に関する相談、高等学校等奨学金給付 
スクールバス、学校施設の建設・維持管理 など 

学校教育課 ５３－４３８８ 
小中学校の転入学・学校区、就学援助、小中学校の講師募集、 
教員人事・免許 など 

学校支援課 ５３－４３８７ 
学習指導、生徒指導、進路指導、人権教育、外国人児童 
生徒教育、特別支援教育、「子ども支援研究センター」 など 

生涯学習課 ５３－４３９６ 
生涯学習、社会教育、青少年、放課後児童クラブ、成人式 
「公民館」、「図書館」、「青少年センター」 など 

スポーツ課 ５３－４４０２ 
みえ松阪マラソン、スポーツ大会・教室、スポーツ施設、 
スポ―ツ激励金、「中部台運動公園」 など 

国体推進室 ５３―４４０８ 国民体育大会、全国障害者スポーツ大会 など 

給食管理課 ６１－１１５５ 学校給食、「給食センター」 など 

北部教育事務所 ４８－３８２１ 

（嬉野・三雲管内の） 
教育に関する相談、スクールバス、小中学校の転入学・学校区、 
生涯学習、社会教育、青少年、放課後児童クラブ、社会体育、 
スポーツ施設、学校給食、「公民館」、「給食センター」 など 

西部教育事務所 ３２－２３００ 

（飯南・飯高管内の） 
教育に関する相談、スクールバス、小中学校の転入学・学校区、 
生涯学習、社会教育、青少年、放課後児童クラブ、社会体育、 
スポーツ施設、学校給食、「公民館」、「給食センター」 など 

議会 
議会事務局 

５３－４４３３ 市議会本会議、委員会等の議会運営 など 

農業委員会 
農業委員会事務局 

５３－４１３７ 農地の権利移動、転用、遊休農地、農業者年金、農業振興 など 

監査委員 
監査委員事務局 

５３－４３３７ 監査、検査及び審査の実施 など 

選挙管理委員会 
選挙管理委員会事務局 

５３－４４１１ 
選挙の管理執行、直接請求、選挙人名簿の調製・閲覧、 
選挙争訟、検察審査員及び裁判員候補者予定者名簿の調製、 
選挙に関する啓発 など 

公平委員会 
公平委員会事務局 

５３－４３２１ 職員への不利益処分に関する不服の審査 など 

固定資産評価審査委員会 
固定資産評価審査委員会事務局 

５３－４３２１ 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査  

松阪市土地開発公社 
業務管理課 

５３－４３５６ 
公共・公用施設、公営企業の用に供する土地、都市計画法 
第４条第７項に規定する市街地開発事業その他政令で定める 
事業の用に供する土地の取得、造成、管理及び処分 など 
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部・課名 電話番号 業務内容 

秘書広報課 ５３－４３１２ 
秘書、危機管理、広聴、広報紙、ホームページ、SNS、 
市政バス、出前講座、行政チャンネル、記者クラブ など 

防災対策課 ５３－４３１３ 
地域防災計画、災害対策本部、防災行政無線、避難所、木造住宅の耐
震化、防災訓練、防災情報メール、国民保護対策、被災地支援 など 

企

画

振

興

部

経営企画課 ５３－４３１９ 
総合計画、定住自立圏構想、地方創生、過疎・辺地計画、 
総合教育会議、統計調査 など 

情報企画課 ５３－４２２８ マイナンバー制度、ICT の推進、庁内ネットワーク など 

市政改革課 ５３－４３６３ 
行財政改革、公共施設マネジメント、指定管理者制度、 
行政経営品質、行政組織 など 

地域づくり連携課 ５３－４３２４ 
まちづくり、地域振興、住民協議会、自治会（地縁団体）、 
市民活動、移住促進、地区市民センター など 

嬉野地域振興局 

地域振興課 ４８－３８００ 
地域振興、まちづくり、住民協議会、自治会（地縁団体）、 
観光、交通安全、防災、防犯、消防団、人権、文化、 
「宇気郷出張所」、「中郷出張所」 など 

地域住民課 ４８－３８０９ 戸籍、税務、環境、保健、福祉の各種業務 

三雲地域振興局 

地域振興課 ５６―７９０５ 
地域振興、まちづくり、住民協議会、自治会（地縁団体）、 
観光、交通安全、防災、防犯、消防団、人権、文化 など 

地域住民課 ５６－７９１０ 戸籍、税務、環境、福祉の各種業務 

飯南地域振興局 

地域振興課 ３２－２５１１ 
地域振興、まちづくり、住民協議会、自治会（地縁団体）、 
観光、交通安全、防災、防犯、消防団、人権、文化、 
「柿野出張所」 など 

地域住民課 ３２－２５１４ 戸籍、税務、保健、福祉の各種業務 

飯高地域振興局 

地域振興課 ４６－７１１１ 
地域振興、まちづくり、住民協議会、自治会（地縁団体）、 
観光、交通安全、防災、防犯、消防団、人権、文化、 
「川俣出張所」、「森出張所」、「波瀬出張所」 など 

地域住民課 ４６－７１１２ 戸籍、税務、保健、福祉の各種業務 

総

務

部

総 務 課 ５３－４３２１ 
情報・会議等の公開、個人情報の保護、大学奨学金、 
郷土史、行政不服審査制度 など 

財 務 課 ５３－４３１７ 
予算編成、財政状況の公表、決算、庁舎、公用車、物品、 
行政財産・普通財産 など 

職 員 課 ５３－４３３１ 人事、給与、採用、研修 など 

契約監理課 ５３－４３４７ 
建設工事・物品等の発注、入札及び契約、 
工事等の履行検査 など 

市民税課 ５３－４０２６ 
税務の諸証明、市県民税の申告、市県民税・軽自動車税の賦課、
原動機付自転車等の登録関係、市たばこ税 など 

資産税課 ５３－４０３３ 
固定資産税・都市計画税の賦課 
土地、家屋、償却資産の評価、家屋調査 など 

収 納 課 ５３－４０２１ 
市税及び国民健康保険税の徴収、納税相談、滞納処分、 
口座振替 など 

債権回収対策課 ５３－４１１４ 
税外の移管滞納債権の徴収、納付相談、滞納処分及び滞納債権
全般に関する法的手続き支援 など 
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部・課名 電話番号 業務内容 

環

境

生

活

部

環 境 課 ５３－４４２５ 
環境保全、公害防止、狂犬病予防及び畜犬登録、合併処理浄化槽、
し尿汲取り、地球温暖化対策、再生可能エネルギー、 
「篠田山斎場（２９－１３１７）」火葬場、墓地 など 

清掃事業課 ５３－４４７０ ごみの収集・集積所、犬・猫等の死体処理、不法投棄 など 

清掃政策課 ５３－４４１８ 
資源物のリサイクル、指定ごみ袋、３Rサポーターの支援、 
ごみの分別・減量対策、使用済小型家電の回収、「リサイクルセン
ター」 など 

清掃施設課 

クリーンセンター ３６－０９７５ 燃えるごみ、燃えないごみの処理、資源物の一次保管 など 

一般廃棄物最終処分場 ２８－７７１０ 
埋立物（家庭からでた土砂、ブロック、コンクリートくず等）の処
理 など 

戸籍住民課 ５３―４０５３ 
住民票・戸籍・印鑑に関する証明書、住所異動、 
出生・死亡・婚姻等戸籍届出、印鑑登録、マイナンバーカード、 
おくやみコーナー（５３－４４８１） など 

地域安全対策課 ５３－４０６１ 
交通安全、交通安全教室、禁止区域の放置自転車対策、交通 
事故相談、防犯、青色回転灯パトロール、犯罪被害者支援 など 

人権・男女共同参画課 ５３－４０１７ 人権、男女共同参画、人権相談 など 

飯南・飯高環境事務所 ３２－２５１２ 
（飯南・飯高管内の） 
火葬場、狂犬病予防及び畜犬登録、飲料水供給施設、ごみの収 
集、不法投棄、資源リサイクル、市町村型合併処理浄化槽など 

健

康

福

祉

部
（
福
祉
事
務
所
）

地域福祉課 ５３－４０８９ 

障がい者・一人親家庭等・こども医療費助成、 
生活困窮者の相談・支援、民生委員・児童委員、災害見舞金 
義援金、弔慰金、社会福祉法人の認可・指導監査、日本赤十字社関
係、「福祉会館」、「隣保館」 など 

障がい福祉課 ５３－４０５９ 

身体・知的・精神障がい者等の総合的支援、身体障害者手帳、 
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児福祉手当、 
特別児童扶養手当、特別障害者手当、 
手話の普及、「障害者福祉センター」 など 

保 護 課 ５３－４０７６ 生活保護制度の相談・実施 など 

高齢者支援課 ５３－４０６９ 
在宅福祉支援、高齢者福祉、高齢者の成年後見制度、虐待防止、 
介護予防・日常生活支援、認知症施策、地域の医療・介護連携、地
域包括支援センター、養護老人ホーム、「老人福祉センター」 な

介護保険課 ５３－４０９１ 
介護保険の被保険者の資格・保険給付、 
介護保険料の賦課徴収、介護サービス事業者の指導監査、 
介護保険の認定調査・審査 など 

保険年金課 ５３－４０４４ 
国民健康保険、高額療養費、特定健康診査、 
国民健康保険税の賦課、後期高齢者医療制度、国民年金、 
老齢・障害・遺族基礎年金 など 

健康づくり課 

２３－１３６４ 休日夜間応急診療所、地域医療 など 

２０－８０８７ 
母子保健、乳幼児健診、予防接種、健康増進、がん検診、 
歯と口腔の健康づくり など 

こ ど も 局 

こども支援課 ５３－４０８１ 
児童手当・児童扶養手当、ひとり親家庭支援、三世代同居・ 
近居支援補助、家庭児童相談、女性相談、「児童センター」など 

こども未来課 ５３－４０８３ 
「保育園」、「幼稚園」、「認定こども園」、「子育て支援センター」、 
病児及び病後児保育、一時預かり保育、幼児教育・保育の無償化 など 

子ども 
発達総合支援センター 

３０－４４１１ 
子どもの発達に関する相談・支援、児童発達支援、 
放課後等デイサービス など 
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部・課名 電話番号 業務内容 

産

業

文

化

部

商工政策課 ５３－４３６１ 
雇用対策、勤労者福祉、消費生活、商工業の振興、中小企業 
の支援、交通政策、コミュニティバス、「ワークセンター松阪」、 
「産業支援センター」、「産業振興センター」 など 

観光交流課 ５３－４４０６ 観光振興、観光客誘致、国内外都市との交流 など 

地域ブランド課 ５３－４１２９ 地域ブランド、ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）など 

競輪事業課 ５３―４４７５ 競輪事業の運営 など 

企業誘致連携課 ５３－４３６６ 企業誘致、産学官連携、工場立地法、企業立地優遇制度 など 

農水振興課 ５３－４１９３ 
農業・畜産・水産の振興、家畜防疫、有害鳥獣、漁港保全、 
松阪牛、松阪茶、「農業公園ベルファーム」 など 

林業振興課 ４６－７１２４ 
林業・地域材の利用拡大、森林整備、緑化、林道・作業道、 
治山、伐採届、「林業支援センター」 など 

農村整備課 ５３－４１２６ 農業基盤整備、農業用排水機場、農業集落排水 など 

文 化 課 ５３－４３９７ 

文化振興、文化財、「クラギ文化ホール」、「農業屋コミュニティ文
化センター」、「嬉野ふるさと会館（嬉野考古館）」、「飯南産業文化
センター」、「歴史民俗資料館」、「文化財センター」、「松浦武四郎
記念館」、「郷土資料室」 など 

北部農林水産事務所 ４８－３８１８ 
（嬉野・三雲管内の） 
農業・水産、有害鳥獣、排水機場、農業集落排水 など 

西部農林水産事務所 ４６－７１１４ 
（飯南・飯高管内の） 
農業・水産、有害鳥獣 など 

建

設

部

土 木 課 ５３－４１４１ 
道路・河川・公園の整備、公園の使用許可、 
公共土木施設災害復旧事業 など 

建設保全課 ５３－４４１２ 
道路・河川の修繕、道路等の占用・加工の許可 
市道の認定 など 

住 宅 課 ５３－４１６３ 市営住宅の入退去、修繕 など 

用地対策課 ５３－４１４５ 
道路・河川・公園等の用地取得、公共用地の寄附、用途廃止、 
私有地と市道等の境界確認 など 

都市計画課 ５３－４１６８ 都市計画・景観、屋外広告物、都市計画図、市街地開発事業 など 

営 繕 課 ５３－４１７７ 市有建築物の計画、設計、工事監理 など 

建築開発課 ５３－４０７１ 
建築確認、建築物の指導、建築に係る道路の案内、開発の指導、 
建築計画概要書・開発登録簿の閲覧、国土法の届出、空家等対策 など

北部建設保全事務所 ４８－３０４２ 
（嬉野・三雲管内の） 
道路、河川の修繕、道路等の占用・加工の許可、 
公園の使用許可、用地境界 など 

西部建設保全事務所 ４６－７１２５ 
（飯南・飯高管内の） 
道路、河川の修繕、道路等の占用・加工の許可、用地境界 など 

消防団事務局 ２５－１４１４ 消防団、消防水利、消防施設 など 

会計管理課 ５３－４０１０ 出納、決算、指定金融機関 など 


