
部名 課　名 電話番号 FAX 業　務　内　容

総
合
政
策
部

企画政策課 (５8２)11６２※ (５8２)0５39 総合計画・地方創生の推進、重要施策の総合調整、行政改革の推進、ふるさと納
税の推進、市制施行５0周年記念事業、空家活用支援、少子化対策(結婚新生活支援)

秘書広報室
(５8２)1113※

(秘書係)
(５8２)11６４
(広報係)

(５83)５0６６ 市長・副市長の秘書、広報もりやまの発行、ホームページの管理、市政報告会
や市長への手紙などの広報・広聴事務

スポーツ振興課 (５8２)11６9

(５8２)0５39

スポーツの推進、スポーツイベントの開催、社会体育施設の管理運営

国際・国民
スポーツ大会室 (５8２)11６７

東京２0２0オリンピック・パラリンピックに向けたトルコ共和国のホストタウン
業務、聖火リレー、ワールドマスターズゲームズ、国民スポーツ大会・全国障
害者スポーツ大会の開催準備

ICT政策課 (５8２)11２４※ (５83)9４４４ 情報システムの運用管理、市政のICT化の推進

人権政策課 (５8２)111６※ (５8２)0５39 人権尊重のまちづくり(同和対策・人権教育・人権啓発・人権擁護の推進)、男
女共同参画社会づくり、平和事業の推進

地域総合センター(５8５)４8２２※ (５8５)５２５４ 人権・同和問題の解決、児童や青少年の健全育成

総
務
部

総務課 (５8２)1111※ (５8２)0５39 儀式・表彰関係、条例・規則・文書の管理、公有財産の管理、情報公開の対応、
公用車の運行管理

公文書館 (５1４)10５0※ (５1４)10５1 公文書管理、統計業務と市政情報の提供、市誌の頒布と歴史資料保存利用
施設整備課

(５8４)５9２６

(５8２)0５39

市有建築物の営繕、ファシリティマネジメント
庁舎整備推進室 新庁舎の整備
人事課

(５8２)111７※ 職員の採用事務、人材育成、定員管理、給与支給事務、組織機構
コンプライアンス室 職員倫理、不当要求対策
財政課 (５8２)111４ 予算の編成・執行管理、財政情報の公表、財政改革プログラムの進捗管理
契約検査課 (５8２)11４７ 建設工事、委託業務、物品などの入札・契約・検査
税務課 (５8２)111５※

(５83)9７38
市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税などの税に関する事務

納税課 (５8２)1118※ 税の収納事務、納税相談

環
境
生
活
部

環境政策課 (５8４)４６91
(５8４)４818

環境学習の推進、ほたる条例の推進、自然保護と環境保全対策、再生可能エネ
ルギーの利用促進、犬の登録・狂犬病予防注射、公害防止の相談と指導

ごみ減量推進課 (５8４)４６9２※ ごみ・資源物の収集、し尿くみ取り、ごみの減量化・リサイクルの推進、ごみ
袋の販売

環境センター (５8５)3７２8※

(５8５)8810
ごみ処理施設と最終処分場の維持管理、廃棄物搬入手数料の徴収

環境施設対策課 (５8５)２8２8 環境センターの老朽化に伴う環境施設の整備

市民協働課
(５8２)11４8※

(市民生活係)(５83)3911
自治会の活動支援、地区会館の管理運営、守山まるごと活性化プランの推進、墓
地・火葬場関係、公衆便所管理、路上喫煙防止対策、住居表示整備、環境政策お
よびごみ減量推進に係る本庁窓口

(５8２)11４9
(協働推進係)(５83)２9７５ 市民参加と協働のまちづくりの推進、市民交流センターの管理、市民活動の支援、

国際交流・在外外国人の支援

市民課 (５8２)11２２※ (５83)9７3７ 住所変更の届出、出生・死亡・婚姻などの届出、印鑑登録、戸籍謄抄本・住民
票の写し・印鑑登録証明書などの諸証明の交付、マイナンバーカードの交付

危機管理課 (５8２)1119 (５83)５0６６ 地域防災計画および国民保護計画の推進、災害対策、自主防災組織および消防
関係、防犯対策、交通安全啓発

健
康
福
祉
部

健康福祉政策課 (５8２)11２3※

(５8２)1138

地域福祉、重層的支援体制整備事業の推進、民生委員・児童委員、避難行動要
支援者名簿、生活保護

生活支援相談課 (５8２)11６1 生活困窮相談、就労相談、ひきこもりに関する相談、市民相談
消費生活センター (５8２)11４６ 消費生活相談、多重債務相談
国保年金課 (５8２)11２0※ 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、福祉医療
感染症対策室 (５98)５７11 (５81)1６２8 新型コロナワクチンの接種

すこやか生活課
(５81)0２01※ (５81)1６２8

健康づくりの推進、各種健(検)診、精神保健(自殺対策含む)、食育推進、守山
版ネウボラの推進、母子保健、乳幼児健診、妊婦健診、予防接種、感染症予防、
歯科保健、すこやかセンター管理、献血

地域医療政策室 市民病院の指定管理に係る業務、地域医療との連携、救急医療
長寿政策課 (５8４)５４７４

(５81)0２03

高齢者福祉施策の推進、総合事業の推進、高齢者の生きがいづくり施策の推進
地域包括支援
センター (５81)0330 高齢者などの暮らしに関する総合相談・訪問、介護予防支援・介護予防ケアマ

ネジメント、介護予防教室、認知症対策、権利擁護
在宅医療・介護連
携サポートセンター(５81)03４0※ 在宅医療・在宅看取りの推進、退院調整の支援、在宅介護に関する相談

介護保険課 (５8２)11２７※ 介護保険事業の運営、介護保険に関する相談

障害福祉課 (５8２)11６8 障害福祉推進事業、障害福祉サービス事業、特別障害者手当および特別児童扶
養手当関係

市役所の業務一覧 お尋ねは直通電話で　ハイ ！ こ 市 役 所ち ら で す （※は有線あり。番号は同一）
☛お尋ねは直通電話で
※は有あり。番号は同一
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部名 課　名 電話番号 FAX 業　務　内　容

こ
ど
も
家
庭
部

こども政策課 (５8４)５9２５

(５8２)1138

子育て支援施策の推進および実施、児童館・放課後児童クラブの運営

保育幼稚園課 (５8２)11２9※ 保育園・こども園の運営・職員管理、保育施設の管理運営、人材育成・教育指導

こども家庭相談課 (５8２)113７※ ひとり親家庭の福祉、DV相談、児童手当、児童扶養手当

子育て応援室 (５8２)11５9 家庭児童相談、児童虐待防止、こんにちは赤ちゃん訪問

発達支援課 (５8２)11５8※ 相談支援、発達相談、言語指導、就労支援、発達支援に関する研修・啓発、親
子療育教室、療育事業

都
市
経
済
部

土木管理課 (５8２)113４※

(５8２)６9４７

道路・河川の許認可、官民境界確定協議、狭あい道路の認定、公園・緑地の管
理および整備、緑化の推進、地籍調査

国県事業対策課 (５8２)1133 国道・県道の整備促進、一級河川の改修促進、そのほか国県事業の促進

道路河川課 (５8２)11５７ 道路(都市計画道路を含む)・河川(雨水幹線を含む)の新設改良・日常管理・
維持修繕、交通安全施設の整備など

建築課 (５8２)1139
(５8２)3２8４

建築確認申請などの審査・検査、建築基準法に基づく建築指導など、市営住宅
の入居・管理

開発調整課 (５8２)11６3※ 開発計画事前審査、都市計画法に基づく開発許可・建築許可・証明書発行、開
発指導要綱に基づく同意、国土法、公拡法および駐車場法の届出受理

都市計画・
交通政策課 (５8２)113２※ (５8２)６9４７

都市計画に関する企画調整、区画整理事業、景観形成の推進、地区計画に関す
ること、屋外広告物の許可申請、地域交通施策の推進(「もーりーカー」運行補助、
路線バスの利用促進)、駅前周辺活性化事業に関すること

農政課 (５8２)1130※

(５8２)11６６

地域農業の振興、国・県の農業施策の推進、農業生産基盤整備の推進、担い手
農家・新規就農者の育成と確保、集落営農組織への支援、環境こだわり農業の
推進、地産地消の推進、６次産業の推進、水産業の推進

商工観光課 (５8２)1131※ 商工業振興、観光物産の振興、労働者の福祉と雇用対策

地域振興課 (５8２)11６５ (５8２)0５39 企業誘致、自転車のまちづくり、起業・創業の支援、湖辺交流ゾーンの振興

上
下
水
道
事
業
所

経営総務課 (５8２)113６※

(５8２)５７80

水道料金・下水道使用料の収納事務、下水道受益者負担金の収納事務、上下水
道事業の経営管理

施設工務課 (５8２)11２8 給水装置工事および排水設備の確認の申請受付(審査)、上下水道施設の更新・
耐震化などの工事および維持管理、貯水槽水道および専用水道の指導

会計課 (５8２)11５0※ (５83)9７38 出納、審査

教
育
委
員
会
事
務
局

教育総務課 (５8２)11４0※

(５8２)9４４1

教育委員会の会議および委員会事務局の人事・組織・予算などの総合管理、学
校教育施設の整備・維持管理、社会教育施設の整備

学校教育課 (５8２)11４1※ 小中学校の運営管理と教育指導、人権・同和教育の推進、児童生徒の転出入の
手続き事務、就学援助費および育英奨学金関係

保健給食課 (５8２)11４3※ 学校体育、学校保健、学校給食

こども政策課 (５8４)５9２５
(５8２)1138

子育て支援施策の推進および実施

保育幼稚園課 (５8２)11２9※ 幼稚園の運営・職員管理、施設の管理運営、人材育成・教育指導、幼児教育振興

社会教育・
文化振興課 (５8２)11４２※ (５81)２７33 社会教育活動の支援、生涯学習まちづくりの推進、青少年の健全育成、文化芸

術の振興

スポーツ振興課 (５8２)11６9 (５8２)0５39 スポーツの推進、スポーツイベントの開催、学校体育施設の開放

文化財保護課 (５8２)11５６ (５8２)9４４1 文化財の調査・研究・保存・各種普及啓発事業の開催

図書館 (５83)1６39※ (５83)６9４9
図書・雑誌・新聞などの収集・整理・保存、図書館資料の個人貸し出しおよび
団体貸し出し、調査参考業務(レファレンス)、予約・リクエストサービス、読
み聞かせなどの児童サービス、研究会・講座・展示などの開催

議会事務局 (５8２)11５1※ (５8２)11５５ 市議会の運営、本会議・委員会の傍聴受け付け、市議会への請願・陳情の受け
付け

農業委員会事務局 (５8２)11５２※ (５8２)11６６ 農地法に基づく売買・転用、農業者年金、遊休農地の調査・指導

選挙管理委員会 (５8２)1111※

(５8２)0５39

各種選挙の事務

監査委員事務局
(５8２)11５3

市の事務事業の監査

公平委員会 市職員にかかる公平審査業務
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