
●本巣市役所 本庁舎　〒501-1292　本巣市文殊324番地　　☎ 0581-34-2511㈹ 　 FAX  0581-34-3273㈹

　本巣市役所の組織・業務 （令和4年2月1日現在）
部名 課名 係名 主な業務

総務部 真正支所地域調整課
☎058-323-1141 地域調整係 税・戸籍・福祉等に関する各種手続き・証明など、庁舎管理

市民環境部

市民課
☎058-323-7750

市民係
戸籍・住民票の交付、戸籍届の受理、転入・転出・転居届等の受理、印鑑登録・証明、
住基ネット、広域相互発行、埋火葬許可、旅券発給、
マイナンバーカードの交付・更新・申請補助

医療保険係 国民健康保険、国保税の収納、国民年金、後期高齢者医療、福祉医療、養育医療

生活環境課
☎058-323-7751 環境係 一般廃棄物（ごみ・し尿）、ごみのリサイクル、不法投棄、

環境保全、畜犬登録、狂犬病予防、墓地、火葬場、葬祭料助成

●真正分庁舎　〒501-0494　本巣市下真桑1000番地　　☎ 058-323-1141㈹ 　 FAX  058-323-1142㈹

内
案
ご
の
所
役
市

内
案
ご
の
所
役
市

市役所のご案内

教育委員会 ☎0581-34-5029 本巣公民館 教育委員会窓口事務、本巣地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設
の申請受付・許可

●本巣公民館（本巣教育出張所）

部名 課名 係名 主な業務

総務部 糸貫支所地域調整課
☎058-323-1155 地域調整係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

産業建設部

産業経済課
☎058-323-7755

（農政係）
☎058-323-7756

（商工観光係）
☎058-323-7759

（企業誘致推進室）

農政係 農業委員会、農業者年金、農業振興地域整備計画、農業振興、担い手の育成、
新規就農支援、利用権設定（農地の貸し借り）、鳥獣害対策、畜産、富有柿の里

商工観光係 商工業振興、計量、商工融資、労働行政、観光振興

企業誘致推進室 企業誘致

建設課
☎058-323-7757

東海環状自動車道・
幹線道路推進室
☎058-323-7782

建設係 道路、河川、橋梁、砂防、県事業（国道など）の調整、国土交通省所管事業、
急傾斜事業、土地改良事業、道路（維持）、河川（維持）、交通安全施設、除雪

用地管理係 市道認定・道路台帳管理、官民境界、各種占用、自費工事、用地取得、通行規制、
用途廃止、寄付採納、放置自動車等、特殊車両通行許可

東海環状自動車道・
幹線道路推進室

（整備係）
東海環状自動車道・幹線道路

都市計画課
☎058-323-7758

都市計画係 都市計画、区画整理、開発・砂利採取指導、建築規制、市営住宅、住宅耐震

都市管理係 地籍調査、公園、屋外広告物

上下水道部

上下水道課
☎058-323-7760

（上下水道管理係）
☎058-323-7761

（上下水道整備係）

上下水道管理係 上下水道料金、上下水道各種届出、検針、指定工事業者（店）、水質検査

上下水道整備係 上下水道施設の新設改良・維持・管理、浄化槽

●糸貫分庁舎　〒501-0493　本巣市三橋1101番地6　　☎ 058-323-1155㈹ 　 FAX  058-323-1156㈹

教育委員会 ☎058-323-7765 糸貫公民館 教育委員会窓口事務、糸貫地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設
の申請受付・許可

●糸貫公民館（糸貫教育出張所）

教育委員会 ☎058-324-2342 本巣市学校給食
センター 給食調理、給食費

●本巣市学校給食センター

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0500 健康づくり係 母子保健、成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業

●糸貫ぬくもりの里（糸貫保健センター）

健康福祉部 健康増進課
☎0581-34-5028 保健指導係 本巣地域・糸貫地域（一色・席田校区）における母子および成人保健、がん検診、

予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成

●本巣すこやかセンター（本巣保健センター）

教育委員会 ☎0581-38-2021 根尾学校給食
センター 給食調理

●根尾学校給食センター

教育委員会 ☎0581-38-2515 根尾公民館 教育委員会窓口事務、根尾地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設
の申請受付・許可

●根尾公民館（根尾教育事務所）

健康福祉部 健康増進課
☎0581-38-9038 根尾保健係 根尾地域における母子および成人保健、がん検診、予防事業、歯科保健、

栄養事業

●根尾保健センター

部名 課名 係名 主な業務

根尾総合支所 総務産業課
☎0581-38-2511

総務係 税・戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理、
市営バス（根尾地域）

産業建設係 鳥獣害対策、観光施設管理、道路・河川・橋梁維持、除雪、市営住宅、地籍調査、
上下水道各種届出

林政部 林政課
☎0581-38-2514 林政係 林業振興、森林計画、鳥獣の保護・狩猟、造林・間伐、緑化推進、治山事業、

林道事業、木材利用

●根尾分庁舎　〒501-1592　本巣市根尾板所625番地1　　☎ 0581-38-2511㈹ 　 FAX  0581-38-2202㈹

教育委員会 ☎058-324-2811 真正公民館 真正地域における社会教育事業等の活動支援、公共施設の申請受付・許可

●真正公民館

健康福祉部 健康増進課
☎058-320-0153 健康づくり係 保健事業の総括、真正地域・糸貫地域（土貫野校区）における母子および成人

保健、がん検診、予防事業、歯科保健、栄養事業、ドック健診助成

●真正すこやかセンター（真正保健センター）

2 3

部名 課名 係名 主な業務

総務部

総務課
☎ 0581-34-5020

庁舎整備推進室
☎ 0581-34-5021

総務係 自治会、消防・防災、交通安全、公共交通、消費者行政、防犯、情報公開・
個人情報保護、選挙、地縁団体、文書管理、人権擁護、行政相談、地域座談会

管財契約係 公有財産の取得・管理、入札・契約、行政バス受付、庁内システム管理

庁舎整備推進室 新庁舎整備

税務課
☎ 0581-34-5022

収納係 市税の収納・徴収、納税相談、滞納整理・処分

課税係 個人市県民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・入湯税・市たばこ税の
課税、臨時運行許可証､ 各種税務証明

本巣支所地域調整課
☎ 0581-34-5023 地域調整係 戸籍・福祉などに関する各種手続き・証明など、庁舎管理

企画部

秘書広報課
☎ 0581-34-5040

秘書係 秘書、儀式、表彰、職員人事、職員管理、職員研修、給与
広報係 広報、ホームページ、市勢要覧、もとまる

企画財政課
☎ 0581-34-5024

企画政策係 総合計画、地方創生、統計調査、男女共同参画、過疎辺地対策、山村振興、行政改革、
市民協働、移住・定住、ふるさともとす応援寄附金、地域おこし協力隊

財政係 財政計画、予算の編成・執行、市債、基金管理、市補助金
会計課
☎ 0581-34-5026 会計係 現金・有価証券の出納保管、財産の記録管理、決算

議会事務局 総務課
☎ 0581-34-5027 総務係 議会、委員会、会議録の調製・編集、議会の傍聴、監査委員、固定資産評価審

査委員会

健康福祉部

福祉敬愛課
☎ 058-323-7754

（社会福祉係・
 　　　高齢福祉係）
☎ 058-323-7752

（障がい福祉係・
 　　　児童福祉係）

社会福祉係 生活保護、日赤、人権・同和、民生委員・児童委員、成年後見
高齢福祉係 高齢者福祉、介護予防、認知症施策、介護保険、老人保護

障がい福祉係 障がい者（児）福祉、障がい者の手当、障害者生活支援センター、
障害者虐待防止センター

児童福祉係 児童手当、児童扶養手当、家庭相談、児童虐待防止、ひとり親家庭福祉、
母子父子寡婦福祉資金、交通遺児、障がい児の手当

教育委員会

学校教育課
☎ 058-323-7762

（教育総務係）
☎ 058-323-7763

（学務指導係・教育支援
係・教育センター）

教育総務係 教育委員会、学校教育施設の整備、儀式、表彰、情報公開・個人情報保護、
教育財産の取得・管理

学務指導係 小・中学校の転出・転入、小・中学校の管理指導、教職員指導、通学区域、
学校給食

教育支援係 児童・生徒の教育支援、特別支援教育、生徒指導
教育センター 情報教育、ALT、教育相談および適応指導教室、教職員研修、保健衛生指導

幼児教育課
☎ 058-323-7753 幼児教育係 保育園、幼稚園、子育て支援センター、子どもセンター、留守家庭教室

社会教育課
☎ 058-323-7764

社会教育・
青少年教育係

社会教育、成人教育、青少年教育、人権教育、家庭教育、成人式、
青少年国際交流、各種団体育成、公民館、図書館など

文化・
スポーツ振興係

文化財、埋蔵文化財の発掘・保存、芸術文化、各種団体の指導育成、
スポーツ振興、社会体育、総合型地域スポーツクラブ、社会体育施設の管理、
学校開放施設の管理


