
部 課 グループ 主な業務内容 電話番号

総
合
政
策
部

政策課
広報秘書グループ 広報、ホームページ、秘書、表彰、儀式、報道機関との連絡調整 84－5022
政策調整グループ 総合計画の策定・進行管理、重要施策の総合調整、都市政策、

リニア推進、総合教育会議 84－5123

総務課
法務グループ 市議会、訴訟、例規審査、公印、法令遵守、不当要求、行政不服

審査、公平委員会事務 84－5033

人事給与グループ 行政組織、職員配置、任免、服務、給与、研修、労働安全衛生、福利
厚生、共済、特別職報酬 84－5031

情報統計グループ ICT利活用、情報関連機器等の管理、統計調査、情報公開 84－5032
財務課 財政行革グループ 予算編成、財政計画、行政改革 84－5030

契約管財グループ 庁舎管理、契約、物品、入札、指名審査、公有財産の取得・管理 84－5025工事検査監・設計審査監 工事検査、設計審査

税務課
市民税グループ 市民税賦課、納税証明等、市民税税制、市民税減免 84－5011
資産税グループ 固定資産評価、納税証明等、固定資産税税制、固定資産税減免 84－5010
収納対策グループ 市税の徴収、督促、滞納処分、納税啓発、固定資産評価審査委員

会事務局 84－5009

生
活
文
化
部

まちづくり
協働課

地域まちづくりグループ 住民自治振興、地域まちづくり協議会、コミュニティセンター 84－5007
市民協働グループ 市民相談、市民参画協働、市民活動、消費生活、多文化共生・国際化 84－5008

市民課
医療年金グループ 国民年金、福祉医療費助成、児童手当、介護保険、後期高齢者医療保険 84－5005
国民健康保険グループ 国民健康保険 84－5006
戸籍住民グループ 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬許可、マイナンバーカード交付 84－5003

環境課
環境創造グループ 環境保全対策計画、公害防止、斎場の管理運営、里山公園管理運

営、地球温暖化 96－8095

廃棄物対策グループ 廃棄物処理施設の整備・管理運営、一般廃棄物の収集・処理・
減量化・リサイクル、不法投棄対策 82－8081

文化スポーツ課
文化共生グループ 文化芸術振興、文化事業の計画・実施、文化会館、人権、男女共同参画 96－1223
スポーツ推進グループ スポーツ推進、スポーツ関係事業の計画・実施、運動施設管理運営 96－1224
国体推進グループ 国民体育大会開催準備・運営 96－1225
まちなみ文化財グループ 文化財の保護・調査研究、まちなみ保存 96－1218
歴史博物館 歴史博物館の管理運営 83－3000

地域観光課 地域サービスグループ 支所・出張所の窓口業務・管理、所管区域内の事業に係る関係部署との連携 96－1212
観光交流グループ 観光振興、観光施設の維持管理 96－1215

健
康
福
祉
部

地域福祉課 福祉総務グループ 生活保護、民生委員、社会福祉協議会連絡調整、施設管理運営、
社会福祉法人認可、行旅人 84－3311

障がい者支援グループ 障がい者福祉、難病患者福祉 84－3313
長寿健康課 健康づくりグループ 健康づくり推進、健康増進事業、母子保健、感染症予防 84－3316

高齢者支援グループ 高齢者福祉、鈴鹿亀山地区広域連合・シルバー人材センター連絡調整 84－3312

子ども未来課
子ども総務グループ 保育所・幼稚園等の予算・施設管理 84－3315
子育てサポートグループ 子育て支援、母子家庭福祉、ひとり親家庭支援、放課後児童クラブ 96－8822
子ども支援グループ 子どもおよび女性相談・支援、福祉・教育・医療の連携 83－2425
保育所・幼稚園・認定こども園 保育所・幼稚園・認定こども園の運営 －－－

表面
平成30年４月から

ねらい１　第２次亀山市総合計画に掲げた施策を着実に推進する組織とします
　　①管理部門を一元化するために、総合政策部を設置します。
　　②市民生活に身近な事務を一体的に行うために、生活文化部を設置します。
　　③就学前の子どもの教育・保育施策を一体的に行うために、幼稚園に係る業務を健康福祉部で行います。
　　④産業振興と都市基盤を一体的に捉えたまちづくりを推進するために、産業建設部を設置します。
　　⑤上下水道サービスの安定的な供給と、上下水道事業の健全経営を図るために、上下水道部を独立して設置します。
　　⑥多様な危機事案に一元的に対応するために、部に属さない課として防災安全課を設置します。

ねらい２　職員のマネジメント能力を育成・強化する仕組みを構築します
　　①組織を部・室の２層体制から、部・課・グループの３層体制へと再編します。
　　②部の業務範囲を拡大するとともに、現行の室の業務範囲を拡大する課を設置します。
　　③ 業務範囲を拡大した部に次長を配置し、業務範囲の大きい部のマネジメント能力を養成します。また、課の下位

にグループを設置し、グループリーダーが業務を統括し、将来、管理職となるための自覚とスキルを養成します。

具
体
的
内
容

具
体
的
内
容

市の組織・機構を再編します



部 課 グループ 主な業務内容 電話番号

産
業
建
設
部

産業振興課
農業グループ 農業・畜産・山村振興、土地改良、有害鳥獣農作物被害防止、農業

委員会事務局 84－5082

森林林業グループ 森林整備計画、林業振興、林業施設、森林環境保全、森林公園管
理運営、林業総合センター管理運営、有害鳥獣樹木等被害防止 84－5068

商工業・地域交通グループ 商工業振興、中小企業支援、雇用促進、勤労者福祉、企業誘致、地域交通 84－5049
用地管理課 管理グループ 道路・河川認定、道路・河川等の財産管理、法定外公共物管理、狭あい道路 84－5102

用地グループ 用地買収、地籍調査、公有地拡大、土地開発公社事務局 84－5045

土木課
施設整備グループ 道路・河川・都市公園等の新設・改良、治水・砂防・急傾斜地 84－5042
施設保全グループ 道路・河川・都市公園等の維持修繕、交安施設整備、公共土木

施設災害復旧事業 84－5041

都市整備課
都市計画グループ 都市計画決定、都市計画事業の計画、景観法、屋外広告物 84－5046
建築開発グループ 限定特定行政庁事務、開発行為、優良宅地・優良住宅認定事務 84－5088
住まい推進グループ 市有建築物の工事設計等、市営住宅、住宅耐震化対策、空き家対策、移住定住促進 84－5038
亀山駅前整備グループ 亀山駅前整備に係る計画策定・設計・工事、関係機関調整 84－5099

上
下
水
道
部

上水道課 上水道管理グループ 水道事業・工業用水道事業の経営、加入金、水道料金 97－0621
上水道工務グループ 水道・工業用水道施設の整備・維持管理 97－0622

下水道課
下水道管理グループ 公共下水道事業・農業集落排水事業の経営、受益者負担金・分担金、

使用料、浄化槽補助 97－0628

下水道工務グループ 下水道施設の整備・維持管理、公共下水道事業・農業集落排水
事業の計画および実施 97－0627

防災安全課 防災安全グループ 防災、防犯、国民保護計画、交通安全、暴力追放、水防、土砂災害
対策、自衛官募集 84－5035

会計課 出納グループ 現金・有価証券の出納管理 84－5013

消
防
本
部

消防総務課
総務・消防団グループ 消防行政の企画・総合調整、人事、予算、例規、公印、消防団、施設管理 82－9491
消防救急グループ 消防・救急に関する企画・調整、救急業務高度化推進、医療機関等

連絡調整、救急業務訓練、AED 82－9496

予防課 予防グループ 火災予防、消防用設備等指導・検査、防火管理、火災原因および損害調査 82－9492危険物グループ 危険物規制、危険物製造所等許認可、危険物製造所等事故調査

情報指令課 情報指令第１・第２グループ 災害情報の収集、消防通信、出動指令、消防通信運用、火災警報、
通信機器の維持管理 82－0244

消
防
署

警防課
指揮支援グループ 災害現場の安全管理・指揮・情報収集・伝達・広報・支援、災害出

動後の活動検証 82－9494
消防救助第１・第２グループ 水火災等警戒および防御、救助活動、訓練、消防車両・器具点検整備、防火指導 82－9493
救急第１・第２グループ 救急活動、救急指導・応急手当普及、救急用資機材点検整備 82－9499

関分署 消防第１・第２グループ 水火災等警戒および防御、救助活動、救急活動、訓練、消防車両・
救急資機材点検整備 96－1780

北東分署 消防第１・第２グループ 水火災等警戒および防御、救助活動、救急活動、訓練、消防車両・
救急資機材点検整備 84－1096

教
育
委
員
会
事
務
局

教育総務課 教育総務グループ 教育委員会の会議、秘書、人事、公立学校共済、例規、公印、教育
調査・統計、広報 84－5072

施設・保健給食グループ 学校の施設管理、学校保健・衛生、学校給食、就学援助・奨励 84－5073

学校教育課
学事教職員グループ 教職員人事、教職員免許、学校の管理運営、就学、学校運営協議会 84－5075
教育支援グループ 学校教育の指導・助言、教育課程・教育計画、就学前教育、教科書 84－5076
教育研究グループ 教職員研修、就学指導、教育相談、適応指導、特別支援教育、情報・人権教育 84－5077

生涯学習課 社会教育グループ 生涯学習、社会教育、家庭教育、公民館活動、青少年健全育成 84－5057
図書館 図書館の管理運営 82－0542

監査委員事務局 監査グループ 監査資料の収集、監査計画、監査委員の補助執行 84－5051
選挙管理委員会事務局 選挙管理グループ 選挙事務、選挙啓発 84－5017

議会事務局　議事調査課　議事調査グループ 請願、陳情、本会議・委員会等、調査 84－5059

地
域
医
療
部

病院総務課
病院総務グループ 病院事業の総合調整、人事、予算・決算、財政計画、例規、公印、施設管理

83－0990医事グループ 診療報酬の請求・徴収、診療諸記録整備
栄養グループ 患者の栄養指導

地域医療課 地域医療グループ 地域医療構想の調整、地域包括ケアシステムの調整 96－8208地域連携グループ 地域医療連携、医療相談、退院支援
訪問看護ステーション 訪問看護ステーションの運営管理 －－－

看護部　中央看護課（透析グループ、手術グループ、外来グループ）、東病棟看護課、西病棟看護課
83－0990薬剤部　薬剤課

技術部　技術課（リハビリテーショングループ、臨床工学グループ、臨床検査グループ、放射線グループ）
診療部　内科、外科、整形外科、眼科

保存版　広報紙から抜き取ってご活用ください。

問合先 企画総務部人事情報室（※平成30年４月以降は総合政策部総務課）（☎84－5031）

※
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー


