
令和３年度

市役所の組織案内

移住定住戦略課 移住定住施策の統括、シティプロモーション、移住者支援 435-1013

こども総合支援センター 子供に関する相談支援 402-7830

こども未来部

子育て支援課 子育て支援に関する企画及び調整、子供の健全な育成環境の充実 435-1329

こども家庭課 児童手当・児童扶養手当等の給付及びこども医療費の助成 435-1219

保育こども園課 子供の教育・保育のための支給認定申請、保育施設の利用申込 435-1064

福祉局

社会福祉部
435-1205

障害者支援課 障害者福祉の支援・相談、手帳の給付 435-1060

衛生研究所 市民の健康、食の安全、生活環境の保全に関する試験検査、調査研究 453-0055

高齢者・地域福祉課 福祉に関する総合的な企画及び調整、高齢者福祉の増進 435-1063

生活支援第1課 生活保護の適正な実施及び生活保護受給者や生活困窮者の自立支援

生活支援第2課 生活保護の適正な実施及び生活保護受給者や生活困窮者の自立支援 435-1061

保健対策課 感染症、精神保健、難病等に関する対策 488-5116

地域保健課 保健センター、母子保健、健康づくり 488-5119

国保年金課
国民健康保険に関する事務 435-1057

国民年金に関する事務 435-1055

生活保健課

新型コロナワクチン接種調整課 新型コロナワクチン接種に関する事務 488-7405

435-1319

介護保険課 介護保険の給付・徴収・認定 435-1190

地域包括支援課 地域包括支援センターの総括、介護予防・日常生活支援総合事業、認知症 435-1197

食品衛生・生活環境衛生の向上、狂犬病予防対策、動物愛護思想の普及 488-5111

産業廃棄物課 産業廃棄物排出事業者の指導、産業廃棄物処理業の許可 435-1221

健康局

保険医療部

保険総務課 社会保険及び保健に関する総合的な企画及び調整、後期高齢者医療制度に関する事務 435-1069

指導監査課 福祉サービスを提供する事業者等の指導監査

環境部

一般廃棄物課 ごみの分け方出し方、ごみ減量啓発、一般廃棄物の不法投棄対策、ごみに関する各種計画 435-1352

環境政策課 環境基本計画、地球温暖化対策、環境保全対策 435-1114

青岸清掃センター ごみ焼却施設・し尿処理施設の運転管理 428-4153

健康推進部

総務企画課 保健衛生に関する企画及び調整、医療機関等の監視及び指導並びに健康危機管理対策 488-5107

435-1011

浄化衛生課 し尿汲取及び浄化槽清掃、合併処理浄化槽設置補助制度 435-1067

収集センター（北事務所） 一般ごみ及び資源の収集・運搬 471-1503

収集センター（西事務所） 一般ごみ及び資源の収集・運搬 453-0253

収集センター（ストックヤード） 一般ごみ及び資源の搬入の受入れ、選別・再資源化 435-5560

固定資産税（土地・家屋・償却資産）の賦課 435-1037

納税課 市税の納税、滞納処分 435-1038

債権回収対策課 市債権の徴収及び滞納整理 435-1249

市民環境局

市民部

市民生活課 市民憲章、非核平和、消費生活、市民相談、計量等検査、自衛官募集事務 435-1045

男女共生推進課 男女共同参画の推進・啓発 436-8704

人権同和施策課 人権施策に係る調査、人権啓発事業、人権問題の相談・指導・助言 435-1058

市民課 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、外国人住民、マイナンバーカードに関する事務 435-1027

自治振興課 市民組織、美化啓発、支所・連絡所、市民公益活動及び協働の推進、地域学生連携及び交流促進

435-1005

財政局

財政部

財政課 健全な財政運営、財源確保、予算編成、元気わかやま市応援寄附金（ふるさと納税） 435-1031

管財課 公有財産の管理及び活用、庁舎の維持管理 435-1032

調達課

危機管理局 危機管理部
総合防災課 総合的な防災対策の推進、市民の生命・身体・財産の保護 435-1199

地域安全課 防犯活動の推進、交通安全対策、地域の防災への取組支援

物品の調達及び修繕、役務の調達 435-1033

税務部

市民税課 市税等の調査研究、税務関係の総合調整、市民税等の賦課 435-1036

資産税課

東京事務所 シティプロモーションの推進、中央省庁等との連絡調整、国等への提案・要望活動 03-5212-9193

秘書課 市長及び副市長の秘書、渉外

デジタル推進課 情報化施策の推進、情報システムの運用及び管理、マイナンバー制度、情報セキュリティ 435-1023

職員の人員配置、労務管理、研修 435-1019

職員厚生課 職員の福利厚生、健康管理 435-1020

行政経営課 行財政改革、行政評価、組織改正 435-1151

「わかやまし暮らしのページ」に掲載の課名・電話番号等は、組織改正前（令和2年5月時点）の情報で掲載しています。
変更されている場合がありますので、表とあわせてご活用ください。

局名 部名 課名 主な業務内容 電話番号

435-1000

広報広聴課 市政情報の発信、報道対応、広聴 435-1009

総務局 総務部

総務課 文書及び公印管理、法規、情報公開、個人情報保護 435-1018

人事課

市長公室 企画政策部

企画政策課 市の重要事項の総合調整、市政の総合計画・企画及び調整・各種統計の調査・分析 435-1015

（裏面へ続く）



固定資産評価審査委員会事務局 固定資産の価格に係る審査 435-1148

人事委員会事務局 職員の採用・昇任試験、公平審査、給与の調査・研究 435-1371

農業委員会事務局 農地等の利用関係の調整、農業の振興 435-1147

監査事務局 財務・行政事務の監査 435-1143

選挙管理委員会事務局 選挙の執行・管理・啓発 435-1145

教育研究所 教育職員の研修・研究、教材の研究 435-1192

保健給食管理課 学校保健、学校給食 435-1137

読書活動推進課 読書活動の推進、和歌山市民図書館の統括管理 435-1165

学校教育部

学校支援課 学校教育の推進及び少年センター・子ども支援センターの運営 435-1139

学校教育課 学校教育の推進、教職員の人事、学級編制及びこども科学館の運営 435-1196

教育委員会

教育学習部

教育政策課 教育委員会の総合的な企画立案、教育委員会会議、教育委員会の文書・公印・人事・予算 435-1135

教育施設課 学校教育施設の整備、維持補修

中消防署 予防査察、消火・救急・救助活動 432-0119

東消防署 予防査察、消火・救急・救助活動 473-0119

消防局

435-1136

生涯学習課 社会教育・生涯学習の推進、公民館・コミュニティセンター活動の推進 435-1138

青少年課 青少年の健全育成、団体との連絡調整 435-1235

北消防署 予防査察、消火・救急・救助活動 452-0119

警防課 監察指導、消防総合訓練、水防活動対策、救急救助対策 428-0119

指令課 災害の受報及び出動指令 422-0119

下水道施設課 公共下水道処理施設の新設及び改築 435-1095

消防総務課 消防局の総合計画、文書・公印・人事、予算、消防団事務 426-0119

予防課 火災予防対策、防災学習センターの管理、事業所の防火指導、危険物の許認可、火災調査 427-0119

終末処理場管理課 終末処理場及び中継ポンプ場の維持管理、水質管理 447-3331

下水道建設課 公共下水道の管きょの新設及び改築 435-1248

上・工業用水道管理課 上水道及び工業用水道に係る浄水場の運転・維持管理 472-3913

水道工務部

水道企画課 上水道及び工業用水道の基本計画、配水池建設、有収率向上計画 435-1127

管路整備課 配水管の新設、改善工事の設計・施工及び給水本管の採納 435-1301

維持管理課 配水管等の維持管理及び漏水修繕 435-1131

435-1125

営業課 水道メーターの検針、開閉栓、水道料金及び下水道使用料の収納 435-1128

技術管理課 建設工事の適正な検査及び技術管理 435-1335

企業局

経営管理部

企業総務課 企業局の文書及び公印の管理、職員の人事・研修 435-1124

契約課 企業局の物品の調達及び工事の入札・契約 435-1126

経理課 企業会計の適切な運用、健全な財政運営

下水道部

下水道企画課 下水道事業の計画、経営及び普及促進 435-1093

下水道管理課 下水道施設の維持管理及び修繕 435-1096

議会事務局
議会総務課 議会事務局の庶務及び経理 435-1119

議事調査課 本会議、各委員会事務 435-1120

建築指導課 建築許可、建築確認の審査・検査 435-1100

出納室 現金・物品の出納、支出の審査、決算の調製 435-1105

都市計画部

都市建設局

まちなみ景観課
景観計画、屋外広告物の規制、風致地区、生産緑地、放置自転車等対策、駐車場管理、区画整
理事業、地区計画、住居表示

435-1082

公園緑地課 公園及び紀の川緑地の管理 435-1076

空家対策課 空き家等の適正管理の促進、利活用の推進及び相談業務 435-1091

都市計画課 都市計画に関する企画及び調整、適正な土地利用の推進、開発行為及び宅地造成の許可 435-1228

都市再生課 まちなか再生、市街地再開発、地域まちづくり 435-1048

建築住宅部

住宅政策課 住宅政策に関する企画及び調整、市営住宅の使用料等の滞納整理 435-1099

住宅第1課 公営住宅等の維持管理、入退去 435-1098

住宅第2課 改良住宅等の維持管理、入退去 435-1103

公共建築課 市有建築物等の維持・整備、自家用電気工作物の保安 435-1101

河川港湾課 河川等の適正な機能保持、港湾に関する調整 435-1090

435-1074

地籍調査課 地籍調査事業の推進 435-1075

道路河川部

道路政策課 道路政策に関する企画及び調整、市域内道路の適切な整備の推進 435-1328

道路建設課 市道等の建設

建設総務部

建設総務課 公共工事等の入札制度の適正な運用 435-1083

技術管理課 建設工事等の適正な検査、検収及び技術管理等 435-1335

道路事業・街路事業に係る用地の取得及び補償

435-1087

道路管理課 市道の維持管理、占用許可、境界明示 435-1088

用地課

文化スポーツ部
文化振興課 市民文化の振興、文化財の保護 435-1194

スポーツ振興課 生涯・競技スポーツの振興 435-1364

農林水産部

農林水産課 農林水産業の振興、鳥獣害対策 435-1049

耕地課 農業用用排水路、農道の維持管理 435-1051

中央卸売市場 卸売市場の管理運営 431-3161

法定外公共物の財産管理 435-1086

観光課 観光客の誘致、観光施設の管理 435-1234

国際交流課 国際交流および姉妹・友好都市交流の推進、在住外国人の支援 435-1010

和歌山城整備企画課 和歌山城の管理、史跡整備 435-1044
産業交流局

産業部
産業政策課 経済対策の企画及び調整、雇用環境の充実、企業立地の促進 435-1040

商工振興課 商工業の振興、中小企業の支援 435-1233

観光国際部

交通政策課 市の総合的な交通体系に関する企画及び調整、公共交通環境の整備促進 435-1016


