
（00） 平成 20 年●月●日号（12）平成 20 年●月●日号 （12）平成 20 年●月●日号 （16）平成 20 年 11 月１日号

企画財政部
情報管理課　☎ (623)4791
　〔石津 728-2　消防防災センター〕　電算業務

消防防災局　〔石津 728-2　消防防災センター〕
総務企画課　☎ (623)0119
　消防人事、予算、消防団
防災課　※新設　☎ (623)0119
　防災計画、自主防災組織
予防課　☎ (623)2587
　 建築物の確認、消防用設備・危険物施設の許認可・
検査・指導
情報指令課　☎ (623)1119
　 消防に係る通信施設整備・管理、通信指令
焼津消防署　☎ (623)2527
　消防、救急・救助活動

福祉保健部
保健センター〔東小川 1-8-1〕
　☎ (627)4111
大井川保健相談センター〔宗高 900〕
　☎ (662)0555
　 健診、予防接種、母子保健、成人保健、健康相談

都市住宅部
土 地区画整理事務所〔焼津 4-9-1　産業会館〕
　☎ (627)9311　組合施行の土地区画整理事業

市立総合病院　☎ (623)3111【代表】
　〔道原 1000〕　外来、入院、手術、人間ドック
　医 務部（呼吸器科、神経内科、小児科、外科など）
　診 療技術部（薬剤科、中央放射線科、リハビリテー
ション科など）

　看 護部（看護第一科、手術科、教務科など）
　事 務部（管理課、企画経理課、医事課など）

土木下水道部
下水道課〔小川 3808　汐入下水処理場〕
　☎ (626)2176　公共下水道
大 井川港管理事務所〔飯淵 2160　港湾会館〕
　☎ (622)1337
　 大井川港の管理、船員事務

水道局　☎ (624)0111　水道庁舎〔祢宜島 20-1〕
水道総務課　資産の維持管理、予算決算
水道工務課　水道施設の工事、配水場の維持管理

教育委員会事務局
学校給食課　※新設　☎ (624)6660
　〔大島 1746　学校給食センター〕学校給食
焼津図書館　☎ (628)2334　〔三ケ名 1550〕
大井川図書館　☎ (622)9000　〔宗高 909-1〕
歴史民俗資料館　☎ (629)6847　〔三ケ名 1550〕
　 文化財の保護、調査、展示　歴史民俗資料館
小泉八雲記念館　☎ (620)0022　〔三ケ名 1550〕
　小泉八雲に関する展示
大井川文化会館　☎ (622)8811　〔宗高 888〕
　大井川文化会館の管理、自主事業の実施
ス ポーツ振興課　※課名変更（旧 体育課）
　☎ (628)5740
　〔保福島 1050　市総合体育館〕
　　体育施設の管理、スポーツ指導

大井川庁舎大井川庁舎（旧  大井川町役場）（旧  大井川町役場）

＝合併に伴い窓口を移動した課

大井川庁舎大井川庁舎
所在地　所在地　〒 421〒 421--02920292
　　　　　宗高 900　　　　　宗高 900

総務部
大井川市民サービスセンター　※新設
　☎ (662)0541… 戸籍、住民登録、各種

証明書の発行
　☎ (662)0548… 国民健康保険、後期高

齢者医療、国民年金
　☎ (662)0551… 犬・猫の登録、し尿の

汲み取りの受付
　☎ (662)0548… 障害者福祉関係の各種

申請の受付
　☎ (662)0648… 介護保険・高齢者福祉

関係の各種申請の受付
　☎ (662)0547… 児童福祉関係の各種申

請書の受付
　☎ (662)0533… 市税関係の各種申請の

受付、原動機付自転車
の登録

　☎ (662)0591… 税・使用料などの納め、
大井川庁舎の管理

福祉保健部
介護福祉課　☎ (626)1117
　介護保険、高齢者福祉
地域福祉課　☎ (626)1127
　障害者福祉、地域福祉、生活保護
児童課　☎ (626)1137
　保育園、児童手当、児童相談

土木下水道部
土木管理課　☎ (662)0574
　 道路・河川の占用許可、工事承認、官民
境界確定

土木用地課　☎ (662)0561
　道路・河川等の用地取得、地籍調査
道路課　☎ (662)0571
　 道路の建設・維持、交通安全施設の整備・
維持

河川課　☎ (662)0570
　 治水計画、河川の改修・維持、水防活動

教育委員会事務局
教育総務課　☎ (662)0512
　 幼稚園、学校施設の管理、就園奨励、就
学援助

学校教育課　☎ (662)0586
　学校教育、通学区域
社会教育課　☎ (662)0511
　 青少年教育、成人教育、家庭教育、公民
館活動、文化振興、国民文化祭
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福祉庁舎福祉庁舎（旧  福祉教育庁舎）（旧  福祉教育庁舎）

福祉庁舎福祉庁舎
所在地　所在地　〒 425〒 425--85028502
　　　　　栄町 5-1-1　　　　　栄町 5-1-1

＝合併に伴い新設・名称を変更した課

そのほかの各課の主な業務と電話番号・所在地そのほかの各課の主な業務と電話番号・所在地
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●●福祉なんでも相談　福祉なんでも相談　日時日時　月～金曜日　午前９時～午後４時　会場会場　市民相談室　●心配ごと相談　　会場会場　社協相談室　日時日時　毎週木曜日　午前９時～午後３時　会場会場　社協相談室
●●高齢者総合相談高齢者総合相談　日時日時　月～金曜日　　午前８時 30分～午後５時　会場会場　各地区の地域包括支援センター
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