
保 存 版

須 賀 川 市 役 所 電 話 番 号 表
令和2年4月1日～

4月1日（水）から市の組織の一部が変わります。
係が不明のときは、代表電話番号☎（75）1111にお掛けください。

１
階

市民課
管理係 ☎（88）9134 戸籍謄抄本、住民票、各種証明書の郵便請求、パスポートなど

窓口係 ☎（88）9134 戸籍、住民票、印鑑登録、各種証明書発行、埋火葬許可、自動車臨時
運行許可、マイナンバーカードなど

保険年金課
国保給付係 ☎（88）9135 国民健康保険の給付、高額医療費資金の貸付など

国保税係 ☎（88）9136 国民健康保険の加入や脱退、国民健康保険税の賦課など

年金高齢者医療係 ☎（88）9137 国民年金、後期高齢者医療など

こども課

子育て支援係 ☎（88）8114 児童手当・児童扶養手当などの支給、こども医療費、ひとり親家庭医
療費、児童クラブ館の入所など

保育幼稚園係 ☎（88）8124 保育所（園）・幼稚園・こども園などの入所（園）など

企画管理係 ☎（88）9169 児童福祉の総合企画、保育所などの施設整備・維持管理、人事など

家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 ☎（88）8115 家庭・児童・児童虐待についての相談

長寿福祉課
長寿福祉係 ☎（88）8116 高齢者の支援、相談、市民温泉、老人福祉センターなど

介護保険係 ☎（88）8117 介護保険、要介護認定など

介護予防推進係 ☎（94）2162 介護予防推進など

社会福祉課
福祉総務係 ☎（88）8111 民生児童委員、災害見舞金、日本赤十字社など

障がい福祉係 ☎（88）8112 障がい福祉サービス、身体障害者手帳、重度心身障がい者医療費、た
けのこ園の入所など

生活支援係 ☎（88）8113 生活保護、生活困窮者の支援など

健康づくり課
予防係 ☎（88）8122 各種健康診査、予防接種、献血、休日夜間急病診療所など

保健指導係 ☎（88）8123 母子健康手帳交付、乳幼児健診、健康相談、訪問指導など

地域医療係 ☎（88）8125 地域医療対策など

水道お客さまセンター ☎（63）7111 水道の使用開始・中止、水道料金、下水道使用料、水道メーターの検針、
給水工事の受付など

２
階

収納課
収納管理係 ☎（88）9126 市税や国民健康保険税の納付など

滞納整理係 ☎（88）9127 納税相談、滞納整理など

税務課
税制係 ☎（88）9123 税証明の発行、ふるさと納税など

市民税係 ☎（88）9124 市県民税や軽自動車税などの賦課、原動機付自転車の標識など

固定資産税係 ☎（88）9125 固定資産の評価、地籍図簿の管理など

商工課
企業振興係 ☎（88）9142 企業誘致、工業の振興、企業用地の整備など

商業労政係 ☎（88）9143 商業の振興、中小企業制度資金、雇用対策、勤労者の福祉など

にぎわい創出係 ☎（88）9141 中心市街地活性化の推進、創業支援など

環境課
環境保全係 ☎（88）9130 公害対策、環境保全、環境教育、再生可能エネルギーなど

環境衛生係 ☎（88）9129 ごみ収集、犬の登録、狂犬病予防、市営墓地の使用許可など

環境回復係 ☎（88）9181 住宅等除染対策

農政課
農業政策係 ☎（88）9138 農業担い手支援、中山間地域の農業振興など

農業振興係 ☎（88）9139 主要農産物の生産振興、農産物の消費拡大・地産地消など

農林整備係 ☎（88）9140 農林業施設の整備、災害対策、国土調査など

農業委員会事務局 農地係・農政係 ☎（88）9165 農地の権利移転・転用の申請、農業者年金など

道路河川課
庶務係 ☎（88）9147 建設行政全般

維持係 ☎（88）9148 道路・橋・河川の維持管理、市道の認定、道路などの占用許可、道路
の境界査定など

建設係 ☎（88）9149 道路・橋・河川の建設・災害復旧工事、土砂災害防止対策など

２
階

建築住宅課
建築係 ☎（88）9150 市有建物、教育財産の建築など

指導企画係 ☎（88）9151 建築確認・検査・許可、空き家対策など

市営住宅係 ☎（88）9152 市営住宅の入居など

都市計画課
都市計画係 ☎（88）9154 都市計画、開発行為の許可、屋外広告物規制など

都市整備係 ☎（88）9155 土地区画整理など

公園緑地係 ☎（88）9156 公園の整備・管理、児童遊園・遊び場の維持管理など

生涯学習スポーツ課
生涯学習係 ☎（88）9171 生涯学習、ユネスコ活動、社会教育施設の整備など

スポーツ振興係 ☎（88）9174 スポーツ振興、体育施設の整備など

少年センター ☎（88）9173 少年補導員による街頭指導などによる青少年の非行防止、健全育成など

文化振興課
文化振興係 ☎（88）9172 文化芸術の振興など

文化財係 ☎（94）2152 文化財の保護など

観光交流課
観光振興係 ☎（88）9144 観光の振興、市のイメージアップ、観光施設など

交流推進係 ☎（88）9145 福島空港の利活用、国際交流、都市間交流など

３
階

市民安全課

生活安全係 ☎（88）9128 交通安全、市民交通災害共済、防犯、消費者行政、市民相談室など

消防係 ☎（88）9133 消防など

危機管理係 ☎（88）9185 危機管理の総括、災害対策など

市民相談室 ☎（88）9132 市民の日常生活の相談

人事課
人事研修係 ☎（88）9115 職員採用、人事、行政組織など

給与厚生係 ☎（88）9116 職員の給与・福利厚生など

行政管理課
行政管理係 ☎（88）9120 情報公開、個人情報保護、字界・字名の変更など

管財係 ☎（88）9122 公有財産、庁舎管理、財産区など

情報推進係 ☎（88）9114 情報化、情報セキュリティなど

財政課
財政係 ☎（88）9121 財政計画、予算編成、資金調達など

契約検査係 ☎（88）9180 工事関係の入札や契約、入札参加資格など

企画政策課

企画政策係 ☎（88）9111 総合計画、移住・定住など

企画経営係 ☎（88）9184 行政評価、行財政改革、町内会・区、嘱託員など

市民協働・シティプロモーション推進係 ☎（88）9131 シティプロモーション、地域コミュニティ、男女共同参画など

統計係 ☎（88）9113 統計調査など

秘書広報課
秘書係 ☎（88）9118 市長・副市長の秘書、式典、儀式、褒賞、表彰など

広報広聴係 ☎（88）9112 広報すかがわ、市ホームページ、ラジオ広報番組、広聴活動など

経営課
業務係 ☎（88）9158 受益者負担金、分担金、農業集落排水処理施設使用料など

企業会計係 ☎（63）7118 水道事業・下水道事業の財政計画、予算決算、資金調達など

水道施設課
事業係 ☎（63）7138 水道施設の整備計画及び建設など

管理係 ☎（63）7131 水道施設の維持管理及び水質の管理など

下水道施設課
建設係 ☎（88）9160 下水道施設の建設など

管理係 ☎（88）9159 下水道施設の維持管理、占用許可、浄化槽の設置など

学校教育課
指導管理係 ☎（88）9168 学校の管理運営、教育課程、小中学校の就学・転入転出、就学援助など

保健給食係 ☎（88）9175 学校保健、学校給食など

教育総務課
総務係 ☎（88）9166 教育委員会全般、奨学資金など

施設管理係 ☎（88）9167 小中学校の施設整備・維持管理など

４
階

議会事務局 庶務係・議事係・調査係 ☎（88）9162 議会、委員会、議案・請願・陳情・意見書の受理、会議録など

会計課 会計係・出納係 ☎（88）9161 現金等の支出と収入、保管など

選挙管理委員会事務局 庶務係・選挙係 ☎（88）9163 選挙の実施、選挙人名簿、不在者投票制度など

監査委員事務局 庶務係・監査係 ☎（88）9164 定期監査、決算審査、例月出納検査など

市外局番 ０２４８

4 1令和2年3月1日令和2年3月1日


