■各課事務内容及び連絡先一覧表

主幹
清水暁彦（内線 2484）
主幹
岡本浩志（内線 2484）
地方創生係（内線 2484、2489）
総合戦略の推進・検証、インバウンド戦略の推
進、企業版ふるさと納税
縁結び係（内線 2208、2217、2218、2219）
婚活支援、ふるさと納税、関係人口の創出、移
住・定住促進、空き家バンク

（令和 4 年 4 月 1 日現在）

三木市役所
〒673-0492 三木市上の丸町 10 番 30 号
電話 82-2000（代）
吉川支所
〒673-1192 三木市吉川町大沢 412 番地
電話 72-0180（代）
総合政策部
総合政策部長

山本佳史（内線 105）

企画政策課 直通 89－2314 【4 階】
メール kikakuseisaku@city.miki.lg.jp
課長
堂元誠二（内線 2481）
企画政策係（内線 2482、2483）
総合計画の進捗管理、土地利用計画、総合教育
会議、市民満足度調査、広域行政、大学連携、
市の組織、パブリックコメント制度の総合調整、
難視聴地域対策
法務係（内線 2438、2448）
法制、条例等の審査及び公布、市議会の招集、
訴訟、行政手続制度
文書・統計係（内線 2443、2428）
情報公開制度、個人情報保護制度、審議会等の
公開及び委員の公募、国勢調査など各種国基幹
統計、統計書の発行
デジタル推進課 直通 89－2316【1 階】
メール digital@city.miki.lg.jp
課長
大西武宏（内線 2421）
ＤＸ推進係（内線 2123）
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の
推進、行政手続のオンライン化、デジタル化に
よる市民サービスの向上・業務の効率化、地域
のデジタル化、公共施設予約システム
情報管理係（内線 2122）
情報化の推進、コンピュータ及びネットワーク
の導入並びに開発及び運用、情報セキュリティ
対策、マイナンバー制度、情報通信環境の整備
縁結び課

直通 89－2395 【4 階】
直通（ふるさと納税） 89-2310
直通（空き家バンク） 82-3030
直通（地方創生） 89-2303
メール emmusubi@city.miki.lg.jp
課長
成瀬拓生（内線 2382）

秘書広報課
メール hishokoho@city.miki.lg.jp
課長
正心均（内線 2410）
主幹
手島三知子（内線 2308）
秘書係（内線 2409、2411） 【4 階】
市長及び副市長の秘書、渉外、表彰その他の栄
典、市長会・副市長会
広報広聴係（内線 2413、2414） 【3 階】
広報、ホームページ、エフエムみっきぃ、報道
機関等の連絡調整、戦略的な情報発信、市長メ
ール、市民の声の箱、市民相談、陳情･請願及び
苦情窓口、出前トーク、公益通報者保護（事業
者外部）
危機管理課 直通 89－2312 【4 階】
メール kikikanri@city.miki.lg.jp
課長
山本隆之（内線 2430）
防災危機管理係（内線 2424、2423、3225、2431）
災害･危機管理事案対応、地域防災計画、防災会
議及び水防協議会、国民保護計画、総合防災訓
練、防災パトロール及び危険箇所点検パトロー
ル、自主防災組織の育成、災害時要援護者支援
体制の確立、命のカプセル事業

総務部
総務部長
石田寛（内線 180）
次長 兼 総務課長
藤原健二（内線 2440）
参事
近藤豊
参事（北播磨総合医療センター企業団へ派遣） 大江雅弘
総務課 直通 89－2321 【4 階】
メール somu@city.miki.lg.jp
次長 兼 総務課長
藤原健二（内線 2440）
人事係（内線 2442、2445）
職員の人材育成、研修、採用、服務、配置
給与厚生係（内線 2441、2444）
給与、福利厚生
市史編さん室
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直通 83-1120 【みき歴史資料館】

メール shishihensan@city.miki.lg.jp
室長
清原 久美子
三木市史及び関連資料の刊行、必要な情報や資料
の収集、調査、研究、情報の発信

ット公売、滞納対策に係る総合調整、市有債権
の管理指導

市民生活部
市民生活部長

財政課 直通 89－2323 【4 階】
メール zaisei@city.miki.lg.jp
課長
中尾吉伸（内線 2450）
財政係（内線 2451、2452）
財政計画の策定、予算編成、決算統計、市債の
管理、地方交付税
契約係（内線 2453、2454）
契約、入札、物品購入、入札参加者資格、指定
管理者制度
財産管理係（内線 2455、2456）
庁舎の維持管理、公用車の管理、字の区域変更、
市有地（土地開発公社所有を含む）の管理及び
処分、財産区財産の管理運営と財産処分、フロ
アマネージャー

市民協働課

直通 89－2311 【2 階】
直通 89－2315 【4 階】(多文化共生係)
メール kyodo@city.miki.lg.jp
課長 兼 市民活動センター所長
小田康輔
（内線 2420）
主幹（一般社団法人三木市生涯活躍のまち推進機構へ派遣）
岩﨑正勝
主幹
堀内基代（内線 5416）
市民交流係（内線 2497、2427、2498）
市民活動の推進、市民活動団体の育成･支援、市
民活動センターの管理運営、みっきぃ夏まつり、
ベルマーク運動、区長協議会、集会所等補助金
交付
生涯活躍のまち推進係（内線 2470、2471）
生涯活躍のまち事業の推進、一般社団法人三木
市生涯活躍のまち推進機構との連携事業、市政
懇談会、市民協議会、地域まちづくり支援、別
所公奉賛会、義民顕彰会
多文化共生係（内線 3559、5416）
【国際交流プラザ】
【4 階】
多文化共生の推進、外国人相談窓口、姉妹都市
交流、国際交流協会との連携事業
（関係機関）
市民活動センター 電話 82－0564（内線 2432）
国際交流協会
電話 89－2318
（内線 5412、5415）

経営管理課 【4 階】
メール keiei@city.miki.lg.jp
課長
田中栄一（内線 3224）
経営管理係（内線 2459）
財政健全化、行財政改革、公会計制度の活用、
事務改善
公共施設マネジメント係（内線 2458）
公共施設等総合管理計画の推進、公共施設の再
配置計画の企画・総合調整
税務課 直通 89－2327 【3 階】
メール zeimu@city.miki.lg.jp
課長
西本正仁（内線 2320）
主幹
田中孝史（内線 2330）
管理係（内線 2314、2316、2317）
市税に関する各種証明の発行、市税の調定及び
収納管理、軽自動車税の課税（原付バイク等の
登録･廃車）
市民税係（内線 2318、2319、2321、2331）
市県民税、法人市民税、国民健康保険税の課税
資産税係（内線 2322、2323、2325）
固定資産税、都市計画税の課税
債権管理課 【3 階】
メール saiken@city.miki.lg.jp
課長
長谷川敏彦（内線 2333）
債権管理係（内線 2332、2328、2329）
市税の徴収、納付相談、滞納処分、インターネ

安福昇治（内線 2350）

人権推進課 電話 82－8388 【総合隣保館】
メール jinken@city.miki.lg.jp
課長 兼 総合隣保館長 兼 男女共同参画センター所長
平井隆禎
人権施策推進係
人権尊重のまちづくりの推進、人権相談（人権
擁護委員）
、総合隣保館の管理運営
地域づくり推進係
人権教育・啓発、人権教育総合推進事業、市民
研修、住民学習
【男女共同参画センター】
電話 89－2331
（内線 713310）
【教育センター3 階】
男女共同参画係
男女共同参画プラン、男女共同参画センター事
業の企画運営、女性問題相談
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【子どもいじめ防止センター】
電話 82－8110
（内線713311）
【教育センター3階】
いじめ防止のための啓発及び教育、いじめ相談
及び対応
市民課 直通 89－2341 【3 階】
メール shimin@city.miki.lg.jp
課長
西本敬子（内線 2370）
市民係（内線 2412、2373、2372）
住民票･印鑑証明･戸籍謄抄本等の交付、住民異
動の届出、印鑑登録、住居表示、自動車臨時運
行許可、住民票の写し等各種証明書のコンビニ
交付、住基カード運用、マイナンバーカードの
交付･運用、公的個人認証サービス、住基ネッ
ト運用、本人通知制度、自衛官募集
戸籍係（内線 2377、2359）
戸籍簿の管理、戸籍届出、人口動態、外国人の
在留関連事務、火葬許可証の交付、斎場の使用
許可、斎場の運営管理･連絡調整、墓地・改葬許
可
年金係（内線 2375、2376）
国民年金、障害年金、特別障害給付金、年金相
談、無年金外国籍等高齢者･障害者特別給付金
（関係機関）
みきやま斎場
電話 82－2496

安全教育、ロードミラーの設置及び管理、地域
防犯活動の支援、防犯パトロール、市民大会の
開催、防犯灯の設置、畜犬登録及び狂犬病予防、
犯罪被害者支援
環境課 直通 83－2608
メール kankyo@city.miki.lg.jp
課長
廣岡喜人（内線 5374)
技能長 戸田浩行
業務係 【清掃センター】
一般廃棄物処理実施計画の策定、ごみの収集運
搬及び処分、一斉清掃、ごみ出しマナーの啓発、
廃棄物の処理手数料、ごみの搬入許可、ごみ処
理施設及び埋立処分場の管理運営
浄化係（し尿） 【クリーンセンター】
し尿収集の申込受付及び収集運搬、し尿及び浄
化槽汚泥の搬入許可及び処理、し尿及び浄化槽
汚泥処理手数料
（関係機関）
清掃センター
電話 83－2608
クリーンセンター
電話 83－2212
吉川クリーンセンター
電話 72－0148

健康福祉部
健康福祉部長 兼 福祉事務所長

生活環境課 直通 89－2343 【2 階】
メール seikatsukankyo@city.miki.lg.jp
課長
大塚芳徳（内線 2380）
政策主幹
清水正則（内線 2425）
政策主幹
増田秀成（内線 2378）
環境政策･消費者行政係
（内線 2384、2389、2293）
環境総合計画の策定、地球温暖化防止対策、ポ
イ捨て等の防止対策、公害等環境汚染、消費生
活苦情相談、市民トイレの管理、廃棄物の不法
投棄･野焼き指導、資源ごみの集団回収、保健衛
生推進協議会、専用水道、簡易専用水道、一般
廃棄物処理基本計画、電気用品安全法に基づく
立入検査
空き家対策係（内線 2381、2383）
空家等の相談、空家・空地等の適正管理指導、
空家等対策計画の推進、法定協議会の開催、特
定空家の認定及び措置、スズメバチ等の駆除
交通防犯係 直通 89-2344
（内線 2386、2387、2388、2335）
交通安全計画の策定、交通安全市民運動、交通

井上典子
（内線 107）
参事（社会福祉法人三木市社会福祉協議会へ派遣）降松俊基
（内線 715-204）
福祉課 直通 89－2372 【3 階】
メール fukushi@city.miki.lg.jp
課長
山本翼（内線 2361）
主幹
都筑康仁（内線 3320）
総務･高齢者福祉係 直通 89－2372
（内線 2392、2396、2397）
民生委員･児童委員及び主任児童委員等、社会
福祉審議会、遺徳顕彰会、災害時要援護者名簿
の整備、災害弔慰金及び災害見舞金、日本赤十
字事業、献血、養護老人ホーム入所措置、福祉
バス等助成事業、金婚夫婦祝賀事業、敬老会、
敬老祝金、老人クラブ活動支援、市民ふれあい
サロン補助事業、シルバー人材センター
生活支援係 直通 89－2332 （内線 2390、2462）
生活困窮相談、自立支援、住居確保給付金、戦
没者等の遺族に対する特別弔慰金・特別給付金、
行旅病人・死亡人
生活保護係 直通 89－2330
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（内線 2360、2366、2367、2368、2369）
生活保護
監査係 （内線 2463、2437、2393）
社会福祉法人及び介護保険・障害福祉サービス
事業者等の指導監査、社会福祉法人の認可
福祉コンシェルジュ
福祉に関する相談窓口
（関係機関）
高齢者福祉センター
電話 86－0800
高齢者の教養講座･生きがいセミナー
障害福祉課 直通 89－2336 【3 階】
メール shogaifukushi@city.miki.lg.jp
課長
山本容子（内線 2394）
障害者福祉係（内線 2364、2365、2337）
身体･知的･精神障害者(児)福祉、難病支援事業、
障害者自立支援医療、障害福祉サービス、障害
児通所支援、成年後見制度利用支援事業
障害者支援係（内線 2304、2324、3321）
地域生活支援事業、就労支援事業、障害者自立
支援、障害児支援事業、福祉バス･タクシー等助
成事業、市立障害者施設運営支援、自殺対策事
業、障がい者スポーツ大会、意思疎通支援、障
害者差別解消、障害者施設監査、障害者団体支
援
障害者基幹相談支援センター
（内線 2449、2435、2436）
障がい者の総合相談、個別支援･相談支援、計
画相談支援事業、地域自立支援協議会の運営、
障害者虐待防止
（関係機関）
こども発達支援センターにじいろ
電話 82－4165（内線 714100）
障害児タイムケア
電話 83－1155（内線 714111）
はばたきの丘
電話 68－9005
三木共働作業所
電話 82－1956
じゃがいもの家
電話 88－0403
あすなろ
電話 72－2221
子育て支援課 直通 89－2324
メール kosodate@city.miki.lg.jp
課長 兼 児童センター所長 兼 吉川児童館長
中西進（内線 2300）
児童福祉係（内線 2334、2336、2385）【3 階】
子ども・子育て支援の総合調整、みきっ子未来
応援協議会、児童手当、児童扶養手当、特別児
童扶養手当、養護児童就学奨励金、病児保育事

業、ファミリーサポートセンター事業
子育て応援係（内線 713225、713227）
【教育センター 2 階】
地域子育て支援拠点事業（子育てキャラバン）
、
児童センター事業、吉川児童館事業、子育て支
援総合窓口、一時預かり、子育て支援団体活動
促進事業
家庭支援係（内線 713223、713224、713222）
【教育センター 2 階】
児童虐待対策及び予防、子ども家庭総合支援拠
点、家庭児童相談、養育支援訪問事業、子育て
ショートステイ事業、ひとり家庭相談及び自立
支援
（関係機関）
児童センター
電話 82－2069
吉川児童館
電話 72－2220
健康増進課 直通 86－0900 【総合保健福祉ｾﾝﾀｰ】
メール kenko@city.miki.lg.jp
課長 兼 総合保健福祉センター所長 兼 ワクチン接種対策室主
幹
後藤洋子（内線 715101）
健康政策係（内線 715107～715110）
健康づくり推進協議会、感染症の予防及び防疫、
各種予防接種、休日等の救急医療、24 時間健康
医療相談ダイヤル、アスベスト健康管理支援事
業、総合保健福祉センター管理運営、町ぐるみ
健診事業（基本健診、肺がん検診、胃がん検診、
子宮頸がん検診･乳がん検診･大腸がん検診・肝
炎ウイルス検診等）
、口腔がん検診、歯科訪問事
業、市民の保健栄養指導、成人高齢者の健康相
談・健康教室、食育推進
母子保健係（内線 715102～715106）
母子健康手帳の交付、妊婦健康診査費助成事業、
新生児聴覚検査費助成事業、乳児･１歳６か月･
３歳児健康診査、５歳児発達健診、各種予防接
種、母子の保健栄養指導、妊産婦･乳幼児健康相
談、母子の訪問指導、発達相談、特定不妊治療
費助成事業、一般不妊治療費助成事業、不育症
治療費助成事業、産後ケア事業、産婦健康診査
事業、産前・産後サポート事業
（関係機関）
総合保健福祉センター
電話 86－0900
（子育て世代包括支援センター）
吉川健康福祉センター
電話 72－2210
ワクチン接種対策室

直通 86－0900
【総合保健福祉ｾﾝﾀｰ】
メール wakuchin_taisaku@city.miki.lg.jp
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室長

岩瀬文彦（内線 715121）

在宅介護支援センター口吉川
電話 88－2626
在宅介護支援センター志染
電話 87－2626
在宅介護支援センターひまわり 電話 68－9010
在宅介護支援センター三木南
電話 86－1010
在宅介護支援センター三木東
電話 86－1717
在宅介護支援センター三木北
電話 86－1020
在宅介護支援センター自由が丘 電話 87－1822
在宅介護支援センター細川
電話 68－9100
さざんかの郷在宅介護支援センター
電話72－1170

健康増進課長 兼 総合保健福祉センタ-所長 兼 主幹

後藤洋子（内線 715101）
デジタル推進課長 兼 情報管理係長 兼 主幹

大西武宏（内線 2421）
（内線 715111、715122、715123）
新型コロナウイルスワクチン接種実施体制の構
築・計画・確保、集団接種、個別接種、市民へ
の情報提供、市民からの相談、健康被害調査委
員会

産業振興部

医療保険課 直通 89－2439 【3 階】
メール iryo@city.miki.lg.jp
課長
山城千明（内線 2391）
国民健康保険係（内線 2429、2338、2339）
国民健康保険資格管理、療養費の給付、医療費
の適正化
福祉医療係（内線 2341、2362、2406、2342）
後期高齢者医療資格管理、後期高齢者医療保険
料、重度障害者福祉医療、高齢重度障害者福祉
医療、高齢期移行者福祉医療、子ども福祉医療、
母子家庭等福祉医療、高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施

産業振興部長
赤松宏朗（内線 108)
参事（兵庫県農業共済組合へ派遣）
冨依亮人

介護保険課 直通 89－2325 【3 階】
メール kaigo@city.miki.lg.jp
課長
冨依裕仁（内線 2355）
保険給付係（内線 2356、2357、2358）
介護保険証、介護保険料、施設入所者の食費･
居住費の軽減、介護給付費
認定審査係
（内線 2346、2351、2352、2354、2398、2399、3531）
要介護認定、介護保険住宅改修費･福祉用具購入
費の支給、介護認定等に対する苦情処理、地域
密着型サービスの整備、介護保険施設の整備
介護予防係（内線 2305、2306、2349、2301、2326）
介護予防･日常生活支援総合事業、家族介護支援
事業、配食サービス、高齢者の在宅福祉事業、
緊急通報システム、みっきぃ☆いきいき体操
地域包括支援センター 直通 89－2337
（内線 2340、2343、2344、2447、2353、3532）
吉川サブセンター 直通 72－2222
西部サブセンター 直通 83－0160
介護予防マネジメント事業、総合相談･支援事業、
高齢者虐待防止･権利擁護事業、ケアマネジャー
の個別支援･相談支援、地域包括支援センターの
運営
（関係機関）

商工振興課 直通 89－2351 【2 階】
メール shoko@city.miki.lg.jp
課長
小山智史（内線 2230）
中小企業振興係（内線 2234、2231、2235）
中小企業の振興、中小企業サポートセンター、
中小企業融資斡旋、セーフティネット保証認定、
起業家支援利息補給、起業･創業支援、起業家支
援補助金、先端設備等導入計画、中小企業特許
権等取得助成、中小企業人材育成補助、三木金
物まつり
商業労政係（内線 2237、2236）
商業の振興、キャッシュレスの推進、商店街活
性化対策･空き店舗対策、大規模小売店舗の立地、
計量法に基づく定期検査・立入検査、労政及び
雇用促進、若年者雇用助成、勤労者住宅融資斡
旋、企業人権教育
かなもの振興係（内線 2233、2232）
金物産業･工業の振興、三木金物技能後継者育
成、三木金物ふれあい体験、三木金物ニューハ
ードウエア賞、金物見本市、金物大学、金物フ
ェア、金物産地の連携交流、伝統的工芸品産業
の振興、地場産業証明、中小企業経営革新設備
投資促進事業補助金、企業･工場の立地、地域
未来投資計画、技能顕功賞
（関係機関）
中小企業サポートセンター
電話70－8008
勤労者福祉センター (サンライフ三木）
電話83－3010
ふるさとハローワーク
電話86－8609
金物資料館
電話83－1780
かじやの里メッセみき
（道の駅） 電話86－9500
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観光振興課 直通 89－2353 【2 階】
メール kanko@city.miki.lg.jp
課長
荒池洋至（内線 2204）
観光振興係（内線 2514、2515、2207）
観光振興、観光協会、観光ハイキング、観光施
設の管理、吉川温泉よかたん、山田錦の館、道
の駅みき、三木ホースランドパーク、あじさい
フローラみき、子午線塔時計台、歴史の森公園、
旧玉置家住宅、旧小河家別邸、別所ゆめ街道、
三木鉄道記念公園、サイクルツーリズム
（関係機関）
道の駅みき
電話86－9500
三木ホースランドパーク
電話83－8110
あじさいフローラみき
電話86－1250
山田錦の館
電話76－2401
吉川温泉よかたん
電話72－2601
別所ゆめ街道
電話60－4025
三木鉄道記念公園ふれあい館
電話82－9900
ゴルフのまち推進課 直通 89－2401 【2 階】
メール golf@city.miki.lg.jp
課長
大西良門（内線 3240）
主幹
福本和也（内線 3241）
営業係（内線 3240）
ゴルフのまち三木の PR、各種大会・イベントの
告知
事業係（内線 3241、3242、3243）
三木市ゴルフ協会、三木市レディースゴルフト
ーナメント、全国高等学校・中学校ゴルフ選手
権、ジュニアゴルファー育成
農業振興課 直通 89－2356 【2 階】
メール nogyo@city.miki.lg.jp
課長
辻田文英（内線 2220）
主幹
吉岡雅寿（内線 2212）
主幹
與倉秀顕（内線 2211）
農業政策係（内線 2203、2206、2209）
農業振興地域整備計画、担い手育成（新規就農、
認定農業者、営農組合）
、鳥獣保護・狩猟及び鳥
獣害の防除、観光農業、市民農園、みっきぃ援
農隊、体験農業、民有林、中山間地域等直接支
払交付金、農用地利用促進、地域計画(農地ﾌﾟﾗ
ﾝﾅｰ)、農業生産者経営継続支援交付金
山田錦振興係（内線 2205、2206、2209）
山田錦の振興・産地のブランド化、経営所得安
定対策、山田錦の関係団体（生産者団体、JA 等）
との調整、スマート農業・6 次産業化・集落営農・
農福連携等、農産物直売所・農産加工品等の地

産地消、ハーブ産業推進、都市農村交流・定住
促進、農業祭、日本酒振興イベント
土地改良係（内線 2214、2213）
土地改良事業、東播用水事業、地すべり事業、
治山事業、多面的機能支払交付金事業、農業用
施設災害復旧事業、東条川二期地区事業、土地
改良事業に係る法手続き、農道の占用、農業用
ため池、ほ場整備事業
地籍調査係（内線 2215）
地籍調査、国土調査法に基づく測量成果の保
管・閲覧、ほ場整備事業の換地業務・公共用財
産との境界協定、街区基準点

都市整備部
都市整備部長

友定久（内線 2295）

道路河川課 直通 89－2574 【2 階】
メール doro@city.miki.lg.jp
課長
小紫一磨 （内線 2240）
主幹
上田敏勝 (内線 2241)
管理係（内線 2242、2243）
市道の認定等、市道及び河川の占用･堀削、市道
及び法定外公共物等の境界協定、特殊車両の通
行許可、道路施設（道路照明・ガードレール・
街路樹等）の管理
用地係（内線 2244、2245）
用地の取得及び物件の補償、私道の公道化
工事補修係（内線 2247、2249、2248、2246）
道路・河川事業、土木施設（道路・橋梁等）の
長寿命化事業、公共土木施設の災害復旧事業、
道路パトロール、道路・河川施設の補修事業、
土木施設のメンテナンス事業、交通安全施設（歩
道等）の整備事業
プロジェクト推進課 直通 89－2301 【2 階】
メール project@city.miki.lg.jp
課長
深津正樹（内線 2280）
プロジェクト推進係（内線 2269、2266、2264）
スマートインターチェンジ事業、ひょうご情報
公園都市整備促進事業、東播磨南北道路整備促
進事業、急傾斜地崩壊対策事業の窓口、県事業
推進
都市政策課 直通 89－2366 【2 階】
メール toshiseisaku@city.miki.lg.jp
課長
前田和久（内線 2277）
都市計画係（内線 2298、2265）
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都市計画審議会、都市計画の決定及び変更、地
区計画、市街地再開発事業、土地区画整理、都
市再生整備計画の推進、屋外広告物条例事務事
業、景観･まちづくり事業、自転車駐輪場の管理
公園緑地係（内線 2268、2278、2279）
公園･緑地の計画･占用･整備及び維持管理、花の
あるまちづくり活動・アドプト制度の推進、有
料スポーツ施設の管理運営
（関係機関）
三木山総合公園
電話 83－4442
吉川総合公園
電話 73－1155
三木グリーンパーク
電話 83－0488
緑が丘スポーツ公園
電話 85－5522
ともえ運動公園
電話 83－4442
自由が丘北公園
電話 83－4442
交通政策課

直通 89－2365(課長) 【2 階】
直通 89－2371(交通政策係)
メール kotsuseisaku@city.miki.lg.jp
課長
長池陽作 (内線 2267）
交通政策係（内線 2296、2297、2299）
公共交通網の整備、地域公共交通計画の策定及
び推進、バス路線の維持確保、神戸電鉄粟生線
の維持・活性化、デマンド型交通の運行補助、
地域ふれあいバスの運行、神戸電鉄粟生線三木
駅舎の維持管理
（関係機関）
自由が丘中公園バス待合施設
電話 87－0989
直通 89－2363（住宅係） 【2 階】
直通 89－2364（指導係）
メール kenchiku@city.miki.lg.jp
課長
武内一也（内線 2270）
主幹
安福亮博（内線 2273）
指導係（内線 2259、2288）
開発行為の指導及び協議、宅地造成等規制法、
大規模開発及び取引事前指導要綱、建築指導、
建築確認申請、建築許可、地価公示及び地価調
査
住宅係（内線 2271、2272）
市営住宅の管理、補欠登録、県営住宅の入居申
込書の配布、住宅建設等貸付資金償還
建築係（内線 2275、2276）
市営住宅の建設及び建替計画、市有建築物の建
築及び修繕工事、簡易耐震診断推進事業、住宅
耐震化促進事業

上下水道部
上下水道部長
錦昇（内線 4000）
水道業務課 直通 82－2010【上下水道部庁舎】
メール suigyomu@city.miki.lg.jp
課長
池町雅宏（内線 4100）
経営管理係（内線 4111、4112、4113）
指定給水装置工事事業者の申請届の受付及び指
定、工事請負、物品購入及び委託契約、会計事
務及び支払
営業係（内線 4121、4122、4123）
水道メーターの維持管理、料金その他諸収入の
調定及び更正、水道お客さまセンターの委託及
び指導
給水係（内線 4131、4132）
給水装置工事の受付及び検査、給水に関する開
発行為等の事前協議、指定給水装置工事事業者
との連絡調整、宅内漏水
水道お客さまセンター（内線 4142、4143、4144）
料金等収納、水道の開始･中止届及び名義変更届
の受付、水道メーターの取替・検針
水道工務課

直通 89－2436（課長）
【上下水道部庁舎】
直通 89－2437（工務係）
直通 89－2440（施設係）
メール suikomu@city.miki.lg.jp
課長
森本太（内線 4200）
工務係（内線 4211、4212、4213、4216、
）
水道事業の基本計画･許認可、水道施設の調査･
研究･計画、計画工事･受託工事･負担金工事･移
設工事等の設計･監督、他工事の立会、水道配管
台帳整備
施設係（内線 4221、4222、4223）
原水･浄水処理、水道施設の監視･制御･点検･整
備･補修等、水質の監視･情報提供、水道本支管
の漏水･濁水等

建築住宅課

夜間休日等の連絡受付

電話 82-2010

下水道課 直通 89－2368 【上下水道部庁舎】
つまり対応受付ダイヤル 86－2074（24 時間受付）
メール gesui@city.miki.lg.jp
課長
米村誠（内線 4300）
下水道業務係（内線 4311、4312、4313）
受益者負担金及び下水道使用料、水洗便所等改
造資金融資あっせん、流域下水道の調整
下水道管理係（内線 4321、4322、4323）
水洗化の普及啓発、水質規制、排水設備の工事
検査、排水設備指定工事店の指定等、浄化槽の
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設置及び管理指導、浄化槽設置補助金交付、下
水道施設の維持管理
下水道工務係（内線 4331、4332、4333）
下水道基本計画の策定及び公共下水道事業の推
進、生活排水計画等の策定、補助事業の申請、
下水道施設（管渠）の改築･更新

消防本部・消防署

メール kyukyukyujo@city.miki.lg.jp
署長兼課長
大東成吉
救急法等、応急手当の普及啓発、メディカルコン
トロールの推進、医療機関との連携、予防救急、
家庭救急の教育指導、災害防ぎょ、救急救助活動、
消防車両の整備･維持管理
広野分署

メール shohirono@city.miki.lg.jp
分署長
穂積文男

消防本部
電話 82－0119
消防長
林一成（内線 5000）
次長
中井雄大（内線 5001）
総務課 直通 89－0170（内線 5002）
メール shosomu@city.miki.lg.jp
課長
稲垣達夫
人事管理、消防団の組織･運営、消防団員の任免及
び表彰、消防団員及び消防作業従事者等の災害補
償、消防団員の退職報償、北播消防協議会、消防
施設の整備、災害現場の情報収集
予防課 直通 89-0171（内線 5003)
メール shoyobo@city.miki.lg.jp
課長
吉田善紀
危険物規制、危険物製造所等の許可･届出及び立入
検査、三木防火協会、防火対象物の査察、建築確
認及び許可の同意、防火管理者の講習及び指導、
事業所の消防訓練の指導、液化石油ガス、火薬類、
高圧ガスの規制、消火器･住宅火災警報器の相談、
防火教室

吉川分署

議会事務局

直通 89－2309 【6 階】
メール gikai@city.miki.lg.jp
議会事務局長
石田英之（内線 110）
庶務係（内線 3690、3691）
議員の身上及び報酬等、交際、広報及び広聴、
傍聴、政務活動費
議事調査係（内線 3692、3693）
本会議、委員会、議員総会、会議録の作成、請
願及び意見書等、市政及び各種政策等の調査研
究

選挙管理委員会

監査･公平委員会

【5 階】

直通 89－2384
メール kansa@city.miki.lg.jp
事務局長
戸田誠之（内線 3560）
事務局（内線 3561）
定期監査、財政援助団体等監査、行政監査、例
月現金出納検査、決算審査、財政健全化審査、
勤務条件に関する措置要求の審査、不利益処分
に関する職員からの審査請求の審査、職員団体
の登録、固定資産評価審査委員会に係る事務等

農業委員会
救急救助課

【5 階】

直通 89－2386
メール senkyo@city.miki.lg.jp
書記長
五百蔵一也（内線 3230）
事務局（内線 3231）
選挙の執行、選挙人名簿の調製、選挙に関する
啓発及び周知、検察審査員候補者予定者及び裁
判員候補者予定者の調整

大東成吉（内線 5004)

警防課 直通 89-0172（内線 5004）
メール keibo@city.miki.lg.jp
課長
藤本哲也
１部当務司令
松原喜郎
２部当務司令
井澤元治
消防訓練等の住民指導、自主防災、防災対策の推
進、り災証明書、火災予防、災害防ぎょ、火災原
因調査、水防計画、開発行為に係る消防水利等、
消防水利施設の管理･補修、火災警報、火災注意報
及び消防信号、消防相互応援協定、緊急消防援助
隊、消防通信指令施設の管理

電話 73－0119

メール shoyokawa@city.miki.lg.jp
分署長
藤本正則

消防署
署長

電話 85－0119

直通 89-0173（内線 5004）
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直通 89－2355 【2 階】

メール nogyoiin@city.miki.lg.jp
事務局長
岩﨑英也（内線 2200）
事務局（内線 3210、3211）
農地等の利用の最適化推進、農地の売買･貸借･
転用、審査、贈与税･相続税の納税猶予、農業者
年金

福祉、高齢者生きがいづくり、在宅福祉、身体
障害者福祉、
、知的障害者福祉、精神障害者福祉、
日本赤十字、民生委員･児童委員、主任児童委員、
国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、介
護保険
地域振興課
メール yokachiiki@city.miki.lg.jp
支所長 兼 課長
辻田政顕（内線 712130）
地域振興係
（内線 712131～712133）
畜犬登録及び狂犬病予防、ロードミラーの管理、
県有環境林等の管理、農業振興、有害鳥獣の駆
除、土地改良事業、ほ場整備事業、治山事業、
多面的機能支払交付金事業、農業用施設災害復
旧事業、道路パトロール、道路･河川等の維持管
理、都市計画図の閲覧、県土木事業の推進、公
共土木施設の災害復旧事業

会計室

直通 89－2381 【3 階】
メール kaikei@city.miki.lg.jp
会計管理者 兼 室長
公森伸明（内線 2310）
審査係（内線 2311、2395）
公金の支出に関する審査、公金の資金管理、債
権者管理
出納係（内線 2312、2439）
公金の収入に関する審査、現金･有価証券の出納
及び保管、現金及び財産の記録管理、決算調製、
指定金融機関検査

吉川支所

電話 72－0180
支所長 兼 地域振興課長
辻田政顕（内線 712130）

教育委員会

市民生活課
メール yokashimin@city.miki.lg.jp
課長
新屋由美子（内線 712100）
市民生活係（内線 712101～712105）
支所の維持管理、公用車の管理、危機管理、市税
に関する各種証明書の交付、市税の納税相談、市
税等の収納、軽自動車（原付バイク等）の登録･
廃車、住民票･印鑑証明･戸籍謄抄本等の交付、住
民異動の届出、印鑑登録、公的個人認証サービス、
住基ネット運用、本人通知制度の受付、マイナン
バーカードの交付、戸籍簿の管理、戸籍の届出、
外国人の在留関連事務、火葬許可証の交付、斎場
の使用許可、国民年金、障害年金、児童手当、児
童扶養手当、特別児童扶養手当、保育所・認定こ
ども園の入所受付

教育総務部
教育総務部長

本岡忠明（内線 115）

教育総務課 直通 89－2391 【5 階】
メール kyoikusomu@city.miki.lg.jp
課長
森田眞規（内線 3510）
政策係（内線 3507、3508）
教育行政の企画･総合調整、危機管理、教育委員
会、事務局の組織･職制、人事管理及び研修、請
願及び陳情、儀式及び表彰、後援申請、高等学
校･大学等奨学金
庶務係（内線 3511、3512）
委員会の予算及び決算の総括、学校園の運営費
及び経理指導、公立保育所及び認定こども園の
運営費、メールカーの運行、職員の労務管理

健康福祉課 直通 72－2210
メール yokakenko@city.miki.lg.jp
課長 兼 吉川健康福祉センター所長
石田由美子
（内線 712110）
健康福祉係（内線 712111～712115）
成人高齢者の健康相談･健康教育･家庭訪問、町
ぐるみ健診の結果相談、母子健康手帳の交付、
妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費等各種助成、
母子の健康相談・訪問指導、各種予防接種、献
血、健康プール･トレーニングルームの運営管理、
生活保護、戦傷病者･戦没者遺族等援護、高齢者

教育施設課 直通 89－2390 【5 階】
メール kyoikushisetsu@city.miki.lg.jp
課長
荒田知宏（内線 3565）
施設係（内線 3566、3567、3568、3515）
学校園施設の整備及び維持補修、情報教育設備
の整備、学校園備品の整備、学校教育施設の目
的外使用、通学対策、公立保育所の整備及び維
持補修、公立認定こども園の整備及び維持補修
給食係（内線 3518、3519）
学校給食費の徴収、学校給食施設の運営管理、
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学校給食における地産地消の推進、学校給食の
調理及び栄養指導、公立保育所及び公立認定こ
ども園の給食

生涯学習課 直通 89－2425 【5 階】
メール gakusyu@city.miki.lg.jp
課長 河端康（内線 3580）
社会教育係（内線 3564）
高齢者大学･大学院、社会教育関係団体、みっき
ぃ生涯学習講師の登録･派遣、別所ふるさと交流
館の運営、成人式、ＰＴＡ、子ども会、三木ホ
ースランドパーク（エオの森）
公民館運営係（内線 3563、3557）
公民館との連絡調整、予算管理、施設管理等
地域まちづくり担当（連絡先は各地区公民館へ）
市民協議会の支援、各地域でのまちづくりの支
援、地域の市民活動団体の育成･支援、公民館で
の各種学級及び講座の企画･実施
（関係機関）
中央公民館
電話 82－2007
館長 前田信利
三木南交流センター
電話 83－1710
所長 藤田敏行
別所町公民館
電話 82－0072
館長 大西真一
志染町公民館
電話 87－3814
館長 中嶋健二
細川町公民館
電話 86－2059
館長 狩場泰治
口吉川町公民館
電話 88－0004
館長 友澤幸嗣
緑が丘町公民館
電話 85－7011
館長 金子高士
自由が丘公民館
電話 85－4700
館長 梅田宏和
青山公民館
電話 87－1300
館長 野口博史
吉川町公民館
電話 72－1577
館長 藤田良之
吉川町公民館貸潮分館
電話 72－1577
コミュニティスポーツセンター
電話 83－3434
まなびの郷みずほ
電話 88－2550
別所ふるさと交流館
電話 88－8035
福井コミュニティセンター 電話 82－7300
図書館

電話 83－1313

メール tosho@city.miki.lg.jp
館長
伊藤真紀
図書館整備、図書の収集･整理･保存、貸出･返
却･予約等図書の利用、資料に関する調査･相談、
ブックスタート･おはなし会･ストーリーテリ
ング･講座等図書館活動
（関係機関）
青山図書館
電話 87-8000
吉川図書館
電話 72-1108
自由が丘公民館図書コーナー 電話 85-4700
文化・スポーツ課 直通 89－2399 【5 階】
メール bunka@city.miki.lg.jp
課長 兼 堀光美術館長
金井善純（内線 3550）
文化芸術係（内線 3553、3554、3555）
文化･芸術の振興及び普及奨励、市民文化振興基
金事業、文化施設の整備及び管理運営
スポーツ係（内線 3551、3552）
社会体育に係る企画･調整、スポーツ推進委員、
スポーツクラブ２１の運営支援、市民スポーツ
の振興、スポーツ振興基金事業、社会体育施設
の整備及び管理運営
文化遺産係（82-5060） 【みき歴史資料館】
文化財の保護及び調査研究、埋蔵文化財の発掘
調査及び展示公開、歴史･美術の杜構想の推進、
みき歴史資料館の運営等
（関係機関）
堀光美術館
電話 82－9945
みき歴史資料館
電話 82－5060
文化会館
電話 83－3300（内線 5030）
勤労者体育センター 電話 090-5158-2298

教育振興部
教育振興部長

横田浩一（内線 109）

学校教育課 直通 89－2393 【5 階】
メール gakko@city.miki.lg.jp
課長
田中智美（内線 3520）
学校指導係
（内線 3521、3524、3525、3529、3536）
学校への指導助言、学校評価、教育相談、教育
課程、学習指導、学力向上、教職員研修の企画
調整、人権教育の推進、多文化共生事業、特別
支援教育の振興及び企画調整、教育資料の収集、
トライやる･ウィーク、自然学校･環境体験推進
事業、いじめ･不登校･生徒指導上の問題解決に
向けた各種事業、学校保健、防災教育、安全教
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育、教科書等
教職員係（内線 3526、3535）
教職員の配置及び任用等の人事事務、教職員（管
理職等）の研修
学事係（内線 3527、3545、3546）
児童生徒の学籍、教育に係る調査、統計及び学
級編制、学校で発生した事故に係る保険請求、
就学援助及び就学奨励、県関係の各種事業に係
る財務、学校健診、学校医等の任免

金、就学前教育･保育施設の監査
アフタースクール係（内線 3598、3599）
アフタースクール事業の届出、入退所、保護者
負担金の徴収、支援員の採用及び研修、施設の
整備及び維持管理

教育センター 直通 83－2020
メール kcenter@city.miki.lg.jp
所長
橋本泰一（内線 713209）
（内線 713201、713203、713204、713206、713207、
713308）
教職員研修及び市民研修の計画･実施、教育に
係る調査研究、教育相談、発達教育相談、青少
年に係る相談業務、適応教室の運営、特別支援
教育、教育用コンピュータネットワークシステ
ムの構築と運用、施設･設備の維持管理、施設
の公共的利用、図書･教材･その他教育資料の整
理及び公共的利用
青少年センター（内線 713202、713205）
青少年補導委員会、人の目の垣根隊の管理運営
学校再編室 直通 89－2400 【5 階】
メール gakkosaihenshitsu@city.miki.lg.jp
室長
鍋島健一（内線 3523）
（内線 3523、3514、3533）
学校再編、学校の統合に係る連絡調整、小中
一貫教育の推進、学校の設置に係る企画・調整
教育･保育課 直通 89－2472 【5 階】
メール kyoikuhoiku@city.miki.lg.jp
課長
仲谷淳（内線 3541）
主幹
岩﨑国彦（内線 3596）
主幹
藤本恵美（内線 3594）
指導係（内線 3544、3547、3597）
幼保一体化計画の進行管理、幼保連携型認定こ
ども園推進事業、子ども･子育て会議、就学前
教育･保育施設の評価・指導助言、小学校との
連携、教育・保育の質の向上、保育者研修の企
画調整、人権教育の推進、特別支援教育の振興、
通園支援対策
入所・給付係（内線 3542、3543、3548、3562、3569）
保育所･認定こども園入所管理、保育所･認定こ
ども園給付費、保育料収納及び軽減、施設等利
用給付、副食費及び認可外保育施設利用料補助
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