
部 場所・電話

総務部 （三好市役所３F） 　行政相談に関すること
　TEL　0883-72-7600 　儀式、褒章及び表彰に関すること

　訴願・訴訟及び和解に関すること
情報政策担当 　自衛官募集に関すること
　TEL　0883-72-7641 　情報公開・個人情報保護に関すること
　FAX　0883-72-7203 　選挙、固定資産の評価審査に関すること

　自治会に関すること
　行財政改革推進に関すること
　行政評価に関すること
　情報政策の総合的な企画及び調整に関すること
　電子計算組織の管理運営に関すること
　行政情報化及び地域情報化の推進に関すること
　地上波デジタル放送に関すること
　ケーブルテレビの企画調整、加入者管理等に関すること

（三好市役所３F） 　危機管理に関すること
　TEL　0883-72-7625 　消防・防災に関すること
　FAX　0883-72-7203 　交通安全、防犯に関すること

（三好市役所３F） 　市長及び副市長の秘書及び渉外に関すること
　TEL　0883-72-7646 　広報、広聴、ホームページに関すること
　FAX　0883-72-7203

　特定事業主行動計画に関すること

（三好市役所２F） 　公有財産の管理に関すること
　TEL　0883-72-7635 　入札参加資格審査に関すること
　FAX　0883-72-7202 　指名審査委員会に関すること

　財産区に関すること
　庁舎等の管理に関すること
　新庁舎の整備に関すること
　公園等の管理、運営に関すること

企　 画 （三好市役所２F） 　市の総合計画等に関すること
財政部 　TEL　0883-72-7607 　地域振興法等に関すること

　FAX　0883-72-7202 　広域行政に関すること
　地域活性化に関すること
　公共交通に関すること
　公共施設等総合管理計画に関すること
　統計に関すること
　文化振興に関すること
　国際交流に関すること

　生涯活躍の （三好市役所２F） 　地方創生推進に関すること
　まちづくり 　TEL　0883-72-7607 　地域再生計画に関すること
　推進室　　 　FAX　0883-72-7202 　移住・定住に関すること

（三好市役所２F） 　予算・決算統計に関すること
　TEL　0883-72-7606 　基金に関すること
　FAX　0883-72-7202 　地方債に関すること

　地方交付税に関すること
　財政計画に関すること

（三好市役所２F） 　固定資産税の賦課徴収に関すること
資産税担当 　市民税の賦課徴収に関すること
　TEL　0883-72-7614 　軽自動車税の賦課徴収に関すること
軽自動車税・市民税
・国民健康保険税担当 　諸税の賦課徴収に関すること
　TEL　0883-72-7615 　税の滞納整理に関すること
滞納整理担当
　TEL　0883-72-7636

　FAX　0883-72-7202

税  務  課

　国民健康保険税の賦課徴収に関すること

　各部署の業務 

危機管理課

主な業務

　職員の人事、給与及び研修に関すること

課

総  務  課

財　政　課

秘書人事課

管　財　課

地方創生推進課



部 場所・電話

環　境 （三好市役所１F） 　戸籍に関すること
福祉部 　TEL　0883-72-7609 　住民基本台帳に関すること

　FAX　0883-72-7201 　外国人登録に関すること
　印鑑登録に関すること
　埋葬、火葬、改葬の許可に関すること　
　国民年金に関すること

人権室 （三好市役所２F） 　人権啓発に関すること
　TEL　0883-72-7622 　人権施策の企画及び推進に関すること
　FAX　0883-72-7201 　人権擁護委員及び人権擁護審議会等に関すること

　人権関係施設管理運営に関すること
　男女共同参画に関すること

（三好市役所１F）
　TEL　0883-72-7613 　国民健康保険の給付に関すること
　FAX　0883-72-7201   乳幼児医療費助成事業に関すること

  重度心身障害者医療費助成制度に関すること
　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に関すること

  地域医療連携に関すること

（三好市保健センター１F）   保健行政の企画、調整に関すること
　TEL　0883-72-6767   保健予防業務に関すること
　FAX　0883-72-6664   母子保健業務に関すること

  成人保健業務に関すること
　食育推進業務に関すること

地域福祉課 （三好市保健センター１F） 　地域福祉計画に関すること
　TEL　0883-72-7647 　民生児童委員に関すること
　FAX　0883-72-6664 　災害時における援護及び被災者に対しての援護に関すること

　日本赤十字に関すること
　援護恩給事務に関すること
　戦没者追悼業務に関すること
　生活保護に関すること
　行旅病人・行旅死亡人に関すること

子 育 て （子育て支援センター） 　児童福祉行政の企画、調整に関すること
支 援 課 　TEL　　0883-72-7648 　児童福祉法に定める事務に関すること

　FAX　  0883-72-7677 　保育所に関すること
　子育て支援に関すること
　放課後児童クラブの管理運営に関すること
　子ども手当・児童手当に関すること
  児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること
  母子及び寡婦福祉法に基づく援護措置に関すること
  児童相談業務に関すること
  母子寡婦及び父子相談業務に関すること　

長寿・障害 （三好市役所１F） 　高齢者福祉行政の企画、調整に関すること
福　祉　課 高齢者福祉担当 　高齢者在宅福祉・施設福祉に関すること

　TEL　0883-72-7612 　敬老行事等に関すること
障害者福祉担当   介護保険事業に関すること
　TEL　0883-72-7610   障害者福祉行政の企画、調整に関すること

  障害者手当に関すること
　FAX　0883-72-7201   身体障害者福祉に関すること

  知的障害者福祉に関すること
  精神障害者福祉に関すること

みよし地域 （三好市保健センター１Ｆ） 　総合相談支援業務に関すること
包括支援 　TEL　0883-72-5877 　権利擁護に関すること
センター 　FAX　0883-76-0150 　ケアマネジメント業務に関すること

　地域ケア会議に関すること
　認知症施策の推進に関すること

（環境課詰所） 　公害防止対策に関すること
　TEL　0883-72-3436 　環境保全（大気、水質、騒音、振動、悪臭等）に関すること
　FAX　0883-72-0136   飼犬登録、狂犬病予防に関すること

  火葬場、市営墓地の施設管理に関すること
  合併浄化槽の設置に関すること
　廃棄物の処理及び清掃に関すること
　ゴミの減量化、資源化及び再利用に関すること
　放置自動車に関すること

主な業務

保険医務課

健康づくり課

課

市  民  課

 
 

福
祉
事
務
所

　国民健康保険事業の企画運営に関すること

　市の医療政策に関すること

環　境　課



部 場所・電話

（三好市分庁第一庁舎）   観光振興に関すること
産 　業 　TEL　0883-72-7620   観光イベントに関すること
観光部 　FAX　0883-76-0203   観光協会等との連絡調整に関すること

  観光宣伝に関すること
  観光施設等の維持管理、運営に関すること
　観光資源及び観光交流施設等の調査・開発・整備に関すること

（三好市分庁第一庁舎） 　ジオパークに関すること
　TEL　0883-72-7653
　FAX　0883-76-0203

（三好市分庁第一庁舎）   商工業の振興に関すること
　TEL　0883-72-7645   計量に関すること
　FAX　0883-76-0203   雇用促進・勤労者対策に関すること

　地域特産品販売促進に関すること
  企業・工場誘致促進に関すること

（三好市分庁第一庁舎） 　農業政策の企画、調整及び推進に関すること
農業担当 　農業の振興及び補助事業に関すること
　TEL　0883-72-7617 　農業関係施設の管理に関すること
林業担当 　畜産振興に関すること
　TEL　0883-72-7618 　水産業に関すること

　土地改良事業に関すること
　FAX　0883-72-7690 　林業政策の企画、調整及び推進に関すること

　林業の振興及び補助事業に関すること
　林業関係施設の管理に関すること
  市有林の管理に関すること
  鳥獣保護、有害鳥獣捕獲に関すること

（三好市分庁第ニ庁舎）   都市計画に関すること
建設部 　TEL　0883-72-7681   道路の認定・変更・廃止及び区域の決定等に関すること

　FAX　0883-72-7206   道路台帳・橋梁台帳及び河川台帳に関すること
  道路・河川等の占用に関すること
  法定外公共物に関すること
  市営住宅の維持管理及び修繕に関すること
  市営住宅の入居退去及び徴収等に関すること

（三好市分庁第ニ庁舎）   道路・橋梁事業に関すること
　TEL　0883-72-7623 　土木施設の災害復旧に関すること
　FAX　0883-72-7206 　道整備交付金事業に関すること

　社会資本整備総合交付金事業に関すること
　道整備事業に関すること
　道路舗装に関すること
　河川・砂防及び急傾斜対策事業に関すること
　農林道整備事業の計画に関すること
　土地改良事業に関すること
　農林道等維持管理に関すること
　農地・農道・林道・作業道の整備に関すること
　治山事業に関すること
　農地、農業用施設及び林道施設災害復旧事業に関すること

（山城支所）   地籍調査事業の計画及び総合調整に関すること
　TEL　0883-86-1138   国土調査法（昭和26年法律第180号）に基づく地籍調査に関すること
　FAX  0883-86-2554

（三好市役所１F）   現金、有価証券、歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること
　TEL　0883-72-7616   決算調製に関すること
　FAX　0883-72-7201   支出負担行為の確認に関すること

  収入命令及び支出命令の審査に関すること
  指定金融機関に関すること

（三好市役所２F）   水道事業の基本計画の策定及び調整に関すること
　TEL　0883-72-7626   上水道施設の維持管理・工事に関すること
　FAX　0883-72-7202   水道料金等の徴収に関すること
（林浄水場）   水道の使用開始・中止・廃止等に関すること
　TEL　0883-72-1520   水質管理（水質検査計画・実施）
　FAX　0883-72-1519   漏水管理・調査及び作業

  簡易水道事業に関すること
  飲料水供給施設、簡易給水施設に関すること

  消費者行政に関すること

地籍調査課

課 主な業務

　観光交流に関すること

ジオパーク推進室

まるごと三好 観光戦略課

管理課

農林政策課

商工政策課

工務課

会　計  課

水  道  課



部 場所・電話

教　育 （教育委員会庁舎２Ｆ）   教育行政の企画調整に関すること
委員会 　TEL　0883-72-3555   教育委員会の会議に関すること

　FAX　0883-72-7430 　学校等の施設整備に関すること　　
  教員住宅に関すること
  教育財産の取得、管理及び処分に関すること
  スクールバス管理運営に関すること
　幼、小、中学校の管理・教育振興及び運営に関すること
  園・学校の設置及び統合又は廃止に関すること
  外国青年招致事業に関すること
  学校保健衛生に関すること
  児童生徒の就学に関すること
　奨学金に関すること
　学校給食に関すること
  学校給食センター、調理場に関すること

（教育委員会庁舎３Ｆ）   生涯学習及び社会教育の総合企画及び振興に関すること
　TEL 　0883-72-3900   成人式に関すること
文化財担当   社会教育関係団体に関すること
　TEL  0883-72-3910   青少年健全育成に関すること

  子ども地域活動事業
　FAX　0883-72-3916   人権教育に関すること

  公民館の管理運営に関すること　
  図書館の管理運営に関すること
　市民文化祭に関すること
　社会体育に関すること
　社会体育関係団体に関すること
　社会体育施設の管理運営に関すること
　学校開放事業に関すること
　文化財保護に関すること
  芸術文化及び芸能等文化の企画及び振興に関すること

（三好市役所４ F）   本会議、各委員会等の議事に関すること
　TEL　0883-72-7630 　会議録の調整、保管に関すること
　FAX　0883-72-3494 　請願、陳情及び決議、意見書等に関すること

　議員の調査研究に関すること
　議会広報の発行に関すること

（三好市役所２F） 　 監査、検査及び審査に関すること
　TEL　0883-72-7661 　 監査に関する基礎資料の収集整理に関すること
　FAX　0883-72-7202

（三好市分庁舎）   農業委員会の総会等に関すること
　TEL　0883-72-7621   農地基本台帳の整備に関すること
　FAX　0883-72-7690   農地法関連業務に関すること

  農業者年金制度関連業務に関すること

（三好市役所総務課内） 　各種選挙の管理執行、選挙管理委員会に関すること
　TEL　0883-72-7600
　FAX　0883-72-7203

（三好市役所総務課内） 　公平委員会に関すること
　TEL　0883-72-7600
　FAX　0883-72-7203

（三好市役所総務課内） 　固定資産評価審査委員会の会議等に関すること
　TEL　0883-72-7600
　FAX　0883-72-7203

公平委員会事務局

農業委員会事務局

社会教育課

学校教育課

監査委員事務局

議会事務局

課

選挙管理委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局

主な業務



場所・電話

三 　野 （TEL  77-4800） 　住民基本台帳に関すること
山　 城 （TEL  86-1150） 　行政相談に関すること
井 　川 （TEL  78-5001） 　戸籍に関すること
東祖谷 （TEL  88-2211） 　国民年金に係る各種届出の受付に関すること
西祖谷 （TEL  87-2211） 　人権相談に関すること

  国民健康保険事業に関すること
　健康増進、保健予防に関すること
　地域福祉事業に関すること
　税に関すること
　出納業務に関すること
　自治会、民生児童委員に関すること
　消防・防災に関すること
　財産区等に関すること
　飼犬登録及び狂犬病予防に関すること
  合併浄化槽の設置に関すること
　廃棄物の処理及び清掃に関すること
　ゴミの減量化、資源化及び再利用化に関すること
　飲料水供給施設、簡易給水施設に関すること
　簡易水道事業に関すること
  市営住宅の維持管理及び修繕に関すること
　市営住宅の入居退去及び徴収等に関すること

主な業務支所

　支所の業務

三  野 支所
山  城 支所
井  川 支所
東祖谷支所
西祖谷支所


