
更新⽇：2021年05⽉31⽇

市役所の組織と業務（令和3年度版）

袋井市役所
浅⽻⽀所
危機管理部
総合健康センター

市役所の組織と業務についてお知らせします。（中東遠総合医療センター、⼀部事務組合を除く）

袋井市役所

代表電話

0538-43-2111

所在地

〒437-8666 袋井市新屋⼀丁⽬1番地の1

開庁時間

⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇、年末年始は除く） 午前8時30分〜午後5時15分

・各種届け出や証明書は、原則として袋井市役所・浅⽻⽀所のどちらでも受け付けます。

・⽔道課および下⽔道課は、分庁のため浅⽻⽀所に設置しています。

⼀部窓⼝業務の取扱時間について

住⺠票の写しの交付や印鑑登録などの⼀部窓⼝業務は、上記開庁時間のほか、市役所1階・市⺠課市⺠サービス係にて、⽔曜⽇（祝⽇、年末年始は除
く）の午後5時15分〜午後7時、⽇曜⽇（年末年始は除く）の午前8時30分〜正午にも取り扱っています。詳しい取扱内容については、以下のリンク先を
ご確認ください。

窓⼝業務（住⺠異動・⼾籍・印鑑登録など）

総務部

総務課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

⾏政係 0538-44-3100 情報公開、選挙、議会の招集、⾏政組織、指定管理者制度など

⼈事研修係 0538-44-3101 職員採⽤、職員研修、定員管理、給与など

職員いきいき係 0538-44-3101 職員の健康管理、安全衛⽣および福利厚⽣など

ファクス：0538-43-2131

Eメール：soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp

協働まちづくり課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

コミュニティ推
進室

0538-44-31
07

まちづくり協議会、⾃治会・⾃治会連合会、防犯、市⺠活動の⽀援、男⼥共同参画、コミュニティ
センターなど

交通政策係 0538-44-31
25 交通安全の推進、⾃主運⾏バス、市営駐⾞場・駐輪場など

Eメール：shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp

国際課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

地域共⽣係 0538-44-3158 地域における外国⼈市⺠との共⽣、多⽂化共⽣事業の⽴案・実施など

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/4/city_promotion/gaiyo/1422537523344.html#fukuroisiyakusyo
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/4/city_promotion/gaiyo/1422537523344.html#asabashisyo
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/4/city_promotion/gaiyo/1422537523344.html#kikikannribu
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/4/city_promotion/gaiyo/1422537523344.html#sougoukenkoucenter
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/koseki_juminhyo/madoguchi/1425446999483.html
http://mailto:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp/


室・係名 電話番号 主な業務

国際交流係 0538-44-3138 国際交流事業の推進・調整など

ファクス：0538-43-2132

Eメール：international@city.fukuroi.shizuoka.jp

企画部

秘書課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

秘書係 0538-44-3103 秘書、式典、褒賞、表彰、姉妹都市、友好都市など

ファクス：0538-44-3150

Eメール：hisyo@city.fukuroi.shizuoka.jp

総合戦略課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

地⽅創⽣係 0538-44-3369 地⽅創⽣、重要課題の戦略的な推進など

ファクス：0538-44-3150

Eメール：senryaku@city.fukuroi.shizuoka.jp

企画政策課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

シティプロモーション室 0538-44-3104 シティプロモーション、市政の情報提供、広報紙の発⾏、陳情・要望など

企画係 0538-44-3105 ⽇本⼀健康⽂化都市、総合計画、⾏政改⾰、重要施策の企画調整、平和⾏政、統計など

Eメール：kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp

ICT政策課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

DX推進室 0538-44-3106 デジタル化施策の企画・推進など

情報システム係 0538-44-3198 情報システムの管理運⽤、情報セキュリティ対策など

Eメール：jouhou@city.fukuroi.shizuoka.jp

財政部

財政課（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

財政係 0538-44-3159 財政計画、予算、地⽅交付税、袋井地域⼟地開発公社など

資産経営係 0538-44-3102 庁舎管理、市有地管理、公⽤⾞管理など

契約検査室 0538-44-3171 ⼊札・契約、⼯事の検査・指導など

Eメール：zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp

税務課（2階）

室・係名 電話番号 主な業務

市⺠税係 0538-44-3109 個⼈市県⺠税、法⼈市⺠税など

資産税係 0538-44-3110 固定資産税、都市計画税など

納税証明係 0538-44-3219 原動機付⾃転⾞標識の交付、軽⾃動⾞税、市税の諸証明など

収納対策室 0538-44-3111 市税・国⺠健康保険税の徴収など

Eメール：zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

市⺠⽣活部

市⺠課（1階）

http://mailto:international@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:hisyo@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:senryaku@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:jouhou@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp/


室・係名 電話番号 主な業務室・係名 電話番号 主な業務

⼾籍住⺠係 0538-44-3112 出⽣、死亡、転出⼊、⼾籍、住⺠票、印鑑登録、旅券、税証明（所得・納税）など

マイナンバーカード係 0538-44-3108 マイナンバーカードの普及・交付・更新など

Eメール：shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp

保険課（1階）

室・係名 電話番号 主な業務

国保年⾦係 0538-44-3113 国⺠健康保険、国⺠健康保険税の課税、国⺠年⾦など

保険給付係 0538-44-3191 国⺠健康保険の給付、後期⾼齢者医療制度など

介護保険係 0538-44-3152 介護保険事業計画、介護保険料、介護認定審査、介護保険給付など

Eメール：hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp

しあわせ推進課（1階）

室・係名 電話番号 主な業務

社会福祉係 0538-44-31
21

⺠⽣委員児童委員、保護司会、献⾎、地域福祉計画、⼈権啓発、岡崎会館の運営、フードバンク、国⺠⽣
活基礎調査など

⽣活福祉係 0538-44-31
19 ⽣活保護、⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度事業など

家庭福祉係 0538-44-31
84 児童⼿当、⼦ども医療費助成、ひとり親福祉、⾼齢者福祉、家庭児童相談、児童虐待など

障がい者福
祉係

0538-44-31
14 障害者（児）福祉、障害者⾃⽴⽀援給付、障害者計画・障害福祉計画など

ファクス：0538-43-6285

Eメール：shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp

スポーツ政策課（2階）

室・係名 電話番号 主な業務

スポーツ推
進係

0538-44-3
139

スポーツ推進計画、スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員、スポーツ指導者の育成、⽣涯スポーツと競
技スポーツの推進など

スポーツ施
設係

0538-44-3
129 スポーツ施設の施設計画・整備、維持管理、運営など

ファクス：0538-44-3117

Eメール：sports@city.fukuroi.shizuoka.jp

産業環境部

産業政策課（2階）

室・係名 電話番号 主な業務

産業労政室 0538-44-3136 産業振興、消費⽣活センター、労働者福祉、シルバーワークプラザ、産学官連携

商業観光室 0538-44-3156 観光振興、観光施設の整備、特産品の開発、観光イベント、商業の振興・中⼼市街地活性化など

企業誘致係 0538-44-3155 地元企業の育成、⼯業団地、⼯業の振興、⼯業⽤⽔など

ファクス：0538-44-3179

Eメール：sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

商業観光室は、JR袋井駅北⼝正⾯の袋井市観光案内所（袋井市⾼尾1211-1）にあります。

農政課（2階）

室・係名 電話番号 主な業務

農業振興係 0538-44-3133 農業・林業・畜産の振興、⿃獣保護、農業制度資⾦、海岸防⾵林など

農地利⽤係 0538-44-3167 農業委員会、農地転⽤、市⺠農園など

農地整備係 0538-44-3217 農業⽤施設整備、かんがい排⽔事業、地籍調査など

ファクス：0538-44-3153

http://mailto:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:sports@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp/


Eメール：nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp

環境政策課（2階）

室・係名 電話番号 主な業務

環境企画係 0538-44-3135 環境施策の企画、地球温暖化防⽌、省エネルギー・新エネルギー、環境教育、公害防⽌など

環境衛⽣係 0538-44-3115 環境美化、し尿・ごみの収集・処理、飼い⽝の登録、墓地経営の許可、袋井市夢の丘墓園など

ファクス：0538-44-3185

Eメール：kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

ごみ減量推進課（2階）

電話番号 主な業務

0538-84-6057 ごみの減量・リサイクルなど

ファクス：0538-44-3185

Eメール：genryou@city.fukuroi.shizuoka.jp

都市建設部

都市計画課（3階）

室・係名 電話番号 主な業務

まちづくり計画室 0538-44-
3122

都市計画、地区計画、都市景観、屋外広告物、⼟地利⽤・開発⾏為、地価の公⽰・調査、袋井駅
南まちづくりプロジェクトなど

建築住宅係 0538-44-
3123

建築確認の審査・検査、⻑期優良住宅の認定、住宅などの耐震化、市営住宅の⼊退居・維持管理
など

ふくろいすまいの相談
センター

0538-44-
3321 空き家の利活⽤や除却、相続に関する相談など

ファクス：0538-44-3145

Eメール：toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

ふくろいすまいの相談センターは、旧中村洋裁学院 1階(袋井260-1、袋井宿場公園南側) にあります 。

都市整備課（3階）

室・係名 電話番号 主な業務

街路係 0538-44-3373 都市計画道路の新設・改築など

区画整理係 0538-44-3126 組合施⾏⼟地区画整理事業など

ファクス：0538-44-3173

Eメール：toshiseibi@city.fukuroi.shizuoka.jp

道路河川課（3階）

室・係名 電話番号 主な業務

道路係 0538-44-3131 道路の新設・改築など

治⽔対策室 0538-44-3166 治⽔対策、河川や⽔路の新設・改良など

ファクス：0538-42-3367

Eメール：dourokasen@city.fukuroi.shizuoka.jp

維持管理課（3階）

室・係
名 電話番号 主な業務

管理係 0538-44-
3130

道路・橋りょう・河川・都市下⽔路・農業排⽔路の管理、市道認定・廃⽌、JR袋井駅・愛野駅南北⾃由通路の管
理、法定外公共物の管理、砂防、海岸愛護など

維持係 0538-44-
3163

道路市道・農道・橋りょう・河川・都市下⽔路・農業排⽔路の維持修繕、砂防、直営作業、災害復旧⼯事、橋りょ
う・道路構造物などの定期点検など

公園緑
地係

0538-44-
3165 都市公園などの整備・維持管理、緑地・街路樹の維持管理、緑化推進など

Eメール：kensetsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

http://mailto:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:genryou@city.fukuroi.shizuoka.jp/
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http://mailto:kensetsu@city.fukuroi.shizuoka.jp/


⽔道課（3階）

室・係名 電話番号 主な業務

総務経理係 0538-84-6058 ⽔道使⽤の届け出、検針、⽔道料⾦・下⽔道使⽤料の徴収など

⽔道⼯事係 0538-84-6063 ⽔道事業の計画、施設の設計、施⼯、維持管理など

ファクス：0538-84-6072

Eメール：suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

下⽔道課（3階）

室・係名 電話番号 主な業務

総務経理係 0538-84-6081 下⽔道使⽤料の徴収、公共下⽔道受益者負担⾦、農業集落排⽔、浄化槽補助など

下⽔道⼯事係 0538-84-6082 調査及び施設の設計、施⼯、維持、宅内排⽔設備など

ファクス：0538-84-6083

Eメール：gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp

教育委員会

教育企画課（教育会館1階）

室・係名 電話番号 主な業務

幼⼩中⼀貫教育推進室 0538-86-3122 幼⼩中⼀貫教育の推進、教育委員会の会議など

教育総務係 0538-86-3111 教育に関する事務管理、就学援助など

施設整備係 0538-86-3121 教育施設の整備計画、学校の維持管理など

Eメール：k-kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp

おいしい給⾷課（中部学校給⾷センター 袋井市豊沢2289-2）

室・係名 電話番号 主な業務

おいしい給⾷推進係 0538-45-3883 学校給⾷の企画・運営、給⾷施設の維持管理など

すこやか⼦ども課（教育会館1階）

室・係名 電話番号 主な業務

⼦育て⽀
援係

0538-86-
3330 放課後児童クラブ、⼦育て⽀援センターなど

⼦ども保
育係

0538-86-
3332

⼦ども・⼦育て⽀援事業計画、保育所の⼊所、幼稚園の⼊園、認定こども園の⼊園、利⽤者負担額、保育所・
幼稚園・認定こども園の維持管理など

ファクス：0538-44-3228

Eメール：sukoyaka@city.fukuroi.shizuoka.jp

育ちの森（袋井市⾼尾783-4）

室・係名 電話番号 主な業務

⼦ども⽀援室（ぬっく） 0538-45-060
1

⼦ども発達⽀援トータルサポート事業、⼦どもの成⻑に係る相談・⽀援な
ど

⼦ども早期療育⽀援センター（はぐく
み）

0538-45-051
0 就学前児童及び保護者に係る⽇常⽣活における指導・訓練・相談など

学校教育課（教育会館1階）

室・係名 電話番号 主な業務

指導係 0538-86-3222 教職員の⼈事・服務、教育課程、教職員研修、不登校児童及び⽣徒の指導、特別⽀援教育など

魅⼒ある授業推進係 0538-86-3221 学⼒向上の推進、外国語教育、⼩中⼀貫教育、地域学校協働本部事業など

Eメール：gakkou@city.fukuroi.shizuoka.jp

⽣涯学習課

室・係名 電話番号 主な業務

⽣涯学習係 0538-86-3191 社会教育の推進、⻘少年の健全育成、⼤学を活かしたまちづくりなど

http://mailto:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:k-kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp/
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室・係名 電話番号 主な業務

⽂化振興係 0538-86-3192 ⽂化・芸術の振興、⽂化団体の育成、⽉⾒の⾥学遊館、メロープラザなど

⽂化財係 0538-23-9264 ⽂化財の保護・継承、歴史及び⽂化資源の活⽤など

袋井図書館 0538-42-5325 図書館の運営

浅⽻図書館 0538-23-6801 図書館の運営

歴史⽂化館 0538-23-9269 歴史⽂化館及び郷⼟資料館、近藤記念館の運営

Eメール

⽣涯学習係、⽂化振興係、⽂化財係、歴史⽂化館：syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp

袋井図書館：fukuroitosyokan@city.fukuroi.shizuoka.jp

浅⽻図書館：asabatosyokan@city.fukuroi.shizuoka.jp

⽣涯学習係、⽂化振興係は教育会館2階にあります。

⽂化財係及び歴史⽂化館は、浅⽻⽀所内（袋井市浅名1028）にあります。

袋井図書館は、袋井市⾼尾町19-1にあります。

浅⽻図書館は、袋井市浅名976-1にあります。

出納室

出納室（1階）

室・係名 電話番号 主な業務

出納係 0538-44-3137 現⾦・有価証券の出納事務、決算調製など

ファクス：0538-44-3146

Eメール：suitou@city.fukuroi.shizuoka.jp

議会事務局

議会事務局（5階）

室・係名 電話番号 主な業務

総務係 0538-44-3143 議員の⾝分、議会の庶務など

議事調査係 0538-44-3143 本会議、委員会などの傍聴、議会報の発⾏など

ファクス：0538-44-3148

Eメール：gikai@city.fukuroi.shizuoka.jp

監査委員事務局

監査委員事務局（4階）

室・係名 電話番号 主な業務

監査係 0538-44-3144 監査・検査・審査の実施など

Eメール：kansa@city.fukuroi.shizuoka.jp

浅⽻⽀所

所在地

〒437-1192 袋井市浅名1028

開庁時間

⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇、年末年始は除く） 午前8時30分〜午後5時15分

各種届け出や証明書は、原則として袋井市役所・浅⽻⽀所のどちらでも受け付けます。

http://mailto:syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:fukuroitosyokan@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:asabatosyokan@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:suitou@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:gikai@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:kansa@city.fukuroi.shizuoka.jp/


市⺠サービス課（1階）

室・
係名

電
話
番
号

主な業務

市⺠
サー
ビス
係

053
8-2
3-9
211

出⽣、死亡、転出⼊、⼾籍、住⺠票、印鑑登録、旅券、マイナンバーカードの交付、税証明（所得・納税）、国⺠健康保
険、国⺠年⾦、後期⾼齢者医療制度、障害者（児）・児童・⺟⼦・⾼齢者福祉、介護保険、保育所、放課後児童クラブ、
⽔道料⾦及び下⽔道の受益者負担⾦の納付書の再発⾏など

ファクス：0538-23-4867

Eメール：shiminservice@city.fukuroi.shizuoka.jp

危機管理部

所在地

〒437-0012 袋井市国本2907番地
袋井消防庁舎・袋井市防災センター

危機管理課（3階）

室・係名 電話番号 主な業務

防災計画係 0538-86-3703 防災計画、防災会議、防災拠点施設、原⼦⼒災害広域避難計画、国⺠保護計画 など

災害対策係 0538-86-3701 災害対策本部、⾃主防災組織、同報無線施設、家庭内減災対策事業、消防団、⽔防 など

ファクス：0538-86-5522

Eメール：bousai@city.fukuroi.shizuoka.jp

総合健康センター

所在地

〒437-0061 袋井市久能2515-1
総合健康センター(はーとふるプラザ袋井)

開庁時間

⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇、年末年始は除く） 午前8時30分〜午後5時15分

健康づくり課

室・係名 電話番号 主な業務

健康企画室 0538-84-6127 健康づくり計画、健康ポイント事業、健康運動サポーター、健康教室など

地域健康係
袋井市総合健康センタ
ー：0538-42-7340
浅⽻保健センター：0538-
23-9222

成⼈保健、介護予防 など

おやこ健康係 0538-42-7340 予防接種、感染症予防、不妊治療費助成、未熟児養育医療、⺟⼦健康、⼦育て
⽀援包括⽀援センターに関することなど

検診指導係 0538-42-7275 がん検診、特定健康診査、特定保健指導、栄養相談など

感染症対策係 0538-84-7815 新型コロナウイルス感染症対策・ワクチン接種に関すること

ファクス：0538-42-7276

Eメール：kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

地域包括ケア推進課

室・係名 電話番号 主な業務

http://mailto:shiminservice@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:bousai@city.fukuroi.shizuoka.jp/
http://mailto:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp/


室・係名 電話番号 主な業務

地域医療推
進係

0538-43-7
640

総合健康センターの管理、救急医療・地域医療、聖隷袋井市⺠病院、旧市⺠病院、医師会、PCR検査セン
ターに関することなど

介護ケア相
談係

0538-84-7
534 ⾼齢者保健福祉計画、地域包括ケアシステムの構築、地域包括⽀援センターなど

ファクス：0538-84-7582

Eメール：chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

http://mailto:chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp/

