
　本市では、「四国のまんなか　人がまんなか　～人を結ぶ　心を結ぶ　あったか協働都市～」を
目指して、まちづくりに取り組んでいます。
　今回は、市民のみなさんに市役所について知っていただくため、各部局や課がそれぞれ担当し
ている業務をご案内します。

市役所の各部局・課の業務をご案内します！



総務課企画課

情報政策課

財政課

契約検査課

部長

坂上秀樹

○総務課　○企画課　○人事課
○情報政策課　○人権施策課

部長

宝利良樹

○財政課　○税務課
○契約検査課　○財産管理課

局長

大西克至

○新庁舎・文化ホール整備課
○国体推進課

部長

加地宣幸

○高齢介護課　○生活福祉課
○こども課　○福祉施設課

局長

谷　博文

○水道総務課　○給水整備課
○工水管理課

部長

高橋和雄

○産業支援課　○観光交通課
○農業振興課　○農林水産課
○国土調査課

○建設課　○港湾課
○下水道課　○都市計画課
○建築住宅課

消防長

井上　彰

○安全・危機管理課　○予防課
○消防署　消防一課　消防二課
　　　　　東分署　西分署

○教育総務課　○生涯学習課
○文化振興課

部長

眞鍋　葵

○学校教育課

総務部財務部

消防本部

政策局

水道局

部長

塩田浩之

○市民交流課　○市民窓口センター
○市民くらしの相談課　○生活環境課
○国保医療課　○保健推進課

市民部福祉部経済部

建設部

議会事務局

部長

喜井孝志

部長

石川寿一

事務局長

石川晋二

　市長･副市長の秘書をはじめ、条例・
規則などの審査、文書の収受、情報
公開・個人情報保護から広報紙やホー
ムページ、ケーブルテレビなどを通

じた広報活動、そして嶺南支所と大変幅広い業務
を担当しています。「しこちゅ～」も担当しており、
今年はゆるキャラ　グランプリにも出場しますの
で、ぜひ、応援お願いします！

　本市のまちづくりの方向性を示し
た総合計画の策定や進行管理、国・
県の政策に伴う総合調整や統計調査
に関する業務などを担当しています。

また、人口減少に歯止めをかけ、地域の活性化を
目的とした地方創生の総合調整、過疎地域などの
振興や移住・定住の推進などの業務も行っていま
す。

　ICT を活用した事務処理や住民票
発行などのサービスが便利で安全に
利用できるよう、情報処理システム
の管理・開発を行っています。また、

市役所からの情報をお届けするケーブルテレビの
普及にも取り組んでいます。今後も進展する情報
化社会に対応し、市民のみなさんの利便性向上を
図ります。

　市の予算編成や執行管理を通じた
効率的な財政運営をはじめ、地方交
付税関係事務、市債（市の借入金）
関連事務など財源の確保を担当して

います。また、公会計制度導入や決算分析、財政
の将来見通しの策定により、市の政策決定に必要
な情報解析を行っています。ふるさと納税も所管
事務です。

　市が発注する土木工事や建築工事
などの入札から契約締結までの業務、
また、工事などが完成した時の施工
状況を確認する検査に関する業務を

担当しています。今年度は、電子入札の導入に取
り組んでいますので、ご協力のほどよろしくお願
いします。

Ｒ

指導部教育委員会 管理部教育委員会

課長

高橋　誠
課長

藤田　泰

課長

井川　剛

課長

高橋　徹

課長

坂上順一

人権施策課

　同和問題をはじめとするさまざま
な人権課題解決のため、身元調査お
ことわり運動、人権のつどいなどの
人権啓発活動や、住宅新築資金等貸

付事業の収納事務を行っています。また地域の隣
保館では、人権講演会やいろいろな教室を開催し
ていますので、お気軽にご来館ください。

秘書室・行政係・文書係・情報公開係・
広報広聴係・嶺南支所

総合政策係・企画調整係・行政改革推進係・
統計係・地方創生推進室

人事課

　職員の任免や服務、研修の企画や実
施、福利厚生、健康管理、給与の支給
や共済など職員に関する事務を担当
し、働きやすい職場環境の整備や適正

な人事配置などに努めています。現在、平成 28 年
度の職員採用試験の申し込みを受付中です。私たち
のまちのために一緒に働きませんか！詳細は広報 6
月号または市ホームページをご覧ください。

人事係・給与係・研修厚生係情報政策係・システム管理開発係

人権施策係・川之江隣保館・朝日文化会館・
土居隣保館

財政係

契約係・検査係

税務課

　固定資産税、市民税、法人市民税、
軽自動車税など、市民のみなさんが
密接に関係している税金の賦課徴収
業務を行っています。いつの時代に

も健康で、しあわせを感じられる住みよい豊かな
まちづくりの財源が、みなさんに負担していただ
いている税金です。「税」に対するご理解をお願い
します。

課長

藤原雅秀

市民税係・諸税係・固定資産税係・収納係

課長

大野育雄

課長

古川拡延



こども課

　保育園・認定こども園の手続きや、
児童手当・児童扶養手当の支給、子育て相談、婚
活事業、子育てフェスタの開催、児童センター・
児童館の運営や、発達に課題のあるお子さんの支
援など、子育て奮闘中のみなさんを応援するもり
だくさんの支援を行っています。「ほっこりん」も
応援しています！

新庁舎・文化ホール整備課

市民交流課

　南海トラフ巨大地震などの大規模
災害時にも行政機能を継続できる新
しい本庁舎と、老朽化した川之江・
三島両市民会館の統合施設として市

民文化ホールの建設を担当しています。課題をク
リアしながら、両施設とも平成 31 年度の完成を目
指して事業を進めています。

　市の最高規範である四国中央市自
治基本条例に基づき、市民のみなさ
んと一緒に知恵と力を出し合い、協

働によるまちづくりを推進しています。地域コミュ
ニティの活性化や芝生化などの協働推進事業、男
女共同参画、国際交流、集会所、ボランティア活
動支援や市民会館などの運営を担当しています。

市民窓口センター

　引っ越しや結婚、出産などのライ
フ・イベントに伴うさまざまな手続
きや、住民票など各種証明書交付の
窓口です。また今年からマイナンバー

カードの交付も始めました。市役所に来てわから
ないことがありましたら、お気軽におたずねくだ
さい！

市民くらしの相談課

　商品やサービスなど消費生活全般
に関する問い合わせなど、消費者か
らの相談に応じています。そのほか
にも一般相談、犯罪被害者支援、配

偶者間の DV 対策、暴力団排除条例の推進を行って
います。出前講座で DV や悪質商法からの被害防止
講座も行っていますので、ご利用ください。

保健推進課

　各年代に応じた健康づくりを支援
する保健センターと、夜間における
市民の応急医療を行う急患医療セン

ター、へき地の医療を守る国民健康保険新宮診療
所を所管しています。健康寿命延伸に向けて、健
診や相談、教室、予防接種などの実施と、医療の
適正受診を啓発しています。

生活福祉課

　市内社会福祉法人の認可・指導・
監督、民生児童委員や地域福祉計画
に関する業務、臨時福祉給付金、戦
没者遺族援護、更生保護、被災者援護、

日本赤十字社、行旅死亡人等取扱など地域福祉の
幅広い業務を担当しています。また、障がいのあ
る方の支援や生活保護をはじめとする生活困窮者
支援を行っています。

福祉施設課

　高齢者施設萬翠荘と敬寿園、障が
い者施設太陽の家を所管するほか、
高齢者施設の民営化を担当していま
す。昨年の豊寿園に続き、萬翠荘と

敬寿園も来年 4 月 1 日の民営化に向け準備を進め
ています。高齢化社会が進む中、サービスの向上
を目指し民営化するものですので、ご理解をよろ
しくお願いします。

産業支援課

　市内の商工業の振興に関すること
を主な業務としています。その中で、
市内で経済活動を営まれている方や
これから創業される方、また、地元

雇用の創出など、さまざまな支援活動に取り組ん
でいます。また紙のまち資料館は、身近に紙に触
れる場として、みなさんのご来館をお待ちしてい
ます。

観光交通課

　観光案内センターを拠点として、
イベントの開催やホームページなど
を活用した市の観光案内、特産品の
販売 PR、観光施設の管理を中心に事

業を実施しています。また、交通政策としてデマ
ンドタクシーや新宮福祉バス、交通安全、市営駐
車場など幅広い業務を担当しています。サイクリ
ング大会にもぜひご参加ください！

課長

河村久仁彦

課長

金崎佐和子

所長

加地尚武

課長

大西賢治

課長

富家誠司

課長

戸田克明

課長

東澤　博
課長

近藤英樹

高齢介護課

　高齢者の方を対象とした在宅福祉
や生きがいづくり、養護老人ホーム
の措置業務、介護保険の運営、要介

護認定の申請受付、判定業務などを行っています。
また、課内に地域包括支援センターを設置し、専
門職による介護などの相談や介護予防事業、要支
援の方のケアプラン作成に取り組んでいます。

財産管理課

　土地・建物の貸付・処分などの財
産管理、市有物件の保険、嘱託登記、
財産区事務、庁舎や公用車などの施
設管理、既存の建物・道路・上下水

道などの公共施設の維持・更新・統合などに係る
総合管理計画、市税や使用料などの債権の整理・
徴収強化体制づくりなどの業務を担当しています。

課長

宮崎博夫

財産管理係・施設管理係・公共施設再配置
推進係・債権管理対策室

新庁舎整備係・市民文化ホール建設推進係・
市民文化ホール企画運営係

国体推進課

国体推進係（総務企画・競技式典・宿泊衛生・
輸送交通）

協働推進係・国際交流係・女性政策係・市
民活動推進係・ボランティア市民活動セン
ター・市民会館川之江会館・生きがい研修
センター・コミュニティセンター

市民サービス係・松柏出張所・寒川出張所・
豊岡出張所・川滝出張所

犯罪の起きにくい街づくり推進係・生活行
政相談係

生活環境課

　環境分野では、公害の監視や指導、
環境活動の推進や啓発などを、衛生
分野では、市営墓地、火葬場・し尿

処理場の運営、狂犬病予防などを、またクリーン
センターでは、ごみ処理やリサイクルなどを担当
しています。いずれも市民のみなさんの生活に大
変身近な業務を扱っています。

課長

森実啓典

環境政策係・環境保全係・ごみ減量推進係・
衛生係・クリーンセンター・川之江斎苑・
伊予三島斎場・土居斎苑・アイ・クリーン・
清掃センター・エコトピアひうち

健康増進係・母子保健係・精神保健係・予
防接種係・保健事業係・保健センター・地
域医療対策室・急患医療センター・国民健
康保険新宮診療所

生活保護係・障がい福祉係・社会福祉係・
土居福祉センター

子育て企画係・子育て総合相談係・子育て
支援係・保育事業係・保育園・川之江児童館・
みしま児童センター・子育て支援センター・
発達支援室・かわのえ通園ホーム・みしま
親子ホーム・どい子どもホーム・幼保一元
化推進室

福祉施設係・萬翠荘・敬寿園・太陽の家

商工労政係・企業立地推進室・紙のまち資
料館

観光係・交通政策係・霧の森・霧の高原・
霧の森交湯～館

国保医療課

　国民健康保険や後期高齢者医療の
保険証の発行と保険給付、保険料の
賦課・徴収、被保険者を対象とした
特定健診などの保健事業を行うほか、

こども・障がい者・ひとり親家庭の医療費助成も
担当しています。安心な暮らしは、支え合いから！
保険料は必ず納めましょう！保険料の納付は、便
利な口座振替をご利用ください。

課長

細川哲郎

国民健康保険係・福祉医療係・後期高齢者
医療係・収納係

　愛
え が お

顔つなぐえひめ国体が、来年 9月
30 日から 10 月 10 日に開催されます。
本市で実施される軟式野球・フェンシ
ング・ラグビーフットボール・空手道・

綱引・エアロビックの競技会の円滑な運営に向けた
準備を進めています。また、市内全 20 公民館地区
で組織された国体協力会と協力し、民泊をはじめと
した「おもてなし」にも取り組んでいます。

四国中央市

マスコットキャラクター

しこちゅ～

高齢者福祉施策係・認定係・給付係・保険
料係・管理係・高齢介護係・地域包括支援
センター・老人福祉センター・高齢者生活
福祉センター・老人憩の家

課長

大西　緑

課長

藤田恭二

課長

脇　総二

課長

藤田真美



農業振興課

　農業及び畜産業に関することや有
害鳥獣の駆除に関することなど、農
政全般の業務を担当し、市内の農業
の振興施策を進めています。本市の

魅力ある農産物としては、里芋や山の芋、お茶な
どが有名です。これら特産の農産物の生産拡大や
PR、産直市の活性化、地産地消を進め、元気な農家・
農村づくりにつなげます。

農林水産課

　農林水産業の関連団体と連携を図
りながら、各産業の振興のため、さ
まざまな事業に取り組んでいます。
また、基幹水路や林道などの維持管

理、ため池や漁港護岸の補強・耐震化など、災害に
備えた事業も実施しています。未来に向けて、強
い農林水産業が実現できるようチャレンジしてい
きます！

建設課

　市道・橋・河川・里道・水路など
の整備や維持管理を行っているほか、
国道 11 号バイパスの整備促進に関す
る業務を行っています。道路や橋な

ど、みなさんの大切な社会資本の点検を計画的に
実施して修繕・更新などを行い、地域の道路網の
安全確保に努めています。

下水道課

　下水道基本構想・事業計画に基づ
き、公共下水道などの整備や維持管
理を行っています。また、浸水対策
事業では、ポンプ場・調整池の建設

による浸水被害の軽減を図っています。快適な生
活環境の確保と海や川の水質保全の観点から、計
画的に整備を進めています。

建築住宅課

　市営住宅の管理をはじめ住宅施策、
家賃の納付相談及び公共施設などの
建築設計、建築基準法に関する業務
を担当しています。また、空家対策

法の施行を受け、社会的に問題化している空家な
どの相談、施策などに関する業務の窓口一元化と
して、今年度から「空家等対策室」を設置してい
ます。

会計課

　市民のみなさんがお支払いになる
税金などを収納したり、公金の支払
い手続き、物品の出納及び保管など
を行っています。また、法令や予算

に基づいているかの書類審査や、決算の調製をし
ています。会計窓口では、平日 17 時 15 分まで市
税などの納付ができますので、ぜひご利用くださ
い。

水道総務課

　水道局（上水道・簡易水道・工業
用水道）全般の財政、会計、職員給
与などの管理的業務のほか、節水・
渇水対策に関する業務を担当してい

ます。また、湖水まつりなどの水に関するイベン
トや出前講座などを通して、水の大切さについて
の啓発活動を行っています。

給水整備課

　水道原水を浄化処理し水質管理を
行い、送配水管などにより市内各所
に水道水を配水しています。また各
家庭の給水装置工事の確認検査や、

水道使用量の検針と水道料金の徴収も行っていま
す。これらの業務を通して、生活に欠かせない水
道水の安定供給と安全性の確保に取り組んでいま
す。

工水管理課

　本市の工業用水道は、全国的にも
まれな柳瀬・新宮・富郷の 3 ダムを
水源として運営しています。各水系
の施設の維持管理・修繕や用水の運

用などの業務を行い、三島・川之江地区の契約工
場に 24 時間工業用水を供給することにより、本市
の紙産業を支えています。

安全・危機管理課

　消防施設・車両などの維持管理、
業務計画の立案、消防団との連絡協
調など消防組織の運営に関すること、
自主防災組織を含めた地域防災や危

機管理に関することなど、地域の安心・安全に関す
る業務を担当しています。自治会や学校、企業な
どで消防防災センターの体験型防災学習コーナー
をぜひご利用ください。

予防課

　予防とは、その字のとおり、「予
あらかじ

め
防ぐ」ことです。消防法などに基づき、
正しい防火・防災対策が講じられる
ように、立入検査や行政指導などを

行ったり、防火・防災意識の啓発を行ったりする
ことなどが主な業務です。市民のみなさん、住宅
用火災警報器の設置をお願いします。

消防署（消防一課・消防二課・東分署・西分署）

　消防署は、本署（消防一課・消防二課）、東分署、西分署、そして新宮分遣所と嶺南分遣所
を置き、24時間体制で火災の消火活動や救急・救助業務、消防訓練の指導、事業所への立入検査、
震災への対策、水防活動などの任務にあたっています。どのような災害が起きても活動がで
きるよう、消防車両・資機材の取り扱いや実際の災害を想定した訓練を日々重ねています。

課長

鈴木和治
課長

石田暁裕

国土調査課

　一筆ごとの土地の所有者・地番・
地目の調査と境界の確認を行い、そ
の成果として、地籍図と地籍簿を作
成する地籍調査事務を行っています。

地籍調査は、貴重な財産である土地を守り、次世
代へ安心して引き継ぐことができるほか、災害復
旧や税の適正・公平化などに寄与しています。

課長

石川正広
課長

鈴木宏典

港湾課

　日本一の紙のまちを支え、四国一
のコンテナ貨物を取り扱う三島川之
江港（金子地区・村松地区・大江地
区・川之江地区）の整備や利用促進

に関する業務を行っています。また、愛媛県が管
理する港湾施設や海岸施設の市民の窓口となるほ
か、寒川港や埋立地の管理も行っています。

課長

今村昭造

課長

星川賢二

課長

石村泰彦

課長

宮崎啓三
課長

寺尾大典

課長

石川隆志
課長

石川　茂

課長

内田　斉
課長

近藤博之

消防署長

山川秀生

消防一課長

岩本伸二
消防二課長

石川久志
東分署長

近藤恭司

農政係・地産地消係・有害鳥獣対策係・
農村環境改善センター

林政係・水産係・農林土木係・県営係・
林業研修センター

国土調査係事業係・管理係・工務係・用地係・国道 11
号バイパス対策室

臨海土地造成係・港湾振興室・港務所整備計画係・雨水対策係・業務係・三島浄
化センター・川之江浄化センター

建築係・住宅政策係・住宅管理係・納付相
談係・空家等対策室

出納係・審査係・用度係総務係

建設維持係・料金係・浄水管理センター管理係・新宮配水管理事務所・富郷配水管
理事務所

総務係・警防係・危機管理対策係予防係・建築係・危険物係・火災調査係

消防係・救急係・救助係・予防係・通信係・新宮分遣所・嶺南分遣所

都市計画課

　川之江地区まちづくり事業や江之
元地区住環境整備事業などの市街地
整備事業のほか、塩谷小山線などの
街路事業、コンパクトシティを目指

す立地適正化計画や景観計画の策定、浜公園や伊
予三島運動公園などの都市公園事業に取り組んで
います。運動公園バラ園の見頃は 5月と 10 月。必
見です！

課長

三崎敦夫

都市計画係・市街地整備係・都市公園係

西分署長

曽我部良一



教育総務課

　学校、幼稚園などの施設の整備及
び管理や、学校給食施設の指導・調理・
衛生管理などの業務を行っています。
また、教育委員、教育委員会事務局

全般の連絡・調整のほか、教育行政、奨学会に関
する相談なども担当しています。

生涯学習課

　公民館や新宮少年自然の家などの
社会教育施設と市内の体育施設の管
理運営のほか、放課後子ども教室や

人権教育などを担当しています。現在、ケーブルテ
レビを活用した人権教育番組の制作準備を進めて
いますので、放映の際にはぜひご覧いただき、ご
家族で話し合ってみてください。

学校教育課

　市内の幼稚園・小学校・中学校の
教育や教職員に関することを担当し
ています。「子どもたちの笑顔のため
に」を合言葉に、教育内容の充実、

特別支援教育の推進、園児・児童・生徒に関する
教育相談や就学に関する手続き、就学援助などの
業務に取り組んでいます。

議会事務局

　市議会の運営を円滑に進めるため、議会には議
会事務局が置かれ、本会議や臨時議会、委員会の
事務や会議録の作成、議会活動に必要な調査、請願・
陳情の受け付け、議会だよりの発行、そのほかい
ろいろな議会運営の事務処理を行っています。

農業委員会事務局

　農業委員会は、農地法に基づく農
地の売買や貸借の許可、農地転用案
件への意見具申、遊休農地の調査・
指導など、農地に関する事務を執行

する行政委員会として設置されています。農業委
員会の意思決定は月 1 回の総会で行われ、実際の
事務作業を事務局が担当しています。

監査委員事務局

　監査委員が実施する監査事務に従
事するために置かれ、事務を執行し
ています。監査委員は、予算の執行・
収入・支出・契約・財産管理などの

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管
理が適正かつ効率的に行われているかなど、行政
運営全般について監査を行っています。

事務局長

山内重樹

文化振興課

　地域に根ざした歴史や諸文化を扱
うことを基本に、指定文化財をはじ
めとする歴史的遺産の保護と啓発に
係る業務、文化協会などの各種団体

や継承の担い手育成、書道パフォーマンスやふれ
あい大学事業による新たな芸術文化の創造と振興
に係る業務などを担当しています。

課長

合田路彦

文化振興係・文化財係・図書館係・かわのえ
高原ふるさと館・川之江文化センター・土居
文化会館・暁雨館・考古資料館・図書館

総務係・学校施設係・学校給食係・三島学
校給食センター・土居学校給食センター・
新宮学校給食共同調理場

社会教育係・スポーツ振興係・人権教育係・
公民館・新宮少年自然の家・伊予三島運動
公園体育館・川之江体育館・土居総合体育
館・教育集会所

教育指導係・特別支援教育係・学事係・学
務係・小学校・中学校・幼稚園・少年育成
センター

農地農政係

議事調査係

監査係

選挙管理委員会事務局

　公正・適正な選挙を行うための機関である選挙管
理委員会の職務を補助するために置かれています。
市長をはじめ市議会議員・県知事・県議会議員の
地方選挙と、衆・参議院の国政選挙などの事務を
管理執行しており、選挙の啓発活動も行っていま
す。7月10日は参議院選挙の投票日です。みなさん、
必ず投票に出掛けましょう！

※事務局長は、総務課長が兼任

選挙係

※事務局長は、16 ページに掲載

課長

原田　尋

事務局長

曽我部和司

課長

田辺敏文
課長

篠原正二


