
令和４年４月１日現在

本庁舎各課の配置について

総務部
■総務課

行政係 64-3142
人事給与係 64-3101

■危機管理課 64-3219
■デジタル戦略推進課 64-3203
■納税課

管理係 64-3144
収納係 64-3214

■市税課
市民税係 64-3145
資産税係 64-3146

企画財政部
■企画課 64-3141
■広報秘書課

秘書係 64-3140
広報広聴係 64-3211
多文化共生サポート
センター 63-0221

■財政課 64-3143
■契約課 64-3218

市民生活部
■市民課 64-3147
■国保医療年金課

医療年金係 64-3240
国保係 64-3149

■環境課 64-3150
■人権推進課 64-3151

健康福祉部
■地域福祉課

生活福祉係 64-3154
障害福祉係 64-3204

■児童福祉課
児童福祉係 64-3153
子育て相談係

（子育て応援センター
すくすく）

64-3220

■高年福祉課
高年福祉係 64-3152
介護保険係 64-3155

■地域包括支援課
地域包括支援係 64-3197
認知症支援係 64-3125
総合相談支援係

（ふくし総合相談窓口） 64-3270

市役所本庁・総合支所等ダイヤルイン番号一覧

たつの市役所（代表） 64-3131
■健康課（はつらつセンター）

健康管理係 63-2112
母子健康係

（母子健康支援センター
はつらつ）

63-5121

新型コロナワクチン
コールセンター 63-2266

産業部
■農林水産課

農業振興係 64-3157
林務水産振興係 64-3137
農業再生協議会事務局 64-3255

■農地整備課 64-3159
■商工振興課 64-3158

消費生活センター 64-3250
■観光振興課 64-3156

都市建設部
■建設課

管理係 64-3160
道路建設係 64-3161
道路保全係 64-3162

■用地課
用地係 64-3210
地籍調査係 64-3251

都市政策部
■都市計画課

管理係 64-3163
計画係 64-3223
都市整備係 64-3164

■まちづくり推進課
定住促進係 64-3167
交通政策係 64-3121
市民乗り合いタクシー
予約センター 64-3200

■町並み対策課 64-3165
上下水道部

■上水道課
管理係 64-3173
給水係 64-3022

■下水道管理課
管理係 64-3168
前処理場対策係 64-3171

■下水道施設課 64-3170

教育委員会事務局
■教育総務課 64-3178
■教育環境整備課 64-3205
■学校教育課 64-3179
■小中一貫教育推進課 64-3020
■幼児教育課

幼保管理係 64-3222
幼保指導係 64-3126

■社会教育課 64-3180
■人権教育推進課 64-3182
■龍野歴史文化資料館 63-0907

会計課 64-3172
議会事務局 64-3177
選挙管理委員会事務局 64-3183
農業委員会事務局 64-3185
監査事務局・
揖龍公平委員会 64-3184

職員互助会 64-3188
職員組合 64-3189
体育館・スポーツセンター

■スポーツ振興課
　（龍野体育館） 63-2261

■新宮スポーツセンター 75-1792
■揖保川スポーツセンター 72-5567
■御津体育館 322-3012

文化ホール
■赤とんぼ文化ホール 63-1888
■アクアホール 72-4688

図書館
■龍野図書館 62-0469
■新宮図書館 75-3332
■揖保川図書館 72-7666
■御津図書館 322-1007

学校給食センター

■教育委員会事務局
すこやか給食課

（中央学校給食センター）
72-8181

■御津学校給食センター 322-3301

新宮総合支所（代表） 75-0251
■地域振興課

地域振興係 75-0251
市民健康福祉係 75-0253

■教育委員会事務局
　歴史文化財課 75-5450

揖保川総合支所（代表）72-2525
■地域振興課

地域振興係 72-2525
市民健康福祉係 72-2523

御津総合支所（代表） 322-1001
■地域振興課

地域振興係 322-1001
観光係 322-1004
市民健康福祉係 322-1451

■室津出張所 324-0001

国民宿舎
■赤とんぼ荘
　（喫茶メイプル） 62-1266

■志んぐ荘 75-0401
医療機関
医療機関

■たつの市民病院 322-1121
■揖龍休日夜間急病

センター（はつらつ
センター内）

63-5510

西はりま消防組合
■消防本部 76-7119

予防課 76-7120
警防課 76-7121

■たつの消防署 63-3511
■たつの消防署消防
　 第一担当及び第二担当 64-3212

■新宮分署 75-1119
■光都分署 58-0119
■揖保川出張所 72-2900
■御津出張所 322-3618

令和４年４月１日現在

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

▶総務課（☎64・3142）　
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45 2022年4月号 2022年4月号掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止・変更となる場合があります。掲載しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止・変更となる場合があります。


