
平成３０年度　雲南市組織・機構図（平成３０年４月１日現在）

本庁（代表℡０８５４－４０－１０００） ※市外局番は全て０８５４－ （大東、加茂、木次、三刀屋、吉田、掛合）

議会事務

℡４０－１００４ 大東自治振興課　℡４３－８１６０
総合計画、地方創生統括、若者チャレンジ、主要計画 　　　市民福祉課　℡４３－８１６２
行政評価、広域行政、土地開発公社、三セク統括 加茂自治振興課　℡４９－８６０１

℡４０－１０１１ 　　　市民福祉課　℡４９－８６１２
地域振興、尾原ダム振興 木次自治振興課　℡４０－１０８０
地域自主組織、交流センター、ＮＰＯ 　　　市民福祉課　℡４０－１０８３
国際交流 本庁連絡調整、消防・防災 三刀屋自治振興課　℡４５－２１１１

地域自主組織、交流センター、地域振興 　　　市民福祉課　℡４５－９５０１
移住定住推進、空き家バンク 支所庶務、自治会配布 吉田自治振興課　℡７４－０２１１
結婚対策、ふるさと会、公共交通 公共交通、交通安全 　　　市民福祉課　℡７４－０２１５

℡４０－１０１４ 統計、選挙 　　　雲南市民サービスコーナー
広聴、広報・情報発信 　　　　　　　　　　　　℡７５－０３１１
統計調査、地域情報化施策 掛合自治振興課　℡６２－０３０１

℡４０－１０１５ 　　　市民福祉課　℡６２－００５６
（兼選挙管理委員会事務局・固定資産評価審査委員会書記） 戸籍、住民票、印鑑
法令、文書管理、議会（議案）、情報公開 年金、国民健康保険

後期高齢者・子ども医療、福祉医療
市長・副市長秘書、市長会 児童手当、納税

℡４０－１０２１ ゴミ処理事務、犬の登録、環境保全、墓地許可
消防、防災、防犯、交通安全 優待乗車券販売
危機管理 公共料金収納

℡４０－１０２７ 各種保健福祉申請受付（介護保険、高齢者福祉、障がい者福祉、
職員・臨時職員人事、給与 　特定健診などの受付、母子手帳発行等）
定員配置、職員研修 保育所入退所受付

℡４０－１０２１
財政
　

℡４０－１０２３
行財政改革、地方分権

℡４０－１０２４
財産管理
入札管理、工事検査、登記

℡４０－１０２５
電算システム運用管理

℡４０－１１０１
人権・同和行政
男女共同参画

戸籍、住民票、印鑑、国民年金、国民健康保険
後期高齢者・子ども・福祉医療、児童手当 掛合診療所　℡６２－０１３５
番号制度 　　　　【健康福祉部所管】

℡４０－１０３１
消費生活に係る啓発・相談
消費者団体の育成・支援

℡４０－１１２３ 保育所（６所（園））　【子ども政策局所管】
環境保全、エネルギー政策、廃棄物対策 　　大東保育園（委託）　℡４３－６１３２
空家対策、犬の登録 　　かもめ保育園（委託）℡４３－５０２８

℡４０－１０３３ 　　斐伊保育所　　　　　℡４２－１００８
住民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税 　　三刀屋保育所（委託）℡４５－２６５１
入湯税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料 　　田井保育所　　　　　℡７５－０２０１

℡４０－１０３４ 　　掛合保育所（委託）　℡６２－９９００
市税の収納、滞納整理
口座振替、私債権調整 認定こども園（８園）　【子ども政策局所管】

℡４０－１０３５ 　　大東こども園　　　　℡４３－２７１０
地籍調査 　　海潮こども園　　　　℡４３－２２９８

　　西こども園　　　　　　℡４３－６００５
℡４０－１１０５ 　　加茂こども園　　　　　℡４９－６７６０

　　木次こども園
地域福祉施策、生活福祉、病院建設 　　・３歳児未満時棟（旧保育所施設）
社会福祉法人許認可・指導監査 　　　　　　　　　　　　　℡４２－２３４１

（福祉事務所） ℡４０－１０４１ 　　・３歳児以上児棟（旧幼稚園施設）
高齢者福祉 　　　　　　　　　　　　　　℡４２－２１７３
障がい者福祉 　　斐伊こども園　　　　℡４２－２１３０

℡４０－１０４２ 　　三刀屋こども園　　　℡４５－２１６８
介護予防、介護予防給付 　　吉田保育所　　　　　℡７４－０３３０
高齢者総合相談

℡４０－１０４３ 幼稚園（４園）　【子ども政策局所管】
大東　℡４３－５６７１ 　　佐世幼稚園　　　　　℡４３－２８１７

健康増進計画の推進 　　寺領幼稚園　　　　　℡４２－０８７０
食育推進 　　西日登幼稚園　　　℡４２－０８７５
在宅医療と介護の連携 　　鍋山幼稚園　　　　　℡４５－３７６２
地域医療

℡４０－１０４０
母子保健、成人保健、健康に関する相談
健康づくり活動 中学校（７校）、小学校（１５校）

℡４０－１０４５ 　　　　　　【教育委員会所管】
子ども・高齢者の運動器疾患の予防 　　大東中学校　　　　　℡４３－２１０７
青壮年の運動習慣の定着 　　海潮中学校　　　　　℡４３－２２７１

℡４９－９０５０ 　　加茂中学校　　　　　℡４９－７１０３
　　木次中学校　　　　　℡４２－１４１１

幼稚園、保育所、認定こども園 　　三刀屋中学校　　　　℡４５－２４２１
子育て新制度、放課後児童クラブ 　　吉田中学校　　　　　℡７４－０１４０

℡４０－１０４４ 　　掛合中学校　　　　　℡６２－００５９
子育て支援 　　大東小学校　　　　　℡４３－６３３０
児童福祉、母子父子福祉、児童虐待 　　西小学校　　　　　　　℡４３－２８０１　

　　佐世小学校　　　　　℡４３－２８１６
子育て相談 　　阿用小学校　　　　　℡４３－２７３４

℡４０－１０６７ 　　海潮小学校　　　　　℡４３－２２６９
　　加茂小学校　　　　　℡４９－７０３８

農業振興、中山間地域等直接支払制度 　　木次小学校　　　　　℡４２－１１１３
多面的機能支払制度、農業労働災害共済 　　斐伊小学校　　　　　℡４２－０３４８

℡４０－１０５１ 　　寺領小学校　　　　　℡４２－０５２９
林業振興、畜産振興 　　西日登小学校　　　　℡４２－０７４０
森林バイオマス推進、有害鳥獣対策 　　三刀屋小学校　　　　℡４５－２３２４

℡４０－１０５０ 　　鍋山小学校　　　　　℡４５－２８２４
農村整備、農地・農業用施設災害復旧 　　吉田小学校　　　　　℡７４－００１７
土地改良、農林道維持管理 　　田井小学校　　　　　℡７５－０００９

℡４０－１０５３ （土地改良区事務局） 　　掛合小学校　　　　　℡６２－９８００

商工振興、新産業創出、雇用創出
産業振興ビジョン推進
起業化支援、企業活動支援 給食センター（６箇所）　【教育委員会所管】
産業創出 　　（大東、加茂、木次、三刀屋、吉田、掛合）

℡４０－１０５２
商工、観光施設の維持管理

℡４０－１０９３ 図書館（３館、３室）　【教育委員会所管】
観光振興

℡４０－１０５４

道路・河川境界立会、道路・河川占用
道路・河川管理、法定外公共物

℡４０－１０６１
道路・橋梁・トンネル及び付属物の維持
除雪計画、道路・河川等の新設改良
公共土木施設の災害復旧

℡４０－１０６３
国県事業、高速道路事業、期成同盟会
都市計画、土地区画整理事業、街路等事業
都市公園・緑地、屋外広告物

℡４０－１０６４
市営住宅維持管理、建築確認
人にやさしいまちづくり条例に基づく届出・指導
優良住宅認定事務、住宅等の建築相談

℡４０－１０６５ 建設リサイクル法に基づく届出・指導
　

出納、指定金融機関

℡４０－１０９１
水道局

総務、入札・契約
会計経理

℡４２－３４７３
水道料金・下水道使用料収納
給水・排水諸届受付処理、メーター管理、検針

℡４２－５３２２ ℡４２－１７６７
水道事業計画、施設工事・管理
　

℡４０－０１６３
下水道・浄化槽整備、管理

℡４２－３４７１

農地の権利移動・転用
農業者年金

℡４０－１０９２

教育委員会の総務
学校施設、学校給食

℡４０－１０７１
教育指導、学校事務
学校保健

℡４０－１０７２
社会教育、社会体育、図書館
社会教育施設
キャリア教育

人権・同和教育

文化振興、文化財保護

℡４０－１１０４

監査委員事務

℡４０－１００５
公平委員会事務

℡４０－１００５
選挙管理事務

℡４０－１０９０
固定資産評価額の不服申し立てに
対する審査・判断

℡４０－１０２１

総合センター

議会 事務局 総　　務　　課

所長
市長 副市長 政策企画部 政策推進課

地域振興課
　　℡４０－１０１３

自治振興課

うんなん暮らし推進課

情報政策課
市民福祉課

総務部 総務課
℡４０－１００１、１０２１

秘書室

危機管理室

人事課

財政課

行財政改革推進課

管財課

情報システム課

人権推進室
地方機関（出先機関）

市民環境部 市民生活課

消費生活センター

環境政策課

税務課

債権管理対策課

国土調査課

健康福祉部 健康福祉総務課

長寿障がい福祉課

地域包括支援ｾﾝﾀｰ

健康づくり政策課

医療介護連携室

健康推進課

身体教育医学研究所うんなん

子ども政策局 子ども政策課

子ども家庭支援課
　　　　℡４０－１０６７

子ども家庭支援センター

農林振興部 農政課

林業畜産課

農林土木課

産業観光部 商工振興課
　　　　℡４０－１０５２

産業振興ｾﾝﾀｰ

産業施設課

観光振興課

建設部 建設総務課

建設工務課

都市計画課

人　男
権　女
セ　共
ン　同
タ　参
｜　画
　　セ
　　ン
　　タ
　　｜

建築住宅課

会計管理者 会計課

市長　　　　　 局長 総務課

営業課

工務課

下水道課

農業委員会 事務局

教育委員会 教育長 教育部長 教育総務課

学校教育課

社会教育課
　　　　℡４０－１０７３

キャリア教育推進室
　　℡４０－１０７３

人権教育室

文化財課

監査委員 事務局

公平委員会 事務局

選挙管理委員会 事務局

固定資産評価
審査委員会

書記


	組織機構図（Ｈ30.4.1）

