
総務課 庁舎管理、文書管理、情報公開、例規の制定、統計など 本庁舎3階
防災安全課 防災及び水防、消防団、防犯、交通安全対策など 本庁舎3階
人事課 職員の人事管理・採用・研修・給与など 本庁舎3階
秘書課 秘書など 本庁舎3階
情報政策課 地域情報化、コンピュータシステムの運用・管理・広報など 本庁舎6階
契約課 工事・委託等の入札管理、物品の取得・購入契約、公用車管理など 本庁舎4階

住宅課 市営住宅の入退去・管理、建替など 本庁舎5階
土木管理課 道路・河川の維持管理、国土調査、交通安全対策など 本庁舎5階

建設政策課 空き家対策、立体駐車場、国道・県道に関すること 本庁舎5階

土木建設課 道路・河川新設改良工事など 本庁舎5階
建築課 市有建築物の設計・施工監理など 本庁舎5階
都市計画課 用途地域、都市計画道路、公園、開発行為に関することなど 本庁舎5階

農業土木課 土地改良事業、農林業施設に関することなど 本庁舎5階

飯塚駅周辺
整備推進課 飯塚駅周辺施設の整備など 本庁舎5階

総合政策課 移住相談、市政の総合調整、総合計画、地域政策の企画立案・調整など 本庁舎3階
財政課 予算の編成・執行管理、財政計画など
財産活用課 市有財産の取得及び処分など

税務課 市民税・固定資産税・軽自動車税等の賦課、市税の徴収、
滞納処分、納税相談など

人権・同和政策課 人権政策の総合企画調整、人権・部落差別解消対策事業、市民啓発など 本庁舎4階
男女共同参画推進課 男女共同参画施策の総合企画調整、啓発など 本庁舎4階

まちづくり推進課 自治会、まちづくり協議会、交流センター管理運営など 本庁舎4階

健幸都市推進課 健幸都市に関すること、東京オリ・パラに関すること、スポーツの振興、
体育施設の運営・管理など 穂波庁舎1階

地域振興課 法律相談、NPO支援、消費生活センターなど

健幸保健課 各種健（検）診・教室・相談・予防接種、母子手帳交付、妊娠期からの子育て支援など

本庁舎4階
本庁舎4階地域公共交通対策課 コミュニティ交通など

穂波庁舎1階

会計課 市費の出納・保管、決算、基金の出納保管など 本庁舎1階

農業委員会事務局 農地の権利移動・転用、農業者年金に関することなど 本庁舎4階

監査事務局 定期監査、決算審査、住民監査請求に関することなど 本庁舎6階

議会事務局 本会議、委員会の議事運営、会議録その他会議の記録調製など 本庁舎7階

監査事務局 固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に対する
不服申立てに関することなど 本庁舎6階

企業管理課
（市立病院経営室）

上水道料金・下水道使用料等の賦課・徴収、受益者負担金、
予算の編成、執行管理、財政計画、工事・委託等の入札管理等、
市立病院に関すること

穂波庁舎2階

上水道課 給配水管工事・修繕、水道施設の設計・工事など 穂波庁舎2階

上下水道施設課 浄水場、終末処理場等の維持管理、水質管理など 穂波庁舎２階

下水道課 下水道事業計画、下水道施設の設計・工事・維持管理、
受益者負担金など

穂波庁舎2階

選挙管理委員会事務局 本庁舎3階

市民課 転入・転居、出生・婚姻届、住民票、戸籍、印鑑登録など 本庁舎1階

医療保険課 国民健康保険、後期高齢者医療制度、医療費助成、国民年金に
関することなど 本庁舎1階

環境整備課 環境啓発、公害、斎場、改葬、犬の登録など 本庁舎6階 教育総務課 教育委員会の会議、学校備品の購入、就学援助、
奨学金など 本庁舎6階

学校教育課 就学相談、学校教育への指導助言、児童クラブなど 本庁舎6階
学校給食課 学校給食に関することなど 本庁舎６階
生涯学習課 生涯学習・社会教育団体支援、図書館に関することなど コミュニティセンター

文化課 文化の振興、文化財の保護・歴史資料館の管理・運営など コミュニティセンター
飯塚市歴史資料館

企業誘致推進課 企業誘致、工業団地など
公営競技事業所 小型自動車競走事業運営など 飯塚オートレース場内

産学振興課 地域産業の振興・支援、新産業創出、大学との交流など 本庁舎4階
本庁舎4階

本庁舎6階
商工観光課 商工業・中小企業の振興、観光事業など
国際政策課 国際経済の推進、国際交流に関することなど

本庁舎4階
特産品振興・ふるさと応援課 特産品の振興、ふるさと納税など 本庁舎4階
農林振興課 農林業・畜産振興、森林、緑化推進、市場など 本庁舎4階

子育て支援課 公・私立保育所及び公立こども園の入所手続き、子育て支援センター運営、
児童・母子福祉、児童手当等、青少年健全育成など 本庁舎1階

高齢介護課 高齢者支援、介護保険に関すること 本庁舎1階
子育て支援政策課 子育て支援に関する企画立案など 本庁舎1階

社会・障がい者福祉課 障がい者福祉サービス、自立支援、災害・社会援護など 本庁舎1階
生活支援課 生活支援（生活保護、生活困窮者支援）、行旅病人等に関することなど 本庁舎2階

総務部

教育委員会
教育部

市議会

行政経営部

市民恊働部

市民環境部

経済部

福祉部

選挙に関することなど

本庁舎3階
本庁舎4階

本庁舎1階

都市建設部

☎0948-22-5500（代）問

固定資産
評価審査委員会

監査委員

企業局

選挙管理委員会

会計管理者

庄内支所
経済建設課 所管地域内における商工、農林業に関することなど

頴田支所

筑穂支所
市民窓口課 転入、転出、出生、婚姻届、諸証明の発行など

穂波庁舎1階

各支所

農業委員会

クリーンセンター環境対策課 ごみ収集(一般・粗大)、し尿収集、環境保全協議会、一般廃棄物処理計画など

飯塚市役所の各部課の業務案内です。
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総務課 庁舎管理、文書管理、情報公開、例規の制定、統計など 本庁舎3階
防災安全課 防災及び水防、消防団、防犯、交通安全対策など 本庁舎3階
人事課 職員の人事管理・採用・研修・給与など 本庁舎3階
秘書課 秘書など 本庁舎3階
情報政策課 地域情報化、コンピュータシステムの運用・管理・広報など 本庁舎6階
契約課 工事・委託等の入札管理、物品の取得・購入契約、公用車管理など 本庁舎4階

住宅課 市営住宅の入退去・管理、建替など 本庁舎5階
土木管理課 道路・河川の維持管理、国土調査、交通安全対策など 本庁舎5階

建設政策課 空き家対策、立体駐車場、国道・県道に関すること 本庁舎5階

土木建設課 道路・河川新設改良工事など 本庁舎5階
建築課 市有建築物の設計・施工監理など 本庁舎5階
都市計画課 用途地域、都市計画道路、公園、開発行為に関することなど 本庁舎5階

農業土木課 土地改良事業、農林業施設に関することなど 本庁舎5階

飯塚駅周辺
整備推進課 飯塚駅周辺施設の整備など 本庁舎5階

総合政策課 移住相談、市政の総合調整、総合計画、地域政策の企画立案・調整など 本庁舎3階
財政課 予算の編成・執行管理、財政計画など
財産活用課 市有財産の取得及び処分など

税務課 市民税・固定資産税・軽自動車税等の賦課、市税の徴収、
滞納処分、納税相談など

人権・同和政策課 人権政策の総合企画調整、人権・部落差別解消対策事業、市民啓発など 本庁舎4階
男女共同参画推進課 男女共同参画施策の総合企画調整、啓発など 本庁舎4階

まちづくり推進課 自治会、まちづくり協議会、交流センター管理運営など 本庁舎4階

健幸都市推進課 健幸都市に関すること、東京オリ・パラに関すること、スポーツの振興、
体育施設の運営・管理など 穂波庁舎1階

地域振興課 法律相談、NPO支援、消費生活センターなど

健幸保健課 各種健（検）診・教室・相談・予防接種、母子手帳交付、妊娠期からの子育て支援など

本庁舎4階
本庁舎4階地域公共交通対策課 コミュニティ交通など

穂波庁舎1階

会計課 市費の出納・保管、決算、基金の出納保管など 本庁舎1階

農業委員会事務局 農地の権利移動・転用、農業者年金に関することなど 本庁舎4階

監査事務局 定期監査、決算審査、住民監査請求に関することなど 本庁舎6階

議会事務局 本会議、委員会の議事運営、会議録その他会議の記録調製など 本庁舎7階

監査事務局 固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に対する
不服申立てに関することなど 本庁舎6階

企業管理課
（市立病院経営室）

上水道料金・下水道使用料等の賦課・徴収、受益者負担金、
予算の編成、執行管理、財政計画、工事・委託等の入札管理等、
市立病院に関すること

穂波庁舎2階

上水道課 給配水管工事・修繕、水道施設の設計・工事など 穂波庁舎2階

上下水道施設課 浄水場、終末処理場等の維持管理、水質管理など 穂波庁舎２階

下水道課 下水道事業計画、下水道施設の設計・工事・維持管理、
受益者負担金など

穂波庁舎2階

選挙管理委員会事務局 本庁舎3階

市民課 転入・転居、出生・婚姻届、住民票、戸籍、印鑑登録など 本庁舎1階

医療保険課 国民健康保険、後期高齢者医療制度、医療費助成、国民年金に
関することなど 本庁舎1階

環境整備課 環境啓発、公害、斎場、改葬、犬の登録など 本庁舎6階 教育総務課 教育委員会の会議、学校備品の購入、就学援助、
奨学金など 本庁舎6階

学校教育課 就学相談、学校教育への指導助言、児童クラブなど 本庁舎6階
学校給食課 学校給食に関することなど 本庁舎６階
生涯学習課 生涯学習・社会教育団体支援、図書館に関することなど コミュニティセンター

文化課 文化の振興、文化財の保護・歴史資料館の管理・運営など コミュニティセンター
飯塚市歴史資料館

企業誘致推進課 企業誘致、工業団地など
公営競技事業所 小型自動車競走事業運営など 飯塚オートレース場内

産学振興課 地域産業の振興・支援、新産業創出、大学との交流など 本庁舎4階
本庁舎4階

本庁舎6階
商工観光課 商工業・中小企業の振興、観光事業など
国際政策課 国際経済の推進、国際交流に関することなど

本庁舎4階
特産品振興・ふるさと応援課 特産品の振興、ふるさと納税など 本庁舎4階
農林振興課 農林業・畜産振興、森林、緑化推進、市場など 本庁舎4階

子育て支援課 公・私立保育所及び公立こども園の入所手続き、子育て支援センター運営、
児童・母子福祉、児童手当等、青少年健全育成など 本庁舎1階

高齢介護課 高齢者支援、介護保険に関すること 本庁舎1階
子育て支援政策課 子育て支援に関する企画立案など 本庁舎1階

社会・障がい者福祉課 障がい者福祉サービス、自立支援、災害・社会援護など 本庁舎1階
生活支援課 生活支援（生活保護、生活困窮者支援）、行旅病人等に関することなど 本庁舎2階

総務部

教育委員会
教育部

市議会

行政経営部

市民恊働部

市民環境部

経済部

福祉部

選挙に関することなど

本庁舎3階
本庁舎4階

本庁舎1階

都市建設部

☎0948-22-5500（代）問

固定資産
評価審査委員会

監査委員

企業局

選挙管理委員会

会計管理者

庄内支所
経済建設課 所管地域内における商工、農林業に関することなど

頴田支所

筑穂支所
市民窓口課 転入、転出、出生、婚姻届、諸証明の発行など

穂波庁舎1階

各支所

農業委員会

クリーンセンター環境対策課 ごみ収集(一般・粗大)、し尿収集、環境保全協議会、一般廃棄物処理計画など

飯塚市役所の各部課の業務案内です。
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