
電話番号

企画財政課 ｷｶｸｻﾞｲｾｲｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1130

政策創造課 ｾｲｻｸｿｳｿﾞｳｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1120

秘書課 ﾋｼﾖｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1103

広報広聴課 ｺｳﾎｳｺｳﾁﾖｳｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1104

参画協働課 ｻﾝｶｸｷﾖｳﾄﾞｳｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1600

病院改革推進課 ﾋﾞﾖｳｲﾝｶｲｶｸｽｲｼﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1136

総務課 ｿｳﾑｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1140

資産マネジメント課 ｼｻﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-2030

職員課 ｼﾖｸｲﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1142

情報政策課 ｼﾞﾖｳﾎｳｾｲｻｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1141

契約検査課 ｹｲﾔｸｹﾝｻｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1143

危機管理課 ｷｷｶﾝﾘｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1145

市民税課 ｼﾐﾝｾﾞｲｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1132

市税収納課 ｼｾﾞｲｼﾕｳﾉｳｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1134

資産税課 ｼｻﾝｾﾞｲｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1133

生活相談課 ｾｲｶﾂｿｳﾀﾞﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1333

市民課 ｼﾐﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1165

アステ市民プラザ ｱｽﾃｼﾐﾝﾌﾟﾗｻﾞ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1115

人権推進課 ｼﾞﾝｹﾝｽｲｼﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1150

総合センター ｿｳｺﾞｳｾﾝﾀｰ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 758-8398

産業振興課 ｻﾝｷﾞﾖｳｼﾝｺｳｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1162

文化・観光・スポーツ課 ﾌﾞﾝｶｶﾝｺｳｽﾎﾟｰﾂｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1106

環境衛生課 ｶﾝｷﾖｳｴｲｾｲｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1202

美化推進課 ﾋﾞｶｽｲｼﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 744-1124

地域福祉課 ﾁｲｷﾌｸｼｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1172

障害福祉課 ｼﾖｳｶﾞｲﾌｸｼｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1178

生活支援課 ｾｲｶﾂｼｴﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1173

介護保険課 ｶｲｺﾞﾎｹﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1148

通帳表示名称・電話番号一覧表

担当課名 通帳表示名称

総合政策部

総務部

市民環境部

福祉部

金融機関によっては、名称の後
半が削除される場合があります。
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電話番号

通帳表示名称・電話番号一覧表

担当課名 通帳表示名称

金融機関によっては、名称の後
半が削除される場合があります。

健幸政策課 ｹﾝｺｳｾｲｻｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 758-4721

医療助成・年金課 ｲﾘﾖｳｼﾞﾖｾｲﾈﾝｷﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1108

国民健康保険課 ｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎｹﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1170

保険収納課 ﾎｹﾝｼﾕｳﾉｳｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1177

都市政策課 ﾄｼｾｲｻｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1213

建築指導課 ｹﾝﾁｸｼﾄﾞｳｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1204

住宅政策課 ｼﾞﾕｳﾀｸｾｲｻｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1205

公共施設マネジメント課 ｺｳｷﾖｳｼｾﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-3737

交通政策課 ｺｳﾂｳｾｲｻｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1180

道路管理課 ﾄﾞｳﾛｶﾝﾘｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1182

道路整備課 ﾄﾞｳﾛｾｲﾋﾞｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1183

公園緑地課 ｺｳｴﾝﾘﾖｸﾁｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1185

ｶｲｹｲｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1231

教育政策課 ｷﾖｳｲｸｾｲｻｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1249

久代小学校 ｸｼﾛｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 759-3132

加茂小学校 ｶﾓｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 759-1325

川西小学校 ｶﾜﾆｼｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 759-1110

桜が丘小学校 ｻｸﾗｶﾞｵｶｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 758-9450

川西北小学校 ｶﾜﾆｼｷﾀｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 759-3880

明峰小学校 ﾒｲﾎｳｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 757-8834

多田小学校 ﾀﾀﾞｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 793-0018

多田東小学校 ﾀﾀﾞﾋｶﾞｼｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 792-2967

緑台小学校 ﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 793-0223

陽明小学校 ﾖｳﾒｲｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 793-4415

清和台小学校 ｾｲﾜﾀﾞｲｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 799-0730

清和台南小学校 ｾｲﾜﾀﾞｲﾐﾅﾐｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 799-1254

けやき坂小学校 ｹﾔｷｻﾞｶｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 799-3946

東谷小学校 ﾋｶﾞｼﾀﾆｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 794-0033

教育推進部

会計課

都市政策部

土木部

健康増進部

2



電話番号

通帳表示名称・電話番号一覧表

担当課名 通帳表示名称

金融機関によっては、名称の後
半が削除される場合があります。

牧の台小学校 ﾏｷﾉﾀﾞｲｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 794-2537

北陵小学校 ﾎｸﾘﾖｳｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 794-5440

川西南中学校 ｶﾜﾆｼﾐﾅﾐﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 759-4985

川西中学校 ｶﾜﾆｼﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 759-3200

明峰中学校 ﾒｲﾎｳﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 793-6260

多田中学校 ﾀﾀﾞﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 793-0022

緑台中学校 ﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 793-8322

清和台中学校 ｾｲﾜﾀﾞｲﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 799-3418

東谷中学校 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 794-0038

川西養護学校 ｶﾜﾆｼﾖｳｺﾞｶﾞﾂｺｳ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 799-1456

教育保育職員課 ｷｮｳｲｸﾎｲｸｼｮｸｲﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1242

就学・給食課 ｼｭｳｶﾞｸｷｭｳｼｮｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1256

教育保育課 ｷｮｳｲｸﾎｲｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1254

社会教育課 ｼﾔｶｲｷﾖｳｲｸｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1244

中央図書館 ﾁﾕｳｵｳﾄｼﾖｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 755-2424

川西公民館 ｶﾜﾆｼｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 758-0103

川西南公民館 ﾐﾅﾐｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 757-8623

明峰公民館 ﾒｲﾎｳｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 759-6901

多田公民館 ﾀﾀﾞｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 793-0011

緑台公民館 ﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 792-4951

けやき坂公民館 ｹﾔｷｻﾞｶｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 798-0770

清和台公民館 ｾｲﾜﾀﾞｲｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 798-1280

東谷公民館 ﾋｶﾞｼﾀﾆｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 794-0004

北陵公民館 ﾎｸﾘﾖｳｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 794-9090

黒川公民館 ｸﾛｶﾜｺｳﾐﾝｶﾝ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 738-0107

こども支援課 ｺﾄﾞﾓｼｴﾝｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1179

こども若者相談センター ｺﾄﾞﾓﾜｶﾓﾉｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1152

消防本部総務課 ｼﾖｳﾎﾞｳｿｳﾑｶ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 757-9945

ｼｷﾞｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1250

ｾﾝｷﾖｶﾝﾘｲｲﾝｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1251

消防本部

市議会事務局

選挙管理委員会事務局

こども未来部
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電話番号

通帳表示名称・電話番号一覧表

担当課名 通帳表示名称

金融機関によっては、名称の後
半が削除される場合があります。

ｶﾝｻｲｲﾝｼﾞﾑｷﾖｸ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1252

ﾉｳｷﾞﾖｳｲｲﾝｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ ｶﾜﾆｼ(ｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ) 740-1253

監査委員事務局

農業委員会事務局

4


