《各課業務案内》
平成３０年４月１日現在
市長室
担 当
市長室
危機管理室
担 当

危機管理室

企画財政部
担 当
広報広聴課

企画課

財政課
財産活用課

各課業務案内
○市長及び副市長の秘書に関すること
○市民表彰等に関すること

各課業務案内
○災害対策及び防災に関すること
○自主防災組織の育成及び指導に関すること
○守口市消防団に関すること
○危機管理に関する調査研究及び総合調整に関すること
○国民保護に関すること
○防犯に関すること

各課業務案内
○市ホームページ･SNS(フェイスブック・ツイッター・インスタグラム）の運用
及び管理、広報誌等による市政の普及、啓発に関すること
○市民の声などの広聴及び市民相談に関すること
○守口市情報コーナーの管理に関すること
○重要施策の企画、市政の総合調整に関すること
○長期の総合計画に関すること
○機構・組織など行政能率の改善に関すること
○「もりぐち改革ビジョン」（案）の推進に関すること
○庁内の情報システムの維持管理とシステム利用による各課事務の効率
化に関すること
○市民サービス向上を図るための情報化の調査、研究、推進に関すること
○予算及び決算、市の財政状況に関すること
○公有財産の管理及び処分、公有財産の総合調整に関すること
○地価公示法（昭和44年法律第49号）に基づく図書の閲覧等に関すること
○公共施設等総合管理計画に関すること

連絡先
06-6992-1302

連絡先

06-6992-1497

連絡先
06-69921353/1356

06-69921404/1407

06-6992-1402
06-6992-1386

総務部
担 当
総務課

人事課

法制文書課

課税課
納税課

各課業務案内
○庁舎及び公用車の管理に関すること
○物品購入・工事・製造の請負契約、測量・設計・調査の委託契約に関す
ること
○職員の人事に関すること
○職員の給与、出張旅費及び退職手当の支給に関すること
○職員の福利厚生や公務災害補償に関すること
○情報公開及び個人情報の開示請求等に関すること
○市条例、市規則等の審査に関すること
○文書の受発送、保存及び収蔵に関すること
○基幹統計調査に関すること
○市民税、固定資産税及びその他市税等の課税等に関すること
○税務相談及び租税教育に関すること
○市民税、固定資産税及びその他市税等の徴収に関すること
○納税相談及び租税教育に関すること
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連絡先
06-69921432/1453
06-69921408/1413

06-6992-1427

06-6992-1458
06-69921852～1854

市民生活部
担 当

コミュニティ推進課

消費生活センター

総合窓口課

地域振興課

保険課

保険収納課

人権室

生涯学習・
スポーツ振興課

各課業務案内
○地域社会づくり活動の推進に関すること（地域集会所助成、防犯灯設
置等の補助、市民活動災害補償制度、市民協働推進事業、コミュニティ
センターに関すること、コミュニティ拠点施設の整備など）
○青少年育成指導員との連絡、子ども会活動の促進など青少年の健全な
育成に関すること
○消費者の権利や保護について暮らしに役立つ講座・講習等の開催に関
すること
○商品の購入やサービスに関する消費者からの相談や苦情の処理に関
すること
○戸籍や住民票の写しなど証明書の交付、転入・転出など住所変更の届
出や婚姻・出生・死亡などの戸籍届出に関すること
○町名地番及び住居表示に関すること
○旅券発給に関すること
○マイナンバーカードの申請・交付に関すること
○中小企業への融資斡旋など商工業の振興に関すること
○就労困難者に対する就労相談などに関すること
○朝市や給食食材への地元産野菜の提供等、地産地消の支援に関する
こと
○大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関すること
○大阪エコ農産物認証制度に関すること
○経営所得安定対策に関すること
○守口大根作付けに関すること
○ニューウエストミンスター市・中山市との交流促進に関すること
○国内友好都市（高島市・かつらぎ町・東洋町）との交流に関すること
○市民休暇施設に関すること
○守口市民まつりに関すること
○国民健康保険及び後期高齢者医療制度全般の仕組みや事業の啓発
に関すること
○国民健康保険及び後期高齢者医療制度の資格加入、喪失の手続き、
保険証等の交付手続き及び各種保険給付に関すること
○国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課に関すること
○国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に
関すること
○人権問題に関すること
○男女共同参画社会の推進を含む人権啓発に関すること
○非核平和事業に関すること
○生涯学習援助基金活動助成金の交付など生涯学習の推進に関すること
○美術展覧会など芸術及び文化事業の推進に関すること
○旧中西家住宅など文化財の保存、活用に関すること
○生涯学習情報センター(ムーブ21)、文化センター(エナジーホール)の
施設の管理運営に関すること
○埋蔵文化財発掘（包蔵地内の開発確認申請）に関すること
○社会教育に関する講座・講習の開催
○ニュースポーツ教室の開催などスポーツ・レクリエーションの振興に関す
ること
○体育・レクリエーション施設の管理運営に関すること

連絡先

06-6992-1520

06-6992-1337

06-69921525/1526
/1530

06-69921490/1491
/1516

06-6992-1545

06-6992-1537
06-6992-1512

06-69953158/3159

環境部
担 当

クリーンセンター

環境政策課

各課業務案内
○ごみの減量・分別・リサイクル（容器包装リサイクル）に関すること
○集団回収に関すること
○し尿処理に関すること
○ごみの収集に関すること
○ごみの処理（焼却等）に関すること
○クリーンセンターの見学
○大気、水質、騒音、振動に関すること
○地球温暖化防止対策に関すること
○ポイ捨ての防止など、まちの美化に関すること
○ねずみや衛生害虫の駆除、消毒及び空き地に関すること
○犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること
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連絡先

06-6991-6313

06-6992-1508

健康福祉部
担 当
総務課

生活福祉課

障がい福祉課

高齢介護課

健康推進課

こども部
担 当
こども政策課

子育て支援課

こども施設課

放課後こども課

各課業務案内
○守口市地域福祉計画の策定及び推進に関すること
○民生委員・児童委員に関すること
○避難行動要支援者名簿に関すること
○生活保護に関すること
○生活保護の適正化に係ること
○生活困窮者に対し、相談、支援を行うこと
○障がい者計画及び障がい福祉計画の策定及び推進に関すること
○障がいのある人からの相談や支援に関すること
○障がいのある人の障がい福祉サービスに関すること
○障がい者虐待相談に関すること
○障がい福祉にかかる各種手当に関すること
○重度障がい者医療に関すること
○老人医療（６５歳以上）（経過措置）に関すること
○生活支援・介護予防・生きがいサービスなど各種高齢者施策に関するこ
と
○介護保険制度（くすのき広域連合）に関すること
○高齢者に関する相談
○高齢者虐待相談に関すること
○安否確認ホットラインに関すること
○老人福祉計画に関すること
○健康教育及び健康相談、市民総合特定健康診査及び各種がん検診な
ど市民の健康づくりに関すること
○乳幼児健診、育児相談など母子保健に関すること
○予防接種に関すること
○公害健康被害の補償給付、健康相談・訓練等の公害健康被害予防に
関すること

各課業務案内
○守口市子ども・子育て会議に関すること
○子ども・子育て支援事業計画に関すること
○保育所及び認定こども園等の規模及び適正配置に関すること
○幼児教育・保育の無償化についての政策に関すること
○児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給に関すること
○ひとり親家庭医療、子ども医療、未熟児養育医療の助成に関すること
○児童虐待など家庭児童相談に関すること
○子育て相談など子育て支援事業に関すること
○ファミリーサポート事業に関すること
○障害のある児童の家族からの相談や支援に関すること
○障害児支援利用計画の策定に関すること
○教育・保育内容に関すること
○市立認定こども園等の子育て支援交流活動に関すること
○認定こども園（保育枠）・保育所及び小規模保育事業所の入・退所など
の手続きに関すること
○子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)の手続きに関す
ること
○私立幼稚園の就園奨励費の手続きに関すること
○もりぐち児童クラブ事業に関すること
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連絡先
06-6992-1570

06-6992-1437

06-69921630/1635

06-6992-1610

06-6992-2217

連絡先
06-6992-1665

06-6992-1647
06-6992-1655
06-6995-7833
06-6995-7877
06-6996-0050
06-6992-1661

06-6992-1637

06-6995-3160

都市整備部
担 当

都市計画課

建築指導課

公園課

道路課

住宅まちづくり課

下水道部
担 当
下水道管理課
下水道施設課

各課業務案内
○都市計画の決定状況及び内容等について
○都市景観に関すること
○都市計画マスタープランについて
○立地適正化計画について
○守口都市核周辺における将来都市ビジョンについて
○バリアフリー基本構想について
○建築確認申請の審査等に関すること
○開発行為の審査等に関すること
○建築物等の許可、認定等に関すること
○違反建築物及び違反開発行為等の調査、指導及び措置に関すること
○建設リサイクル法の届出等に関すること
○公園の整備や緑・花事業の企画及び推進に関すること
○公園等の樹木の剪定、除草、遊具等の補修に関すること
○市道及び法定外公共物の明示、占用に関すること
○市道の維持補修、管理に関すること
○春・秋の交通安全運動等の交通安全啓発に関すること
○カーブミラー等の設置・維持管理及び街路照明灯等の交通安全施設
の整備に関すること
○駅周辺の放置自転車対策に関すること
○自転車駐車場の整備に関すること
○住宅施策の企画及び調整に関すること
○空家等対策に関すること
○密集市街地対策に関すること
○優良住宅の認定に関すること
○木造住宅耐震に関すること
○市営住宅の管理運営等に関すること

各課業務案内
○下水道の事業計画の策定等に関すること
○下水道使用料、下水道の工事契約等に関すること
○総合治水対策の調整に関すること
○公共下水道の設置・改築及び維持管理に関すること
○下水終末処理場及びポンプ場の維持管理に関すること

連絡先

06-6992-1685

06-6992-1698
06-6992-1736
06-6992-1700
06-6992-1702
06-6992-1703
06-6992-1705

06-6992-1694

06-6992-1709

連絡先
06-6992-1747
06-6992-2902

水道局
担 当
総務課

配水課

浄水課

お客さまセンター

各課業務案内
○水道事業経営の基本計画の策定に関すること
○水道局が発注する工事、物品購入等の契約に関すること
○水道局の経理（予算・決算・財務全般）に関すること
○配水管の老朽化・耐震化など水道施設の基本計画に関すること
○配水管の管理に関すること
○配水管等の工事の設計及び施工等に関すること
○鉛給水管解消事業に関すること
○取水、浄水及び配水の計画等に関すること
○高度浄水施設など浄水場施設の運転等に関すること
○水質の検査及び調査等に関すること
○水道使用開始・中止、メーター検針及び水道料金に関すること
○給水装置の維持管理に関すること
○貯水槽水道の維持管理に関すること
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連絡先
06-6991-6774

06-6991-6773

06-6991-6775

06-6991-6771

教育委員会
担 当

総務課

学校管理課

学校教育課

保健給食課

教育センター

各課業務案内
○教育委員会の会議及び教育表彰に関すること
○奨学資金の貸付に関すること
○教育施策の総合調整に関すること
○教育改革の推進に関すること
○広報（教育委員会ホームページ）に関すること
○事務局の予算及び学校の物品に関すること
○学校の統廃合に関すること
○学校の環境整備及び教育施設設備の営繕に関すること
○学校の施設の目的外使用に関すること
○市立学校の転入学・転退学など就学事務に関すること
○市立学校の就学援助費の支給に関すること
○教職員の人事、給与、福利厚生、免許状、定数管理などに関すること
○学校教育の企画、教育課程の内容及び指導に関すること
○学校指導、生徒指導、進路指導及び児童・生徒の学力調査に関するこ
と
○教科用図書採択の指導及び教科等の研究指定に関すること
○人権教育に関すること
○学校管理下の事故にかかる災害共済給付に関すること
○学校園医、歯科医、薬剤師に関すること
○児童・生徒の健康診断に関すること
○学校給食に関すること
○教育の専門的、技術的事項の調査研究に関すること
○適応指導教室など教育相談に関すること
○教職員の研修に関すること

連絡先

06-6995-3152

06-6995-3161
06-6998-3338

06-69953155/3151

06-6995-3154
06-6995-3156
06-6997-0703

会計室
担 当
会計室
議会事務局
担 当
庶務課
議事課

各課業務案内
○支出負担行為の確認及び支出命令書等の審査に関すること
○物品の出納及び保管に関すること

各課業務案内
○議員の身分、報酬等及び儀式、交際等に関すること
○市政に関する調査研究及び各種情報の収集に関すること
○本会議、委員会などの運営に関すること
○請願、陳情に関すること

その他行政委員会事務局
担 当
各課業務案内
監査委員事務局
○監査委員制度及び監査委員の職務に関すること
担 当
各課業務案内
選挙管理委員会事務
○選挙の執行及び啓発に関すること
局
担 当

各課業務案内
○職員の勤務条件に関する措置要求の審査事務
公平委員会事務局
○職員への不利益処分の審査請求に対する裁決事務

連絡先
06-6992-1753

連絡先
06-6992-1782
06-6992-1774

連絡先
06-6992-1795
連絡先
06-6992-1784
連絡先
06-6992-1784

担 当
各課業務案内
連絡先
固定資産評価審査委
○固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査に関すること 06-6992-1784
員会
担 当
農業委員会

各課業務案内
○農地法に関すること
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連絡先
06-6992-1491

