
支払担当課・通帳印字対照表（平成29年1月～）

048-424-9084 　秘書担当

048-424-9091 　広報広聴担当

048-424-9085 　政策法務担当

048-424-9086 　企画調整担当

　財政担当

　契約検査担当

　048-424-9081 　計画推進担当

　048-424-9083 　維持管理担当

048-424-9094 　庶務・人権担当

048-424-9093 　管財担当

048-424-9088 　文化交流担当

　人事担当

　厚生研修担当

048-424-9090 　情報システム担当

048-424-9092 　情報統計担当

048-424-9101 　諸税担当

048-424-9102 　住民税担当

048-424-9103 　資産税担当

048-424-9105 　徴収担当

048-424-9106 　滞納債権整理担当

048-424-9104 　納税管理担当

048-424-9112 　住民担当

048-424-9111 　戸籍担当

048-424-9120 　協働推進担当

048-424-9113 　コミュニティ担当

048-424-9129 　相談・消費者担当

048-424-9114 　産業支援担当

048-424-9115 　農業振興担当

　環境計画担当

　環境推進担当

　リサイクル推進担当

　廃棄物対策担当

　048-424-9121 　社会保障政策担当

　048-424-9124 　総合相談支援調整担当

048-424-9122 　保護担当

048-424-9123 　障害福祉担当

048-424-9109 　生活援護担当

048-424-9125 　介護福祉担当

048-424-9138 　長寿支援担当

048-424-9127 　国保医療政策担当

048-424-9139 　保険料年金担当

048-424-9151 　後期高齢者医療担当

　保健センター ﾜｺｳ ﾎｹﾝｾﾝﾀｰ 048-465-0311 　保健センター

　048-424-9087 　母子保健担当

　048-424-9140 　手当医療担当

　048-424-9130 　支給認定担当

　048-424-9089 　教育保育事業担当

　048-424-9141 　事業管理担当

　048-424-9131 　施設整備担当

　しらこ保育園 ﾜｺｳ ｼﾗｺﾎｲｸｴﾝ 048-464-7400 　しらこ保育園

　みなみ保育園 ﾜｺｳ ﾐﾅﾐﾎｲｸｴﾝ 048-450-4641 　みなみ保育園

　子どもあんしん部

　ネウボラ課 ﾜｺｳ ﾈｳﾎﾞﾗｶ

　保育サポート課 ﾜｺｳ ﾎｲｸｻﾎﾟｰﾄｶ

　保育施設課 ﾜｺｳ ﾎｲｸｼｾﾂｶ

048-424-9118

　資源リサイクル課
　清掃センター

ﾜｺｳ
ｼｹﾞﾝﾘｻｲｸﾙｶ
ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ

048-464-5300

　保健福祉部

　地域包括ケア課 ﾜｺｳ ﾁｲｷﾎｳｶﾂｹｱｶ

　社会援護課 ﾜｺｳ ｼﾔｶｲｴﾝｺﾞｶ

　長寿あんしん課 ﾜｺｳ ﾁﾖｳｼﾞﾕｱﾝｼﾝ

　健康保険医療課 ﾜｺｳ ｹﾝｺｳﾎｹﾝ

　市民環境部

　戸籍住民課 ﾜｺｳ ｺｾｷｼﾞﾕｳﾐﾝｶ

　市民活動推進課 ﾜｺｳ ｼﾐﾝｶﾂﾄﾞｳ

　産業支援課 ﾜｺｳ ｻﾝｷﾞﾖｳｼｴﾝｶ

　環境課 ﾜｺｳ ｶﾝｷﾖｳｶ

　総務部

　総務人権課 ﾜｺｳ ｿｳﾑｼﾞﾝｹﾝｶ

　職員課 ﾜｺｳ ｼﾖｸｲﾝｶ 048-424-9098

　情報推進課 ﾜｺｳ ｼﾞﾖｳﾎｳｽｲｼﾝ

　課税課 ﾜｺｳ ｶｾﾞｲｶ

　収納課 ﾜｺｳ ｼﾕｳﾉｳｶ

担当課所名 通帳印字名称
連絡先

電話番号　048-464-1111（代表）

　企画部

　秘書広報課 ﾜｺｳ ﾋｼﾖｺｳﾎｳｶ

　政策課 ﾜｺｳ ｾｲｻｸｶ

　財政課 ﾜｺｳ ｻﾞｲｾｲｶ 048-424-9100

　資産戦略課 ﾜｺｳ ｼｻﾝｾﾝﾘﾔｸｶ



担当課所名 通帳印字名称
連絡先

電話番号　048-464-1111（代表）

048-424-9145 　計画担当

048-424-9132 　公園緑地担当

048-424-9158 　区画整理担当

048-424-9133 　道路管理担当

048-424-9156 　工務担当

048-424-9157 　交通安全担当

048-424-9134 　審査住宅担当

048-424-9136 　開発指導担当

　換地担当

　補償担当

　工事担当

048-424-9096 　危機管理担当

048-424-9097 　防災担当

　教育総務担当

　教育施設担当

048-424-9148 　学務担当

048-424-9149 　指導担当

　白子小学校 ﾜｺｳ ｼﾗｺｼﾖｳ 048-461-2073 　白子小学校

　新倉小学校 ﾜｺｳ ﾆｲｸﾗｼﾖｳ 048-461-2108 　新倉小学校

　第三小学校 ﾜｺｳ ｻﾝｼﾖｳ 048-461-2322 　第三小学校

　第四小学校 ﾜｺｳ ﾖﾝｼﾖｳ 048-461-4855 　第四小学校

　第五小学校 ﾜｺｳ ｺﾞｼﾖｳ 048-463-3100 　第五小学校

　広沢小学校 ﾜｺｳ ﾋﾛｻﾜｼﾖｳ 048-464-1149 　広沢小学校

　北原小学校 ﾜｺｳ ｷﾀﾊﾗｼﾖｳ 048-461-3374 　北原小学校

　本町小学校 ﾜｺｳ ﾎﾝﾁﾖｳｼﾖｳ 048-466-0855 　本町小学校

　下新倉小学校 ﾜｺｳ ｼﾓﾆｲｸﾗｼﾖｳ 048-464-0500 　下新倉小学校

　大和中学校 ﾜｺｳ ﾔﾏﾄﾁﾕｳ 048-461-2143 　大和中学校

　第二中学校 ﾜｺｳ ﾆﾁﾕｳ 048-462-1793 　第二中学校

　第三中学校 ﾜｺｳ ｻﾝﾁﾕｳ 048-461-3306 　第三中学校

048-424-9150 　生涯学習担当

048-424-9119 　文化財保護担当

　中央公民館 ﾜｺｳ ﾁﾕｳｵｳｺｳﾐﾝ 048-464-1123 　中央公民館

　坂下公民館 ﾜｺｳ ｻｶｼﾀｺｳﾐﾝｶﾝ 048-464-5230 　坂下公民館

　南公民館 ﾜｺｳ ﾐﾅﾐｺｳﾐﾝｶﾝ 048-463-7621 　南公民館

　図書館 ﾜｺｳ ﾄｼﾖｶﾝ 048-463-8723 　和光市図書館

　図書館下新倉分館 ﾜｺｳ ﾄｼﾖｶﾝｼﾓﾆｲｸ 　048-452-6011 　和光市図書館下新倉分館

048-424-9117 　スポーツ振興担当

048-424-9082 　青少年担当

　庶務担当

　議事調査担当

ﾜｺｳ ｶｲｹｲｶ 048-424-9110 　出納担当

ﾜｺｳ ｾﾝｷﾖｶﾝﾘｲｲﾝ 048-424-9152 　選挙管理委員会

ﾜｺｳ ｶﾝｻｼﾞﾑｷﾖｸ 　監査委員事務局

ﾜｺｳ ｺｳﾍｲｲｲﾝｶｲ 　公平委員会

ﾜｺｳ ｺﾃｲｼﾝｻｲｲﾝ 　固定資産評価審査委員会

ﾜｺｳ ﾉｳｷﾞﾖｳｲｲﾝｶ 048-424-9115 　農業委員会　農業委員会

　議会事務局 　議事課 ﾜｺｳ ｷﾞｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ 048-424-9108

　会計課

　選挙管理委員会

　監査委員事務局

048-424-9154　公平委員会

　固定資産評価審査委員会

048-450-1602

　危機管理室 ﾜｺｳ ｷｷｶﾝﾘｼﾂ

　教育委員会

　教育総務課 ﾜｺｳ ｷﾖｳｲｸｿｳﾑｶ 048-424-9143

　学校教育課 ﾜｺｳ ｶﾞﾂｺｳｷﾖｳｲｸ

　生涯学習課 ﾜｺｳ ｼﾖｳｶﾞｲｶﾞｸ

　スポーツ青少年課 ﾜｺｳ ｽﾎﾟｰﾂ

　建設部

　都市整備課 ﾜｺｳ ﾄｼｾｲﾋﾞｶ

　道路安全課 ﾜｺｳ ﾄﾞｳﾛｱﾝｾﾞﾝｶ

　建築課 ﾜｺｳ ｹﾝﾁｸｶ

　駅北口土地区画整理事業事務所 ﾜｺｳ ｴｷｷﾀｸﾞﾁｾｲﾘ


