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市の業務と連絡先　　　　　勝山市役所　☎（0779）88−1111（代表）
課などの名称 業　　　務　　　内　　　容

議会事務局（市役所3階）
☎88−8100 ○市議会定例会および臨時会の事務　○議長および議員の職務補助

未来創造課（市役所2階）
☎88-1115�(企画調整・国際交流、

社会教育・人権男女参
画、県立大学新学部準
備室)

☎88-8114�(文化振興・市民活動、
地域交通)

○市の主要事業の総合調整
○官学連携の推進　　○人権・男女共同参画の推進
〇総合計画の策定、進行管理　〇SDGsの推進
○公共交通機関の維持や交通政策の企画・調整
○市民活動・市民運動の推進　○文化芸術の振興　○社会教育の推進
○市民交流センターの管理　○NPO法人設立支援
○図書館機能の充実　○国際交流の企画・調整・推進

総務課（市役所2階）
☎88-1112�(秘書)
☎88-1116�(行政)
☎88-1113�(人事職員)
☎88-1114�(広報広聴)
☎88-1117�(デジタル・統計)
☎88-8125�(危機管理防災)

○市長・副市長関連業務（スケジュール管理、資料収集、連絡調整など）
○行政文書の管理　○法令などの審査　○情報公開の受付　○住居表示
○北谷町・野向町コミュニティセンターの管理　○まちづくり会館の施設管理
○職員の人事管理・人材育成・福利厚生・職場環境の整備
○庁内電算事務や地域情報化の推進　○統計調査事務
○広報紙の発行　○記者会見　○市民へのお知らせ　○市ホームページの管理
○市政に関するご意見・ご提案の受付　○防災の総合調整

財政課
①市役所2階②市役所3階
①☎88-8130��(契約検査、施設管

理）
②☎88-8120�(財政)

○財政計画や予算編成　○交付金や起債の事務
○市有財産や市庁舎などの維持管理　○工事などの入札や契約および工事検査
○市民会館の施設管理

市民課（市役所1階）
☎88−8101（税務）
☎88−8102（市民、国保年金）
☎88−8103�（市民相談、消費者

センター）
☎88-8104�(生活環境、交通安全)

○総合案内　○戸籍や住民異動の届出　○印鑑登録　○各種証明書の発行
○マイナンバーカードの交付　○出生届に伴う子ども医療・児童手当の申請受付
○国民健康保険　○後期高齢者医療制度　○国民年金の事務
○個人市・県民税、国民健康保険税の課税、法人市民税、市たばこ税、入湯税の申告納付
○固定資産の評価や固定資産税、都市計画税、軽自動車税の課税
○地籍図（公図）、土地・家屋台帳の管理および閲覧　○臨時運行許可
○税金の徴収・滞納整理　○市が保有する税外未収債権の管理に関する所管課との調整
○税外未収債権に係る強制執行・支払督促
○消費生活などの相談業務　○消費者行政に関する業務　○相談窓口の各課連絡調整
○ごみの適正な分別　○排出の指導や収集したごみの適正処理業務　○ごみの減量化
○リサイクルの推進・情報提供　○環境保全　○環境美化の推進　○公害対策監視
○和みの杜の運営　○交通災害共済　○動物愛護　○愛犬登録

商工文化課（市役所2階）
☎88-8105（商工振興）
☎88-8117�（観光交流・企業誘致、

ふるさと納税・観光施設）
☎88-8113�（文化財活用）
☎88-8126�（エコ・ジオパーク推進）

○市内企業・事業所の商工業振興施策　○雇用・労働対策、支援に関すること
○地場産業を中心とする中小・小規模企業への支援　○観光施設の維持管理
○はたや記念館「ゆめおーれ勝山」の管理運営　○ふるさと納税
○近現代産業史などの調査研究・展示普及　○移住・定住推進
○勝山市観光まちづくり㈱および各観光団体との連携による観光振興施策の実施
○市史の編さん　○文化財保護　〇日本遺産の活用推進
○史跡の保存や埋蔵文化財の発掘調査　○世界遺産登録の推進
○国史跡白山平泉寺旧境内の調査・整備　○重文旧木下家住宅の保存・活用
○ジオパーク・ユネスコエコパークの推進

農林課（市役所１階）
☎88−8106（農業）
☎88−8121（林業）

○地域営農体制の確立と農業振興　○土地改良事業の推進と農業用施設の整備
○森林整備と林業の振興　○市有林の維持管理と安定経営　○鳥獣害の対策
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課などの名称 業　　　務　　　内　　　容

福祉児童課（「すこやか」内）
☎87−0777

○保育園、認定こども園や児童センターなどに関する管理運営や児童手当
○子ども医療費助成などの児童福祉事務や母子父子家庭などの福祉事務
○障がい福祉、生活保護、福祉バスなどの社会福祉事務
○福祉健康センター「すこやか」の管理運営　○社会福祉法人などの許認可、指導監査

健康体育課
①すこやか②ジオアリーナ
①☎87−0888
①☎64−5543
（コロナワクチン勝山市コールセンター）
②☎88−8127（スポーツ）

○要介護認定、介護保険料などの介護保険や高齢者福祉に関する事務
○介護予防など高齢者の健康づくりと相談業務　○新型コロナワクチン接種
○予防接種や健康診査などの健康づくり　○母子健康手帳の交付
○スポーツの振興・普及の推進や交流の場の提供

建設課（市民会館2階）
☎88−8107

○道路、水路、公園の整備や維持管理による定住環境づくり
○工事関係の契約　○都市計画や景観計画行政事務　○道路除雪業務

営繕課（市民会館2階）
☎88−8128

○市営住宅の維持管理　○住宅等の助成に関すること　○建築行政業務の指導・監督
○空き家に関すること

上下水道課（市民会館2階）
☎88−8109

○上水道の整備・維持管理　○公共下水道、農業集落排水の整備・維持管理・普及
○浄化槽設置補助　○水道料金、下水道使用料などの徴収事務

会計課（市役所1階）
☎88−8110

○公金の出納および管理、収入・支出に関する書類などの審査
○債権者の登録や管理などの出納事務

教育委員会事務局
（教育会館2階）
☎88−8111（庶務・教育施設）
☎88−8112（教育指導）

○小学校、中学校、幼稚園の施設管理や庶務関係事務　○教育委員会の事務局
○勝山市育英資金の貸与　○小学校、中学校、幼稚園の教職員研修
○学校事務にかかる総括的な事務　○各学校から寄せられる相談の窓口
○学校教育全般にかかる指導助言

監査委員事務局（市役所3階）
☎88−8116 ○地方自治行政の公正と効率を確保する監査委員の補助

農業委員会事務局（市役所1階）
☎88−8115

○農地の売買・転用・貸し借りなどの妥当性を審議
○地域の担い手・認定農業者・生産組織などを応援

消　防　本　部

消防署
☎88−0400

○消火・救急救助活動  ○消防統計  ○消防団事務  ○火災予防や防火団体の育成指導
○危険物および指定可燃物の規制　○消防用設備等の規制　○災害情報の収集と連絡

よくある質問
■ごみの分別・収集方法
　ごみの収集日は、ごみカレンダーでご確認くださ
い。ごみカレンダーは、各まちづくり会館、コミュ
ニティセンター、市民課でお渡ししています。（無料）
■幼稚園・保育園等
　市内には公立1園の幼稚園と、公立２園・私立９園
の保育園等があります。幼稚園については52ページ、
保育園等については22ページをご覧ください。
■進学
　経済的な理由で就学困難な方には奨学資金を貸
与しています。詳しい貸与月額、お問い合わせ先は
52ページをご覧ください。
■スポーツ
　スポーツ活動の場として、市内の体育館などをご
利用いただけます。施設および利用料金は56ペー
ジをご覧ください。

■就職
　勝山市市民交流センター2階に勝山市地域職業相
談室「マイワークかつやま」が設置され、就業相談
などを行っています。また、高齢者の方には、勝山
市シルバー人材センターにおいて仕事の提供も行って
います。詳しくは47ページをご覧ください。
■市民課の窓口業務の時間外延長
実 施 日：毎週火曜日（祝日・年末年始は除く）
延長時間：午後５時15分〜７時
業 務内容：証明書発行業務（戸籍謄抄本、改製原

戸籍謄抄本、除籍謄抄本、附票謄抄本、身分証
明書、死亡届の記載事項証明書、住民票謄抄本、
住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書）およ
び印鑑登録業務

※ 住民異動を伴う転入、転出などの届出および国
民健康保険、国民年金に関する手続きは受付で
きません
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市　関　係　施　設
市　役　所 元町1丁目1-1 88-1111
教育会館 元町1丁目5-6 88-5555
市民会館 元町1丁目5-16 88-2222
消　防　署 長山町2丁目2-7 88-0400
■未来創造課
市民交流センター 片瀬町1丁目402 88-3700
市民活動センター 片瀬町1丁目402 87-1011
市立図書館 昭和町1丁目7-28 88-6000
生涯学習センター「友楽喜」 郡町3丁目415 87-3161
■市民課
和みの杜 昭和町2丁目9-1 88-0477
■福祉事務所（福祉健康センター「すこやか」内）
福祉事務所 郡町1丁目1-50 87-0600
■福祉児童課（福祉健康センター「すこやか」内）
ことばの育ちの教室（福祉健康センター「すこやか」内） 87-0777
カンガルーのお部屋（地域子育て支援センター）

（市民交流センター内） 87-3830

平泉寺保育園 平泉寺町平泉寺164-45甲 88-4332
野向保育園 野向町龍谷50-47 87-3888
鹿谷児童センター 鹿谷町本郷31-23 89-3266
荒土児童ホール 荒土町松田8-3 89-1950
遅羽児童館 遅羽町大袋48-55 88-0333
平泉寺児童館 平泉寺町平泉寺167-18 87-0051
野向児童館 野向町龍谷50-16 87-2698
成器南児童教室

（みなみザウルス）
元町3丁目10-38

（成器南小学校内） 87-0037

成器西児童教室
（にしザウルス）

昭和町1丁目6-81
（成器西小学校内） 88-1586

村岡児童教室
（むろこザウルス）

郡町2丁目9-1
（村岡小学校内） 87-2254

北郷児童教室
（きたごうザウルス）

北郷町東野13-25
（北郷小学校内） 89-2469

結婚相談室（福祉健康センター「すこやか」内） 87-6150
子育て相談室（福祉健康センター「すこやか」内） 87-0777
■健康体育課（福祉健康センター「すこやか」内）
地域包括支援センター「やすらぎ」 87-0900
子育て世代包括支援センター 87-0888
■健康体育課
勝山市体育館「ジオアリーナ」 昭和町2丁目4-20 88-8127
勝山市B&G海洋センター 荒土町新保8-101 89-2292
林業者健康トレーニングセンター 毛屋町1408
市営温水プール 片瀬町1丁目303-1 88-3777

■商工文化課
はたや記念館「ゆめおーれ勝山」 昭和町1丁目7-40 87-1200
白山平泉寺観光振興拠点 平泉寺町平泉寺56-32 88-0033
勝山温泉センター「水芭蕉」 村岡町浄土寺30-11 87-1507
勝山市ジオターミナル 村岡町寺尾51-11 87-0023
道の駅「恐竜渓谷かつやま」 荒土町松ヶ崎1-17 89-2234
白山平泉寺歴史探遊館まほろば 平泉寺町平泉寺66-2-12 87-6001
旧木下家住宅 北郷町伊知地5-3 89-1020
■建設課
克雪管理センター 滝波町4丁目401 88-0645
かつやま恐竜の森

（チャマゴンランド） 村岡町寺尾51-11 88-8777

■上下水道課
立川上水道管理センター 立川町2丁目2-2 88-0583
勝山浄化センター 松原137-29 88-3936
■教育委員会事務局
勝山市青少年センター 元町1丁目15-1 87-0101
平泉寺小学校 平泉寺町平泉寺164-12 88-1204
成器南小学校 元町3丁目10-38 88-0254
成器西小学校 昭和町1丁目6-81 88-0300
村岡小学校 郡町2丁目9-1 88-0025
三室小学校 遅羽町大袋40-67 88-1464
野向小学校 野向町龍谷50-9 88-0608
荒土小学校 荒土町伊波2-28 89-2002
鹿谷小学校 鹿谷町本郷34-1 89-2539
北郷小学校 北郷町東野13-25 89-1034
勝山南部中学校 旭毛屋町3401 88-1122
勝山中部中学校 郡町1丁目3-34 88-2040
勝山北部中学校 荒土町伊波21-2 89-2016
成器南幼稚園 元町2丁目18-38 88-1328
■総務課
野向町コミュニティセンター 野向町龍谷15-1 88-0265
北谷町コミュニティセンター 北谷町河合26-2-1 83-1030
勝山まちづくり会館 元町1丁目5-6 88-0800
猪野瀬まちづくり会館 北市7-4 88-0313
平泉寺まちづくり会館 平泉寺町平泉寺170-110 88-0866
村岡まちづくり会館 郡町2丁目2-7 88-0366
荒土まちづくり会館 荒土町松田8-4 89-2117
北郷まちづくり会館 北郷町東野18-24 89-1001
鹿谷まちづくり会館 鹿谷町本郷31-7 89-2111
遅羽まちづくり会館 遅羽町大袋48-42 88-0364

広域行政事務組合関係施設など
大野・勝山地区広域行政事務組合 大野市南新在家28-1 66-6690
勝山・永平寺衛生管理組合 滝波町3丁目1309-1 88-1499
ごみ処理施設

「ビュークリーンおくえつ」 大野市南新在家28-1 66-6690

最終処分場「工コバレー」 平泉寺町岩ケ野42-34-2 66-6690

施設一覧


