遠野市役所・宮守総合支所の業務内容と連絡先
部名等
総務企画部
遠野市中央通り9-1
(遠野市役所とぴあ庁舎内)

TEL
FAX

62-2111（代表）
62-3047

課室名等
総務課

市議会関係、情報公開、個人情報保護、人事・
給与、文書の収受・発送

防災危機管理課

防災危機管理の総合調整、災害対策本部、国民
保護法制、災害応援協定、被災地域の支援、防
災行政無線に関すること

市民課

戸籍、住民票、埋・火葬許可、印鑑証明、外国
人登録、一般旅券の発給申請の受理及び交付、
自動車の臨時運行の許可、国民健康保険、児童
手当、乳幼児・妊産婦・重度心身障害者（児）
・母子家庭・寡婦・身体障害者（３級）・小学
生の医療費助成、高齢者医療、国民年金、福祉
年金

政策担当

市の基本構想、重要施策の総合的な企画・調査
・調整及び進行管理、総合計画、第三セクタ
ー、経営改革大綱実施計画、まち・ひと・しご
と創生、秘書、要望、プレス対応、広報・広
聴、市政懇談会、統計調査

財政担当

予算関係、財政計画、財政事情の公表、土地取
引届出の受理、市有財産の管理、庁舎・公用車
管理、工事・委託・物品等の入札・契約、教育
施設等の管理

税務課

市民税・固定資産税・軽自動車税等の課税・収
納、税に関する各種証明

ＩＣＴ担当

行政・地域の情報化の推進、情報システム、遠
野テレビ加入申込み

健康福祉部
健康福祉の里福祉課
遠 野 市 松 崎 町 白 岩字 薬
研淵4-1
(遠野健康福祉の里内)

TEL
FAX

62-5111（代表）
62-1599

生活保護、行旅人、戦傷病者及び戦没者遺族の
援護、軍人恩給、献血・赤十字事業、地域福祉
計画、民生児童委員、災害救助、障がい者福祉

健康福祉の里健康長寿課

介護保険、介護保険料の賦課・収納、介護認定
、地域支援事業、高齢者福祉、在宅訪問診療、
在宅福祉サービス、高齢者福祉計画、高齢者福
祉施設、介護予防ケアマネジメント、総合相談
・支援、地域ケア支援、健康増進事業、感染症
・予防接種

医療連携室

医療関係団体との連携、開業医支援、医師確保
の推進、健康増進ネットワーク、地域医療情報
ネットワークシステムの推進

中央診療所
診
TEL 62-2277
療
所 小友診療所
TEL 68-2260
子育て応援部
遠野市東舘町8-12
TEL 62-2111（代表）

業務内容

こども政策課

一般診療
出張診療
少子化対策・子育て支援に係る総合的な施策の
推進、児童福祉、保育、児童福祉施設の管理、
学童保育

FAX

62-9422

母子安心課
子育て世代包括支援体制による妊娠・出産・子
遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1 育て期における切れ目のない支援の推進、市助
(遠野健康福祉の里内)
産所の運営、乳幼児を対象とした家庭訪問・健
TEL 62-5111（代表）
康診査・健康相談、予防接種
FAX 62-1599
総合食育課
食育推進計画、食育の普及
（総合食育センター）
遠野市松崎町白岩31-44-1
TEL 62-2032、FAX 62-6523

産業部
遠野市中央通り9-1

農林課

農業振興、農業金融、米政策、担い手育成・後
継者育成、集落営農組織、農地集積、農村環境
の保全、農業生産基盤に関すること、鳥獣害対
策、林業・木材産業の振興、林業労働対策、森
林の保全・保護、緑化の推進、火入れ許可

畜産園芸課（アスト）

農業者支援、畑作・果樹振興、新規就農・企業
の農業参入、農林水産物の特産品に関するこ
と、内水面漁業の振興、畜産振興、馬事振興、
家畜の防疫・衛生対策、市営牧野に関するこ
と、馬の防疫及び衛生対策

商工労働課

産業振興に係る企画立案、商工業の振興、物産
の振興、金融指導、出稼ぎ相談所事業、雇用の
創出・確保、就労支援、勤労者福祉、創業支
援、産業まつり、中小企業及び小規模事業者の
支援、工場立地、産業導入促進及び地域未来投
資促進、ふるさと納税

観光交流課

観光事業の振興、観光資源の保護及び開発、観
光施設の整備及び管理運営、都市間交流、交流
事業の企画・調整、定住促進、Ｉターン・Ｊタ
ーン・Ｕターン者の支援、遠野ツーリズムの推
進、地域活性化に係る情報の収集・提供

第三セク・まち活推進室

第三セクターの経営改革に関すること、中心市
街地の活性化に関すること

六次産業室

六次産業化、農商工連携、地域産業資源を活用
した事業活動の促進、六次産業応援資金融資あ
っせん、産学官民の連携、起業支援、農林水産
物の加工・商品開発・流通の企画調整

建設課

道路・橋梁・河川・水路の管理、道路台帳、市
道の認定・廃止・変更、市営住宅の維持管理、
農林道の維持管理、国土調査、高規格道路に関
すること

まちづくり推進課
（遠野市役所とぴあ庁舎内）

中心市街地の整備、都市計画、土地区画整理、
都市公園の維持管理、公共建築物の設計、景観
施策、空家等対策

環境課

環境施策の企画及び調整、環境基本計画の進行
管理、一般廃棄物・し尿の収集、狂犬病予防、
火葬場・市営墓地の管理、公衆衛生組合連合会
、環境保全、自然保護、新エネルギー、環境問
題等に対する相談窓口、清養園クリーンセンタ
ー及び保養センターの管理、一般廃棄物・し尿
の処理、廃棄物の処分、廃棄物の減量及び再資
源化

(遠野市役所本庁舎内)

TEL
FAX

62-2111（代表）
63-1124

環境整備部
遠野市中央通り9-1
(遠野市役所とぴあ庁舎
及び本庁舎内)

TEL
FAX

62-2111（代表）
60-1580

上下水道課

上下水道課（公営企業）
遠野市中央通9-1

水道施設の維持管理、検針、水道料金の収納、
漏水対策、給水装置工事、開閉栓の受付及び施
工

(遠野市役所本庁舎内)

TEL
FAX

62-2111（代表）
60-1580

市民センター
遠野市新町1-10
TEL 62-4411（代表）
FAX 62-3302

会計課
遠野市中央通り9-1
(遠野市役所とぴあ庁舎内)

TEL
FAX

公共下水道の普及、下水道処理施設等の維持管
理、浄化槽設置、農業集落排水施設の建設・維
持管理、排水工事店の指定等

62-2111（代表）
62-3047

市民協働課

交通安全、防犯、自治会、市民相談、市民憲章
運動、市民センター施設の使用許可、バス交通
対策、地域づくり、消費生活相談、弁護士相談

生涯学習スポーツ課

生涯学習、男女共同参画、高齢者団体の育成、
勤労青少年ホーム、青少年の健全育成、国際交
流、芸術文化の振興、文化財の保護、体育・ス
ポーツの振興、スポーツを通じた健康づくりの
推進、市民の健康づくり総合プログラム、スポ
ーツ大会の誘致及び開催、スポーツの合宿誘
致、スポーツの国際大会に関すること、スポー
ツを通じた観光及び交流人口の拡大

パラリンピック推進室

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会におけるブラジルのホストタウンに関するこ
と

文化課

文化に係る施策の企画及び連絡調整、遠野遺産
の認定、文化財の指定及び解除並びに修理又は
復旧の勧告及び現状変更の許可、郷土芸能の振
興、郷土芸能団体の育成

市史編さん室

市史の編さん

遠野文化研究センター
遠野市東舘町3-9
TEL 62-2340（代表）
FAX 62-5758

文化を活かしたまちづくりの総合的な施策、遠
野の文化の調査研究

市立図書館
遠野市東舘町3-9
TEL 62-2340（代表）
FAX 62-5758

図書館の管理運営、図書館資料の収集・利用、
移動図書館、視聴覚教育

市立博物館
遠野市東舘町3-9
TEL 62-2340（代表）
FAX 62-5758

博物館の管理運営、博物館資料の収集・保管・
展示、館外展示

各地区センター

地域活動、交通安全運動、市民生活に関するこ
と、生涯学習の推進
公金の出納・保管

宮守総合支所
遠野市宮守町下宮守29-77
TEL 67-2111（代表）
FAX 67-2157

消防本部
遠野市青笹町糠前
10-46
TEL 62-2119（代表）
FAX 62-2271

広聴、公文書の収受・発送、情報公開、個人情
報保護、遠野テレビの加入申込み、税務関係諸
証明、市税の収納、公金の出納・保管、戸籍、
住民基本台帳、外国人登録、埋・火葬許可、印
鑑証明、自動車臨時運行の許可、国民年金・福
祉年金の届出の受理、医療費の給付申請、地域
づくり活動への支援、みやもりふるさと会、農
業・商工業・観光及び遠野ツーリズムの振興、
緑のふるさと協力隊の受入れ、道路・河川・水
路及び橋梁の維持管理、市営住宅、保健・福祉
・介護保険に関する相談業務、生活保護の相談
・受付、保健事業、予防接種、母子健康手帳の
交付等
消防総務課

遠野消防署

教育委員会事務局
遠野市東舘町8-12
TEL 62-4412（代表）
FAX 62-2789

遠野消防署宮守出張所
遠野市宮守町下宮守29-73-1
TEL 62-2119（代表）
FAX 67-2037
学校教育課

消防本部の庶務、消防職員の教育、全国消防協
会、消防長会等関係機関との連絡調整、防火委
員会、消防防災対策、防災計画、災害警戒本部
、総合防災センターの整備運用、危険物規制事
務、消防施設、車両・装備品の維持管理、災害
弱者緊急通報、防災行政無線の保守管理
火災予防、救急・救助、火災の原因及び損害の
調査、各種届出の受付、建築動員、消防団事務
、婦人消防協力隊、防火団体事務
宮守出張所管内における消防本部及び消防署に
係る事務

教育研究所

教育委員会議、児童生徒の転・入学、教育に係
る相談、奨学資金、学校保健、学校の教育課程
・学校教育に関する専門指導、教職員研修、教
科用図書、外国語指導助手招へい、中学校及び
高校の連携強化及び学力向上、既存高校の維持
推進
調査研究、幼児ことばの教室、教育相談

学校給食センター

給食計画、栄養指導、給食調理、配送

選挙管理委員会事務局
遠野市中央通り9-1

選挙関係事務

(遠野市役所とぴあ庁舎内)

TEL 62-2111（代表）
FAX 62-3047
監査委員事務局
遠野市中央通り9-1

TEL

62-0173（直通）
監査関係事務

(遠野市役所本庁舎内)

TEL 62-2111（代表）
農業委員会事務局
遠野市中央通り9-1

FAX

62-3047
農地の売買・貸借・転用、農業者年金、農業生
産法人の設立支援、農地相談、農用地等の諸証
明書発行

(遠野市役所本庁舎内）

TEL 62-2111（代表） FAX 62-3047
議会事務局
遠野市中央通り9-1（遠野市役所本庁舎内）
TEL 62-2111（代表） FAX 66-3021
固定資産評価審査委員会（総務部総務課内）
遠野市中央通り9-1
(遠野市役所とぴあ庁舎内)

TEL

62-2111（代表）

FAX

62-3047

市議会関係事務

固定資産の評価に対する不服申立てに係る審査

