
支払担当課名通帳表記一覧表 R5.4.1

№ 部 支払担当課名 通帳表記例 電話番号（直通）

1 秘書課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾋｼﾖｶ 048-524-1112
2 政策調査課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｾｲｻｸ 048-524-1114
3 広報広聴課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｺｳﾎｳ 048-524-1156
4 危機管理課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｷｷｶﾝﾘ 048-524-1152
5 企画課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｷｶｸｶ 048-524-1115
6 財政課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｻﾞｲｾｲ 048-524-1117
7 施設マネジメント課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼｾﾂﾏﾈ 048-524-1116
8 人権政策課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾞﾝｹﾝ 048-524-1118
9 デジタル推進課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾃﾞｼﾞﾀ 048-524-1146
10 スポーツタウン推進課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｽﾎﾟｰﾂ 048-524-1760
11 庶務課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾖﾑｶ 048-526-5433
12 職員課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾖｸｲﾝ 048-524-1125
13 契約課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｹｲﾔｸ 048-524-1506
14 市民税課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾐﾝｾﾞ 048-524-1326
15 資産税課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼｻﾝｾﾞ 048-524-1329
16 納税課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾉｳｾﾞｲ 048-524-1343
17 市民活動推進課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾐﾝｶﾂ 048-524-1129
18 市民課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾐﾝｶ 048-524-1352
19 パスポートセンター ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾊﾟｽﾎﾟ 048-577-5871
20 葬斎施設 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｻｲｳﾝ 048-521-0021
21 保険年金課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾎｹﾝﾈﾝ 048-524-1368
22 安心安全課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｱﾝｼﾝ 048-524-1386
23 男女共同参画室 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾀﾞﾝｼﾞ 048-599-0011
24 健康づくり課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｹﾝｺｳ 048-528-0601
25 福祉総務課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾌｸｼｿｳ 048-524-1133
26 生活福祉課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｾｲｶﾂ 048-524-1395
27 長寿いきがい課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾁﾖｳｼﾞ 048-524-1398
28 障害福祉課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾖｳｶﾞ 048-524-1451
29 こども課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｺﾄﾞﾓｶ 048-524-1452
30 保育課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾎｲｸｶ 048-524-1460
31 環境政策課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｶﾝｷﾖｳ 048-536-1547
32 環境推進課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｶﾝｽｲｶ 048-536-1549
33 第一水光園 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｽｲｺｳｴ 048-521-2449
34 環境美化センター ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾋﾞｶｾﾝ 048-524-7121
35 商業観光課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾖｳｶﾝ 048-524-1419
36 企業活動支援課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｷｷﾞﾖｳ 048-524-1470
37 東部地域開発推進室 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾄｳﾌﾞﾁ 048-580-4622
38 農業政策課 ｸﾏｶﾞﾔｼ　ﾉｳｾｲ 048-588-9990
39 都市計画課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾄｼｹｲｶ 0493-39-4807
40 開発審査課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｶｲﾊﾂ 0493-39-4817
41 建築審査課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｹﾝﾁｸ 0493-39-4809
42 公園緑地課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｺｳｴﾝ 0493-39-4806
43 土地区画整理事務所 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾄﾁｸｶｸ 048-527-5335
44 管理課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｶﾝﾘｶ 048-524-1481
45 道路課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾄﾞｳﾛｶ 048-524-1427
46 維持課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｲｼﾞｶ 048-524-1487
47 河川課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｶｾﾝｶ 048-524-1490
48 営繕課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｴｲｾﾞﾝ 048-524-1502
49 大里行政センター ｸﾏｶﾞﾔｼ ｵｵｻﾄｷ 0493-39-0311
50 妻沼行政センター ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾒﾇﾏｷﾞ 048-588-1328
51 江南行政センター ｸﾏｶﾞﾔｼ ｺｳﾅﾝｷ 048-536-1522
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52 出納室 出納室 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｽｲﾄｳ 048-524-1524
53 議会 議会事務局 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｷﾞｶｲ 048-524-1573
54 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｾﾝｷﾖ 048-524-1593
55 監査委員 監査委員事務局 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｶﾝｻ 048-524-1637
56 農業委員会 農業委員会事務局 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾉｳｲ 048-588-9985
57 教育総務課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｷﾖｳｲｸ 048-524-1651
58 学校教育課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｶﾞﾂｺｳ 048-524-1692
59 教育研究所 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｷﾖｳｹﾝ 048-524-1692
60 江南幼稚園 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾖｳﾁｴﾝ 048-536-3373
61 社会教育課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾔｶｲ 048-524-1697
62 中央公民館 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｺｳﾐﾝｶ 048-523-0895
63 文化会館 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾌﾞﾝｶ 048-525-4553
64 図書館 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾄｼﾖｶﾝ 048-525-4551
65 プラネタリウム館 ｸﾏｶﾞﾔｼ ﾌﾟﾗﾈﾀ 048-525-4554
66 熊谷学校給食センター ｷﾕｳｼﾖｸｾﾝﾀｰ 048-521-5410
67 消防本部 消防総務課 ｸﾏｶﾞﾔｼ ｼﾖｳﾎﾞ 048‐501-0119
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