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土木管理課 

庶務担当班（４人） 
土木計画担当班（５人） 
市道管理担当班（９人）  
境界確認担当班（７人）  
法定外公共物担当班（３人） 

庶務担当班（６人） 
東部建設担当班（５人）  
西部建設担当班（６人）  
街路建設担当班（４人）  
用地担当班（１０人） 

庶務担当班（３人） 
東部維持担当班（７人）  
西部維持担当班（７人）  

庶務港湾担当班（４人）  
建設担当班（４人） 
維持担当班（５人） 

庶務担当班（３人） 
市有施設担当班（６人）  
文教施設担当班（１１人）  
機械設備担当班（７人）  
電気設備担当班（６人）  

庶務担当班（７人） 
管理担当班（９人） 
工務担当班（５人） 

道路建設課 

道路維持課 

河川課 

建築課 

住宅課 

土
木
建
築
部 

３０人 
課長１人  
参事補１人  

３２人 
課長１人  

１８人 
課長１人  

１４人 
次長兼課長１人  

３５人 
課長１人  
参事１人  

２３人 
課長１人  
参事１人  

１５５人 
 
部長１人  
次長２人  

平成２５年４月１日現在  

1. 土木建築部の組織・機構図 
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部 事務分掌 

土木管理課 

1．部内事務の連絡調整に関すること。 

2．入札及び契約に関すること（工事等に係るものを除く。）。 

3．道路、橋りょう等の調査、企画及び立案に関すること。 

4．道路等の認定、廃止及び区域変更に関すること。 

5．道路等の占用許可及び道路掘削許可に関すること。  

6．法定外公共物（市所有の里道及び水路をいう。）の境界確

認等に関すること。 

7. 街路事業の認可に関すること。 

 

道路建設課 

1．道路、橋りょう等の新設及び改良に関すること。 

2．道路、橋りょう等の新設及び改良に伴う用地取得に関する

こと。 

3．交通安全施設（歩道の整備に限る。）の施行に関すること。 

4．大規模な道路舗装に関すること。 

5. 都市計画道路の整備に関すること。 

6．一般土木に関すること。 

 

道路維持課 

1．道路、橋りょう等の維持補修に関すること。 

2．道路、橋りょう等の災害復旧事業に関すること。 

3．交通安全施設（歩道の整備を除く。）の施行に関すること。 

4．道路照明灯に関すること。 

5．認定外道路（里道等）の維持修繕に関すること。 

6．街路樹の維持管理に関すること。 

 

河川課 

1．河川及び市街化区域以外の区域内の水路（排水路を含む。

以下同じ。）の調査、企画及び立案に関すること。 

2．河川及び市街化区域以外の区域内の水路の新設及び改良に

伴う用地取得に関すること。 

3．河川及び市街化区域以外の区域内の水路の新設、改良及び

維持管理に関すること。 

4．河川及び市街化区域以外の区域内の水路の災害復旧事業に

関すること。 

5．河川の指定、認定、廃止及び区域変更に関すること。 

6．河川等の占用許可に関すること。 

7．河川台帳に関すること。 

8．港湾に関すること。 

9．水防に関すること。 

10．砂防、地滑り及び急傾斜地崩壊防止事業の調査、設計及

び施行に関すること。 

11．親水事業に関すること。 

 

 

２. 事務分掌 
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部 事務分掌 

建築課 

1．市有建物の新築、増改移築及び営繕に関すること。 

2．文教施設の建設及び営繕に関すること。 

 

住宅課 

1．市営住宅、特定公共賃貸住宅及び地域特別賃貸住宅の新築、

増改築、維持、管理及び処分に関すること。 

2．市営住宅、特定公共賃貸住宅及び地域特別賃貸住宅の入退

居者及び家賃等に関すること。 

3．特定優良賃貸住宅に関すること。 

4．改良地区内における建築物の新築の許可等に関すること。 

5．住宅新築資金等貸付に関すること。  

 

 



 




