
各課の一覧を掲載しています。
担当課がわからない時などは市役所の代表番号におかけください。
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市
長
公
室

総
合
政
策
部

総
務
部

秘書課
☎754・6201

市長・副市長の秘書、栄典・表彰、
後援などの名義使用

広報シティ
プロモーション課

☎754・6202

市政情報発信、報道機関との連絡調整、
シティプロモーションの企画立案

市政相談課
☎754・6200

市民相談、各種専門相談、情報公開、
個人情報保護、文書管理

危機管理課
☎754・6263

防災対策、平和・安全施策、
安全パトロール、国民保護

特別定額給付金課
☎754・6611 特別定額給付金の給付

SDGs 政策企画課
☎754・6213

情報政策の推進、情報システムの企画立案・
総合調整、オンライン行政手続の管理・
活用、革新的情報通信技術の活用

総合計画その他市政の基本構想・基本計画、
広域行政、地方分権、SDGsに基づく地方
創生の推進

ICT戦略課
☎754・6215

財政課
☎754・6103

予算編成・財政計画、起債等資金計画、
地方交付税、競艇

行財政改革、行政評価、行政組織・事務分掌、
パブリックコメント手続、行政手続条例

行財政改革推進課
☎754・7003

法制課
☎754・6214

法令・例規の研究・解釈運用、条例・
規則などの制定・改廃の審査、公示公表

総務課
庁舎管理
財産管理
統　　計

☎754・6220
☎754・6260
☎754・6444

課税課
市 民 税
土　　  地
家　　  屋
軽自動車税

☎754・6222
☎754・6223
☎754・6224
☎754・5255

庁舎管理、集中管理車両、行政管理、
統計調査、財産管理

人事課 ☎754・6203 職員の人事、給与、研修、福利厚生

契約検査課
☎754・6221

工事請負・業務委託・物品購入などの契約締結、
入札参加者の資格審査・選定、工事検査

高齢福祉
福祉団体 

☎754・6123
☎754・6250

高齢・福祉総務課

介護保険課
認定
給付

☎754・6257
☎754・6228

地域支援課
介 護 予 防
事業者指導

☎754・6288
☎754・6256

健康増進課
☎754・6034

予 防 接 種
歯 科 関 係
に じ い ろ
相談専用電話 

☎754-6031
☎754-6033
☎754-6037
☎754-6039

国保・年金課
国民健康保険
国 民 年 金

☎754・6253
☎754・6395

市税等の賦課、課税証明書などの発行、
市税条例などの制定・改廃

納税課
☎754・6225

市税等の徴収・納税相談・督促・滞納処分、
過誤納金の還付充当、納税証明書の発行

債権回収センター
☎754・6068

市債権の滞納整理・処分

コミュニティ推進課
☎754・6641

コミュニティ活動、公益活動促進、
地域集会施設、地域分権制度

ま
ち
づ
く
り
推
進
部

都
市
整
備
部

消
防
本
部

会
　
計

管
理
室

上
下
水
道
部

都市計画の立案・調査研究、景観、
市街地整備、住宅政策、公営住宅、
空き家対策

審査指導課
☎754・6339

建築確認申請受付・検査、建築指導、
耐震診断・設計・改修補助、
開発行為・建築協定等の指導

公共建築課
☎754・6276

市有建築物の設計・工事監理・保全、
公共施設等の適正管理の調整

農政課
☎754・6152

農園芸の振興、経営所得安定対策、
鳥獣被害対策

土木管理課
☎754・6270

市道の維持管理、占用許可、街路灯・
カーブミラーの管理、河川の維持管理

交通施策、交通安全啓発、
市道および橋梁の整備計画立案

公園みどり課
公園
緑化

☎754・6275
☎754・6686

交通道路課
交通
道路

☎754・6281
☎754・6274

☎754・6117

緑化推進、里山保全、五月山景観保全、
都市公園の計画・設計施工、公園維持管理

総務課
☎754・3508

消防の組織・制度と企画調整、
消防団、消防協会

予防課
☎754・3511

防火対象物と危険物施設の予防査察、
予防広報、住宅防火の推進、保安３法事務

警防救急課
☎754・3512

消防計画、消防特別警備、消防施設整備
計画、消防相互応援協定、救急の高度化
推進、メディカルコントロール

第1・２・３ 警備課
☎751・0119 出火出場・警備計画、

消防活動・訓練、消防地水利、
火災の原因調査、救急救助業務細河分署

☎751・7141

総務課
☎754・6131

経営企画課
☎754・6069

営業課
☎754・6106

用地管理課
☎754・6300

水道工務課
☎754・6133

浄水課
☎751・8158

水質管理課
☎751・8158

人事、給与、工事などの入札・契約

予算・決算、財政計画・資金計画、事業の
計画立案、補助申請、広報・啓発

使用水量の計量、上下水道使用料の調定・
収納・滞納整理、開閉栓受付

受益者負担金・分担金、地上権設定・
未登記処理

給水装置工事・排水設備工事の受付・検査
水道施設工事の設計・施工・監督

原水の確保、浄水、送水、ポンプ場・
配水池などの維持管理

上水道における水質の監視・検査、下水
処理場の流入水・放流水などの水質管理

下水道工務課
☎754・6282

下水道施設の計画立案・設計・施工・
維持管理

下水処理場
☎751・8577

下水処理場の運転計画・立案・下水処理
施設の設計・施工・維持管理

支出命令書の審査、金融機関検査、収入・
支出証票の整理・保管、決算関係書類の作成

市
民
活
力
部

福
祉
部

子
ど
も
・
健
康
部

人権・文化国際課
人権・男女
共同参画 
文化・国際 ☎754・6232

☎754・6231
人権施策、男女共同参画、文化振興、
姉妹都市交流、国際交流センター、
人権文化交流センター

環境施策、環境美化、リサイクル、
飼犬登録、公害規制・指導、
空き地・資材置場等の管理指導

高齢者福祉施策、民生委員・児童委員、
敬老行事、高齢者安否確認、
施設循環福祉バス

障がい福祉課
☎754・6255

障がい福祉各種給付、障がい者相談、
障がい者関係団体との連絡調整

ごみ・し尿の収集・運搬、
不法投棄の監視・処理

業務センター
☎752・5580

ごみ処理作業の計画実施、
センターの維持管理

クリーンセンター
☎751・0501

生活保護、各種福祉給付・貸付、就労支援、
生活困窮者の自立相談支援、
住居確保給付金

生活福祉課
☎754・6251
☎752・1316

介護保険の資格・給付、要介護認定、
介護保険料の賦課徴収

介護予防、事業者指導

国民健康保険の資格・給付、
国民健康保険料の賦課徴収、国民年金

子育て支援施策、少子化対策における
若者施策、認定こども園・保育所の認可

児童手当、児童扶養手当、児童家庭相談、
ひとり親家庭支援、留守家庭児童会、
子育て支援

子ども・若者政策課
☎754・7004

母子保健、予防接種、健康診査、
がん検診等の各種検診、
生活習慣病予防、感染症予防等、
子育ての情報提供と相談

休日急病診療、がん検診等の各種検診、
機能訓練

休日急病診療所
☎752・1551

保育所の入所・継続、保育料徴収・
滞納処理、保育指導、特別支援保育

幼児保育課
☎754・6208

発達支援課
☎754・6102

後期高齢者医療、各種福祉医療費助成保険医療課
☎754・6258

市役所に
ようこそ！

担当課がわからない時などは市役所の代表番号におかけください。

空港・観光課
空港
観光

☎754・6271
☎754・6244

商 工 労 働 課 
商 工 業
労働・消費生活
寄　　   付 

☎754・6241
☎754・6230
☎754・7005

住民異動の届出、各種証明書の発行、戸籍、
印鑑登録、住居表示、市営葬儀、市営墓地・
霊園、旅券発給、マイナンバーカード

空港周辺活性化、航空機騒音対策、観光振
興施策、市民カーニバルなど各種イベント

総合窓口課
☎754・6243

商工業の振興、創業支援、制度融資、
消費者保護、労働相談、就労支援、
みんなでつくるまちの寄付

環境政策課
温暖化対策 
ご み 減 量
公　　  害

☎754・6242
☎754・6240
☎754・6647

子育て支援課
児童扶養手当 ☎754・6525

児童手当・
留守家庭児童会☎754・6252

児童家庭相談  ☎754・6401

発達相談、障がい児通所支援、
特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、
やまばと学園の管理・運営

都市政策課
都市計画
住　　宅

☎754・6262
☎754・6283

教育総務課
☎754・6290

学務
保健

☎754・6291
☎754・6902

人事、給与、福利厚生、予算管理、
病院業務の企画調整

総務課
☎751・2881

入札・契約、用度、図書、
施設設備の維持管理

管理課
☎751・2881

外来・入院治療費計算、
診療報酬請求事務、情報公開、医療相談

医療管理課
☎751・2881

病院事業経営に関する企画立案、決算、
情報システムの管理

経営企画室
☎751・2881

教育振興計画、小中一貫教育、
教育コミュニティづくり、
外部人材活用、学校評価

教育政策課
☎754・6294

幼児教育サポートチーム
☎754・1105

教職員人事、服務、給与、労働安全衛生、
教職員福利厚生

教職員課
☎754・6292

教育課程、教科書、進路指導、
各種行事の指導助言、人権教育

社会教育企画、文化財保護、スポーツ・
レクリエーション活動の企画・振興、
市史編纂

学校教育推進課
☎754・6293

文化教養講座、美術展、
各種展示活動、貸館

中央公民館
☎754・6299

図書閲覧・借出、読書相談、
移動図書館

図書館
☎751・2508

図書閲覧・借出、読書相談石橋プラザ
☎760・2383

資料調査・研究・収集・保存、
展示活動、普及活動

歴史民俗資料館
☎751・3019

各種選挙の執行、選挙人名簿の作成、
選挙啓発

選挙管理委員会事務局
☎754・6150

事務事業の執行管理状況の監査、
決算の審査、住民監査請求などの諸監査

監査事務局
☎754・6151

農地法各申請の審査受理、農地紛争の
処理、農家・農業に関する啓発活動

農業委員会事務局
☎754・6152

固定資産課税台帳に登録された価格に
関する不服の審査決定

固定資産評価審査委員会
☎752・1111

本会議、委員会、その他諸会議の運営、
請願・陳情等の取扱い、会議録の作成、
市議会だよりの発行

議会事務局
☎754・6170

青少年健全育成、児童生徒の指導支援、
学校園の安全対策、教育相談、不登校対応、
情報教育、教職員研修、支援教育、
就学相談、就園相談

教育センター
☎751・4971

委員会会議、人事、予算・決算、学校教育施
設の営繕管理・建築設計・管理

学務課 就園・就学、教育扶助、通学区、奨学金、
幼稚園保育料、学校保健、災害共済給付

学校給食センター
☎751・8311

教
育
委
員
会

管    

理    

部

教
育
委
員
会
教
育
部

生涯学習推進課
社会教育・
文化財 
スポーツ
市史編纂

☎754・6480
☎754・6674

☎754・6295

学校給食調理・配送、栄養管理、
学校給食会計

市
立
池
田
病
院
事
務
局
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各課の一覧を掲載しています。
担当課がわからない時などは市役所の代表番号におかけください。

ご案内各課 ご案内のの

市
長
公
室

総
合
政
策
部

総
務
部

秘書課
☎754・6201

市長・副市長の秘書、栄典・表彰、
後援などの名義使用

広報シティ
プロモーション課

☎754・6202

市政情報発信、報道機関との連絡調整、
シティプロモーションの企画立案

市政相談課
☎754・6200

市民相談、各種専門相談、情報公開、
個人情報保護、文書管理

危機管理課
☎754・6263

防災対策、平和・安全施策、
安全パトロール、国民保護

特別定額給付金課
☎754・6611 特別定額給付金の給付

SDGs 政策企画課
☎754・6213

情報政策の推進、情報システムの企画立案・
総合調整、オンライン行政手続の管理・
活用、革新的情報通信技術の活用

総合計画その他市政の基本構想・基本計画、
広域行政、地方分権、SDGsに基づく地方
創生の推進

ICT戦略課
☎754・6215

財政課
☎754・6103

予算編成・財政計画、起債等資金計画、
地方交付税、競艇

行財政改革、行政評価、行政組織・事務分掌、
パブリックコメント手続、行政手続条例

行財政改革推進課
☎754・7003

法制課
☎754・6214

法令・例規の研究・解釈運用、条例・
規則などの制定・改廃の審査、公示公表

総務課
庁舎管理
財産管理
統　　計

☎754・6220
☎754・6260
☎754・6444

課税課
市 民 税
土　　  地
家　　  屋
軽自動車税

☎754・6222
☎754・6223
☎754・6224
☎754・5255

庁舎管理、集中管理車両、行政管理、
統計調査、財産管理

人事課 ☎754・6203 職員の人事、給与、研修、福利厚生

契約検査課
☎754・6221

工事請負・業務委託・物品購入などの契約締結、
入札参加者の資格審査・選定、工事検査

高齢福祉
福祉団体 

☎754・6123
☎754・6250

高齢・福祉総務課

介護保険課
認定
給付

☎754・6257
☎754・6228

地域支援課
介 護 予 防
事業者指導

☎754・6288
☎754・6256

健康増進課
☎754・6034

予 防 接 種
歯 科 関 係
に じ い ろ
相談専用電話 

☎754-6031
☎754-6033
☎754-6037
☎754-6039

国保・年金課
国民健康保険
国 民 年 金

☎754・6253
☎754・6395

市税等の賦課、課税証明書などの発行、
市税条例などの制定・改廃

納税課
☎754・6225

市税等の徴収・納税相談・督促・滞納処分、
過誤納金の還付充当、納税証明書の発行

債権回収センター
☎754・6068

市債権の滞納整理・処分

コミュニティ推進課
☎754・6641

コミュニティ活動、公益活動促進、
地域集会施設、地域分権制度

ま
ち
づ
く
り
推
進
部

都
市
整
備
部

消
防
本
部

会
　
計

管
理
室

上
下
水
道
部

都市計画の立案・調査研究、景観、
市街地整備、住宅政策、公営住宅、
空き家対策

審査指導課
☎754・6339

建築確認申請受付・検査、建築指導、
耐震診断・設計・改修補助、
開発行為・建築協定等の指導

公共建築課
☎754・6276

市有建築物の設計・工事監理・保全、
公共施設等の適正管理の調整

農政課
☎754・6152

農園芸の振興、経営所得安定対策、
鳥獣被害対策

土木管理課
☎754・6270

市道の維持管理、占用許可、街路灯・
カーブミラーの管理、河川の維持管理

交通施策、交通安全啓発、
市道および橋梁の整備計画立案

公園みどり課
公園
緑化

☎754・6275
☎754・6686

交通道路課
交通
道路

☎754・6281
☎754・6274

☎754・6117

緑化推進、里山保全、五月山景観保全、
都市公園の計画・設計施工、公園維持管理

総務課
☎754・3508

消防の組織・制度と企画調整、
消防団、消防協会

予防課
☎754・3511

防火対象物と危険物施設の予防査察、
予防広報、住宅防火の推進、保安３法事務

警防救急課
☎754・3512

消防計画、消防特別警備、消防施設整備
計画、消防相互応援協定、救急の高度化
推進、メディカルコントロール

第1・２・３ 警備課
☎751・0119 出火出場・警備計画、

消防活動・訓練、消防地水利、
火災の原因調査、救急救助業務細河分署

☎751・7141

総務課
☎754・6131

経営企画課
☎754・6069

営業課
☎754・6106

用地管理課
☎754・6300

水道工務課
☎754・6133

浄水課
☎751・8158

水質管理課
☎751・8158

人事、給与、工事などの入札・契約

予算・決算、財政計画・資金計画、事業の
計画立案、補助申請、広報・啓発

使用水量の計量、上下水道使用料の調定・
収納・滞納整理、開閉栓受付

受益者負担金・分担金、地上権設定・
未登記処理

給水装置工事・排水設備工事の受付・検査
水道施設工事の設計・施工・監督

原水の確保、浄水、送水、ポンプ場・
配水池などの維持管理

上水道における水質の監視・検査、下水
処理場の流入水・放流水などの水質管理

下水道工務課
☎754・6282

下水道施設の計画立案・設計・施工・
維持管理

下水処理場
☎751・8577

下水処理場の運転計画・立案・下水処理
施設の設計・施工・維持管理

支出命令書の審査、金融機関検査、収入・
支出証票の整理・保管、決算関係書類の作成

市
民
活
力
部

福
祉
部

子
ど
も
・
健
康
部

人権・文化国際課
人権・男女
共同参画 
文化・国際 ☎754・6232

☎754・6231
人権施策、男女共同参画、文化振興、
姉妹都市交流、国際交流センター、
人権文化交流センター

環境施策、環境美化、リサイクル、
飼犬登録、公害規制・指導、
空き地・資材置場等の管理指導

高齢者福祉施策、民生委員・児童委員、
敬老行事、高齢者安否確認、
施設循環福祉バス

障がい福祉課
☎754・6255

障がい福祉各種給付、障がい者相談、
障がい者関係団体との連絡調整

ごみ・し尿の収集・運搬、
不法投棄の監視・処理

業務センター
☎752・5580

ごみ処理作業の計画実施、
センターの維持管理

クリーンセンター
☎751・0501

生活保護、各種福祉給付・貸付、就労支援、
生活困窮者の自立相談支援、
住居確保給付金

生活福祉課
☎754・6251
☎752・1316

介護保険の資格・給付、要介護認定、
介護保険料の賦課徴収

介護予防、事業者指導

国民健康保険の資格・給付、
国民健康保険料の賦課徴収、国民年金

子育て支援施策、少子化対策における
若者施策、認定こども園・保育所の認可

児童手当、児童扶養手当、児童家庭相談、
ひとり親家庭支援、留守家庭児童会、
子育て支援

子ども・若者政策課
☎754・7004

母子保健、予防接種、健康診査、
がん検診等の各種検診、
生活習慣病予防、感染症予防等、
子育ての情報提供と相談

休日急病診療、がん検診等の各種検診、
機能訓練

休日急病診療所
☎752・1551

保育所の入所・継続、保育料徴収・
滞納処理、保育指導、特別支援保育

幼児保育課
☎754・6208

発達支援課
☎754・6102

後期高齢者医療、各種福祉医療費助成保険医療課
☎754・6258

市役所に
ようこそ！

空港・観光課
空港
観光

☎754・6271
☎754・6244

商 工 労 働 課 
商 工 業
労働・消費生活
寄　　   付 

☎754・6241
☎754・6230
☎754・7005

住民異動の届出、各種証明書の発行、戸籍、
印鑑登録、住居表示、市営葬儀、市営墓地・
霊園、旅券発給、マイナンバーカード

空港周辺活性化、航空機騒音対策、観光振
興施策、市民カーニバルなど各種イベント

総合窓口課
☎754・6243

商工業の振興、創業支援、制度融資、
消費者保護、労働相談、就労支援、
みんなでつくるまちの寄付

環境政策課
温暖化対策 
ご み 減 量
公　　  害

☎754・6242
☎754・6240
☎754・6647

子育て支援課
児童扶養手当 ☎754・6525

児童手当・
留守家庭児童会☎754・6252

児童家庭相談  ☎754・6401

発達相談、障がい児通所支援、
特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、
やまばと学園の管理・運営

都市政策課
都市計画
住　　宅

☎754・6262
☎754・6283

教育総務課
☎754・6290

学務
保健

☎754・6291
☎754・6902

人事、給与、福利厚生、予算管理、
病院業務の企画調整

総務課
☎751・2881

入札・契約、用度、図書、
施設設備の維持管理

管理課
☎751・2881

外来・入院治療費計算、
診療報酬請求事務、情報公開、医療相談

医療管理課
☎751・2881

病院事業経営に関する企画立案、決算、
情報システムの管理

経営企画室
☎751・2881

教育振興計画、小中一貫教育、
教育コミュニティづくり、
外部人材活用、学校評価

教育政策課
☎754・6294

幼児教育サポートチーム
☎754・1105

教職員人事、服務、給与、労働安全衛生、
教職員福利厚生

教職員課
☎754・6292

教育課程、教科書、進路指導、
各種行事の指導助言、人権教育

社会教育企画、文化財保護、スポーツ・
レクリエーション活動の企画・振興、
市史編纂

学校教育推進課
☎754・6293

文化教養講座、美術展、
各種展示活動、貸館

中央公民館
☎754・6299

図書閲覧・借出、読書相談、
移動図書館

図書館
☎751・2508

図書閲覧・借出、読書相談石橋プラザ
☎760・2383

資料調査・研究・収集・保存、
展示活動、普及活動

歴史民俗資料館
☎751・3019

各種選挙の執行、選挙人名簿の作成、
選挙啓発

選挙管理委員会事務局
☎754・6150

事務事業の執行管理状況の監査、
決算の審査、住民監査請求などの諸監査

監査事務局
☎754・6151

農地法各申請の審査受理、農地紛争の
処理、農家・農業に関する啓発活動

農業委員会事務局
☎754・6152

固定資産課税台帳に登録された価格に
関する不服の審査決定

固定資産評価審査委員会
☎752・1111

本会議、委員会、その他諸会議の運営、
請願・陳情等の取扱い、会議録の作成、
市議会だよりの発行

議会事務局
☎754・6170

青少年健全育成、児童生徒の指導支援、
学校園の安全対策、教育相談、不登校対応、
情報教育、教職員研修、支援教育、
就学相談、就園相談

教育センター
☎751・4971

委員会会議、人事、予算・決算、学校教育施
設の営繕管理・建築設計・管理

学務課 就園・就学、教育扶助、通学区、奨学金、
幼稚園保育料、学校保健、災害共済給付

学校給食センター
☎751・8311

教
育
委
員
会

管    

理    

部

教
育
委
員
会
教
育
部

生涯学習推進課
社会教育・
文化財 
スポーツ
市史編纂

☎754・6480
☎754・6674

☎754・6295

学校給食調理・配送、栄養管理、
学校給食会計

市
立
池
田
病
院
事
務
局
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市内公共施設の一覧を掲載しています。
※市外局番☎072を省略しています。
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施　設 住　所 電話番号

呉服町11・1 751・5969
旭丘1丁目9・G・101 752・9827
豊島北1丁目7・17 761・9731
神田4丁目7・2 752・9887
井口堂1丁目6・4 761・9704
神田1丁目28・27 751・9947
宇保町5・17 752・9935
城南1丁目8・22 752・9970
空港1丁目11・4 06・6843・7466
鉢塚2丁目8・5 762・5305
五月丘2丁目4・1 751・5951
神田2丁目18・32
桃園1丁目9・12 751・5821
上池田1丁目9・19 751・5898
渋谷3丁目3・18 751・5918
旭丘3丁目7・13 761・9928
畑1丁目7・4 751・5802
荘園1丁目7・13 761・9886
旭丘1丁目1・10 761・9888
石橋2丁目4・16 761・9919
神田4丁目10・10 無
神田3丁目8・12 無
神田3丁目5・21 無
姫室町3・1 752・9982
神田2丁目21・28 無
菅原町3・1・305 753・5661

■ 呉服会館
住吉2丁目3・24 761・9841■ 住吉会館

■ 秦野会館
■ 豊島北会館
■ 早苗の森会館
■ 井口堂北会館
■ 神田北会館
■ 宇保会館
■ 城南会館
■ 空港会館
■ 鉢塚会館
■ 五月丘会館
■ 脇塚会館（休館中）
■ 桃園会館
■ 上池田会館
■ 渋谷会館
■ 旭丘会館
■ 南畑会館
■ 荘園会館
■ 花園会館
■ 石橋北会館
■ 宮之原会館
■ 中之嶋会館
■ 河原島会館
■ 姫室・室町会館
■ 北神田会館
■ 池田駅前北会館
■ 池田駅前南会館 呉服町1・1・211 751・3711

池田小学校 大和町1・4 751・2900
秦野小学校 畑1丁目1・1 751・4549
北豊島小学校 豊島北2丁目12・1 761・8110
呉服小学校 姫室町10・1 751・4364
石橋小学校 井口堂3丁目3・30 761・8500
五月丘小学校 五月丘2丁目3・1 751・4200
石橋南小学校 石橋4丁目6・1 761・6768
緑丘小学校 緑丘2丁目5・12 753・2876
神田小学校 神田2丁目4・1 753・1060
ほそごう学園 伏尾台3丁目14 751・0731
池田中学校 上池田1丁目6・17 751・4187
渋谷中学校 五月丘4丁目1・1 751・1447
北豊島中学校 豊島北1丁目1・1 761・8427
石橋中学校 井口堂3丁目6・1 761・3451
さくら幼稚園 大和町1・4 751・3513
あおぞら幼稚園 畑1丁目1・1 751・9554

▼国の機関
豊能税務署 城南2丁目1・8 751・2441
池田公共職業安定所 栄本町12・9 751・2595
大阪法務局池田出張所 満寿美町9・25 751・3342
大阪池田簡易裁判所 満寿美町8・7 751・2049
国土交通省猪名川河川事務所 上池田2丁目2・39 751・1111
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 関西センター 緑丘1丁目8・31 751・9606

大阪教育大附属池田小学校 緑丘1丁目5・1 761・3591
大阪教育大附属池田中学校 緑丘1丁目5・1 761・8690
大阪教育大附属高等学校池田校舎 緑丘1丁目5・1 761・8473

▼府の機関
豊能府税事務所 城南1丁目1・1（合同庁舎内） 752・4111
池田土木事務所 城南1丁目1・1（合同庁舎内） 752・4111
豊能地域防災室 城南1丁目1・1（合同庁舎内） 752・4111
池田子ども家庭センター 満寿美町9・17 751・2858
池田保健所 満寿美町3・19 751・2990

施　設 住　所 電話番号
▼その他

池田市社会福祉協議会 城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内） 751・0421

軽費老人ホーム「万寿荘」 井口堂3丁目4・1 761・6153
特別養護老人ホーム

「ハートフルふしお・紅葉館」 伏尾町12・1 754・2901

古江町18・2 754・6541
特別養護老人ホーム「ほほえみの園」
特別養護老人ホーム「古江台ホール」

建石町8・10 751・9494
特別養護老人ホーム「オレンジ池田」 井口堂2丁目4・6 760・0003

神田2丁目6・7 750・0810

特別養護老人ホーム「ポプラ」東山町555・1 754・0705

さわやか地域包括支援センター 城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内） 754・6789

伏尾地域包括支援センター 伏尾町12・1（ハートフルふしお内） 752・1649
医師会地域包括支援センター 鉢塚1丁目2・1（医師会館内） 750・2884
石橋巽地域包括支援センター 天神1丁目5・22（巽老健内） 763・0363
福祉相談くすのき 中川原町13・1 752・1831

754・6003

宇保町8・30・101 750・3230

八王寺1丁目7・5 754・1980
栄町1・1 750・3333
城南2丁目1・1

J:COM 豊中・池田 豊中市岡上の町2丁目1・8 0120・999・000
カップヌードル
ミュージアム大阪池田 満寿美町8・25 752・3484

池田文庫

相談支援センター「sunはーと」

栄本町12・1 751・3185
逸翁美術館 栄本町12・27 751・3865
小林一三記念館 建石町7・17 751・3865
ヒューモビリティワールド ダイハツ町1・1 754・3048
阪急電鉄交通ご案内センター 0570・089・500
阪急バス池田駅前案内所 栄町2・1 751・2552
池田商工会議所 城南1丁目1・1

（一社）池田青年会議所 城南1丁目1・1（商工会議所内）
751・3344
751・8175

細河園芸センター（細河園芸農協） 中川原町448・1 751・6839
大阪北部農業協同組合池田支店 上池田2丁目1・7 750・2127
大阪北部農業協同組合細河支店 中川原町331・1 751・2668
宣真高等学校 荘園2丁目3・12 761・8801
室町幼稚園 室町7・4 751・4029
カトリック聖マリア幼稚園 満寿美町9・26 751・4428

池田五月山教会幼稚園 五月丘2丁目7・19 751・5130
友星幼稚園 伏尾台2丁目11 751・1828

細河保育園 東山町312 753・3380
ふしお台保育所 伏尾台1丁目37 751・1797
中央保育園 上池田2丁目2・34 751・8160
天神保育園 天神1丁目1・13 761・3887
はたの保育園 畑1丁目22・1 753・3314
住吉保育園 住吉1丁目5・8 761・1264
緑丘保育園 緑丘2丁目5・15 751・3319
こうせい保育園 宇保町9・7 753・6300
きらきら保育園 室町7・7 754・1820
わくわく保育園 石橋2丁目12・11 760・5075

宣真認定こども園 天神1丁目1・41 762・4500
ひめむろこども園 姫室町10・1 754・0084
亀之森幼稚園・かめのもり乳児園 住吉2丁目3・1 762・1813

五月丘こども園 五月丘3丁目4・12 753・6000

さつきこども園 城南2丁目4・20 751・6830

石橋文化幼稚園 石橋2丁目12・12 762・0020

池田旭丘幼稚園・
いけだあさひがおか乳児園 旭丘1丁目9・21 751・8152

荘園保育所 荘園1丁目12・6 761・5353

子どものお家ぞうさん保育園 緑丘2丁目6・20 747・4697
石橋文化保育園 石橋2丁目12・20・A

施　設 住　所 電話番号
▼市の機関

市役所 城南1丁目1・1 752・1111
上下水道庁舎 大和町1・10 752・1111
市民文化会館 天神1丁目7・1 761・8811
ギャラリーいけだ 栄町1・1 750・3333
カルチャープラザ 天神1丁目9・3 762・7777
消防本部（署） 八王寺1丁目2・1 751・0119
消防署細河分署 東山町1・6 751・7141
市立池田病院 城南3丁目1・18 751・2881
休日急病診療所 城南3丁目1・18 752・1551
保健福祉総合センター 城南3丁目1・40 754・6010
教育センター 城山町3・45 751・4971
中央公民館 菅原町1・1 754・6299
図書館 呉服町1・1 751・2508
石橋プラザ 石橋2丁目1・1 760・2383
歴史民俗資料館 五月丘1丁目10・12 751・3019
落語みゅーじあむ 栄本町7・3 753・4440
総合スポーツセンター 荘園2丁目7・30 761・5137
五月山体育館 綾羽2丁目7・1 754・3336
夫婦池公園テニスコート 八王寺2丁目2・1 751・1400
空港緑池グラウンド 空港2丁目2 761・5137
エコミュージアム 菅原町1・1 752・7711

大阪池田ゲスト
インフォメーション 栄町1・1

観光案内所 満寿美町2・7

国際交流センター 城南3丁目1・40 735・7588
五月山児童文化センター 綾羽2丁目5・9 752・6301
水月児童文化センター 鉢塚3丁目6・1 761・9233

くれは音楽堂 姫室町10・1 754・6295
（生涯学習推進課）

人権文化交流センター 古江町523・1 752・6395
児童館 古江町421 752・1723
男女共生サロン 栄本町9・1（コミュニティセンター内） 754・2891
学校給食センター 東山町140 751・8311
敬老会館 旭丘3丁目2・1 762・1018
養護老人ホーム「白寿荘」 旭丘3丁目2・2 761・8900
くすのき学園 五月丘1丁目9・12 753・8558
石橋保育所 井口堂3丁目4・35 762・2736
古江保育所 古江町4 753・9100
なかよしこども園 石橋4丁目6・1 761・6751
ひかりこども園 神田2丁目4・1 752・0414
やまばと学園 旭丘1丁目1・10 762・3218
病児・病後児保育室 城南3丁目1・18（市立池田病院内） 754・6626

施　設 住　所 電話番号
地域子育て支援拠点（つどいの広場）
■ わたぼうし 石橋4丁目6・1（なかよしこども園内） 761・6777
■ ホップくん 古江町4（古江保育所内） 753・7999
■ もりもり KIDS 城南3丁目1・15-C・101 752・2211
■くるぽん 城南3丁目1・40（保健福祉総合センター内） 754・6006

留守家庭児童会（各小学校内）
■ 池田 大和町1・4 751・0082
■ 秦野 畑1丁目1・1 751・0206
■ 北豊島 豊島北2丁目12・1 761・0210
■ 呉服 姫室町10・1 751・0289
■ 石橋 井口堂3丁目3・30 761・0295
■ 五月丘 五月丘2丁目3・1 751・0409
■ 石橋南 石橋4丁目6・1 761・0427
■ 緑丘 緑丘2丁目5・12 751・0473
■ 神田 神田2丁目4・1 751・0512
■ ほそごう 伏尾台3丁目14 751・0545

しごと相談・支援センター 栄本町9・1（コミュニティセンター内） 751・0574
池田城跡公園事務所 城山町3・46 753・2767
五月山緑地管理センター（五月山公園等）綾羽2丁目5・33 753・2813
五月山霊園事務所 畑3丁目5・3 752・9533

猪名川運動公園事務所 桃園2丁目1782・1 753・8848
都市緑化植物園 五月丘5丁目2・5 752・7082
都市公園管理センター 綾羽2丁目5・33 751・3070
池田市営住宅管理センター 754・2050
下水処理場 ダイハツ町3・1 751・8577
神田事務所 神田4丁目19・8 751・9838
業務センター 桃園2丁目3・1 752・5580
クリーンセンター 桃園2丁目3・2 751・0501
古江浄水場 古江町160 751・8158

葬祭場 桃園2丁目2・5 751・3588
桃園墓地・五月山霊園事務所 桃園2丁目2・5（やすらぎ会館2階）751・3701

コミュニティセンター 栄本町9・1 751・5983
伏尾台コミュニティセンター
■ 伏尾台第1会館 伏尾台3丁目4・3 751・5938
■ 伏尾台第2会館 伏尾台1丁目188 753・6563

細河コミュニティセンター 東山町617・1 753・1877

消費生活センター 753・5555
石橋会館 石橋4丁目6・2 761・9848

公益活動促進センター 栄本町9・1（コミュニティセンター内） 750・5133
いけだピアまるセンター 新町2・14 754・6241
共同利用施設
■ 神田会館 神田3丁目5・16 752・9968
■ 豊島南会館 豊島南1丁目8・5 761・9840

池田警察署 大和町1・1 753・1234
池田高校 旭丘2丁目2・1 761・1131
渋谷高校 畑4丁目1・1 751・2895
園芸高校 八王寺2丁目5・1 761・8830

特別養護老人ホーム
「ハートフルこうだ」

基幹相談支援センター
（あおぞら）

精神障害者地域活動支援センター
「咲笑」

754・6530

（公社）シルバー人材センター
住吉1丁目14・25・203 734・7145

（一財）いけだ市民文化振興財団
池田郵便局

保育園は
どこかな？
保育園は
どこかな？

住　所

保育園は
どこかな？
保育園は
どこかな？
保育園は
どこかな？

城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内）

城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内）

菅原町3・1（ステーションN地下1階）

障がい者地域生活支援センター
「ひだまり」

760・3100

菅原町3・1（ステーションN3階）

0570・943・086
754・6241

754・6244
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市内公共施設の一覧を掲載しています。
※市外局番☎072を省略しています。

施設一覧
施　設 住　所 電話番号

呉服町11・1 751・5969
旭丘1丁目9・G・101 752・9827
豊島北1丁目7・17 761・9731
神田4丁目7・2 752・9887
井口堂1丁目6・4 761・9704
神田1丁目28・27 751・9947
宇保町5・17 752・9935
城南1丁目8・22 752・9970
空港1丁目11・4 06・6843・7466
鉢塚2丁目8・5 762・5305
五月丘2丁目4・1 751・5951
神田2丁目18・32
桃園1丁目9・12 751・5821
上池田1丁目9・19 751・5898
渋谷3丁目3・18 751・5918
旭丘3丁目7・13 761・9928
畑1丁目7・4 751・5802
荘園1丁目7・13 761・9886
旭丘1丁目1・10 761・9888
石橋2丁目4・16 761・9919
神田4丁目10・10 無
神田3丁目8・12 無
神田3丁目5・21 無
姫室町3・1 752・9982
神田2丁目21・28 無
菅原町3・1・305 753・5661

■ 呉服会館
住吉2丁目3・24 761・9841■ 住吉会館

■ 秦野会館
■ 豊島北会館
■ 早苗の森会館
■ 井口堂北会館
■ 神田北会館
■ 宇保会館
■ 城南会館
■ 空港会館
■ 鉢塚会館
■ 五月丘会館
■ 脇塚会館（休館中）
■ 桃園会館
■ 上池田会館
■ 渋谷会館
■ 旭丘会館
■ 南畑会館
■ 荘園会館
■ 花園会館
■ 石橋北会館
■ 宮之原会館
■ 中之嶋会館
■ 河原島会館
■ 姫室・室町会館
■ 北神田会館
■ 池田駅前北会館
■ 池田駅前南会館 呉服町1・1・211 751・3711

池田小学校 大和町1・4 751・2900
秦野小学校 畑1丁目1・1 751・4549
北豊島小学校 豊島北2丁目12・1 761・8110
呉服小学校 姫室町10・1 751・4364
石橋小学校 井口堂3丁目3・30 761・8500
五月丘小学校 五月丘2丁目3・1 751・4200
石橋南小学校 石橋4丁目6・1 761・6768
緑丘小学校 緑丘2丁目5・12 753・2876
神田小学校 神田2丁目4・1 753・1060
ほそごう学園 伏尾台3丁目14 751・0731
池田中学校 上池田1丁目6・17 751・4187
渋谷中学校 五月丘4丁目1・1 751・1447
北豊島中学校 豊島北1丁目1・1 761・8427
石橋中学校 井口堂3丁目6・1 761・3451
さくら幼稚園 大和町1・4 751・3513
あおぞら幼稚園 畑1丁目1・1 751・9554

▼国の機関
豊能税務署 城南2丁目1・8 751・2441
池田公共職業安定所 栄本町12・9 751・2595
大阪法務局池田出張所 満寿美町9・25 751・3342
大阪池田簡易裁判所 満寿美町8・7 751・2049
国土交通省猪名川河川事務所 上池田2丁目2・39 751・1111
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 関西センター 緑丘1丁目8・31 751・9606

大阪教育大附属池田小学校 緑丘1丁目5・1 761・3591
大阪教育大附属池田中学校 緑丘1丁目5・1 761・8690
大阪教育大附属高等学校池田校舎 緑丘1丁目5・1 761・8473

▼府の機関
豊能府税事務所 城南1丁目1・1（合同庁舎内） 752・4111
池田土木事務所 城南1丁目1・1（合同庁舎内） 752・4111
豊能地域防災室 城南1丁目1・1（合同庁舎内） 752・4111
池田子ども家庭センター 満寿美町9・17 751・2858
池田保健所 満寿美町3・19 751・2990

施　設 住　所 電話番号
▼その他

池田市社会福祉協議会 城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内） 751・0421

軽費老人ホーム「万寿荘」 井口堂3丁目4・1 761・6153
特別養護老人ホーム

「ハートフルふしお・紅葉館」 伏尾町12・1 754・2901

古江町18・2 754・6541
特別養護老人ホーム「ほほえみの園」
特別養護老人ホーム「古江台ホール」

建石町8・10 751・9494
特別養護老人ホーム「オレンジ池田」 井口堂2丁目4・6 760・0003

神田2丁目6・7 750・0810

特別養護老人ホーム「ポプラ」東山町555・1 754・0705

さわやか地域包括支援センター 城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内） 754・6789

伏尾地域包括支援センター 伏尾町12・1（ハートフルふしお内） 752・1649
医師会地域包括支援センター 鉢塚1丁目2・1（医師会館内） 750・2884
石橋巽地域包括支援センター 天神1丁目5・22（巽老健内） 763・0363
福祉相談くすのき 中川原町13・1 752・1831

754・6003

宇保町8・30・101 750・3230

八王寺1丁目7・5 754・1980
栄町1・1 750・3333
城南2丁目1・1

J:COM 豊中・池田 豊中市岡上の町2丁目1・8 0120・999・000
カップヌードル
ミュージアム大阪池田 満寿美町8・25 752・3484

池田文庫

相談支援センター「sunはーと」

栄本町12・1 751・3185
逸翁美術館 栄本町12・27 751・3865
小林一三記念館 建石町7・17 751・3865
ヒューモビリティワールド ダイハツ町1・1 754・3048
阪急電鉄交通ご案内センター 0570・089・500
阪急バス池田駅前案内所 栄町2・1 751・2552
池田商工会議所 城南1丁目1・1

（一社）池田青年会議所 城南1丁目1・1（商工会議所内）
751・3344
751・8175

細河園芸センター（細河園芸農協） 中川原町448・1 751・6839
大阪北部農業協同組合池田支店 上池田2丁目1・7 750・2127
大阪北部農業協同組合細河支店 中川原町331・1 751・2668
宣真高等学校 荘園2丁目3・12 761・8801
室町幼稚園 室町7・4 751・4029
カトリック聖マリア幼稚園 満寿美町9・26 751・4428

池田五月山教会幼稚園 五月丘2丁目7・19 751・5130
友星幼稚園 伏尾台2丁目11 751・1828

細河保育園 東山町312 753・3380
ふしお台保育所 伏尾台1丁目37 751・1797
中央保育園 上池田2丁目2・34 751・8160
天神保育園 天神1丁目1・13 761・3887
はたの保育園 畑1丁目22・1 753・3314
住吉保育園 住吉1丁目5・8 761・1264
緑丘保育園 緑丘2丁目5・15 751・3319
こうせい保育園 宇保町9・7 753・6300
きらきら保育園 室町7・7 754・1820
わくわく保育園 石橋2丁目12・11 760・5075

宣真認定こども園 天神1丁目1・41 762・4500
ひめむろこども園 姫室町10・1 754・0084
亀之森幼稚園・かめのもり乳児園 住吉2丁目3・1 762・1813

五月丘こども園 五月丘3丁目4・12 753・6000

さつきこども園 城南2丁目4・20 751・6830

石橋文化幼稚園 石橋2丁目12・12 762・0020

池田旭丘幼稚園・
いけだあさひがおか乳児園 旭丘1丁目9・21 751・8152

荘園保育所 荘園1丁目12・6 761・5353

子どものお家ぞうさん保育園 緑丘2丁目6・20 747・4697
石橋文化保育園 石橋2丁目12・20・A

施　設 住　所 電話番号
▼市の機関

市役所 城南1丁目1・1 752・1111
上下水道庁舎 大和町1・10 752・1111
市民文化会館 天神1丁目7・1 761・8811
ギャラリーいけだ 栄町1・1 750・3333
カルチャープラザ 天神1丁目9・3 762・7777
消防本部（署） 八王寺1丁目2・1 751・0119
消防署細河分署 東山町1・6 751・7141
市立池田病院 城南3丁目1・18 751・2881
休日急病診療所 城南3丁目1・18 752・1551
保健福祉総合センター 城南3丁目1・40 754・6010
教育センター 城山町3・45 751・4971
中央公民館 菅原町1・1 754・6299
図書館 呉服町1・1 751・2508
石橋プラザ 石橋2丁目1・1 760・2383
歴史民俗資料館 五月丘1丁目10・12 751・3019
落語みゅーじあむ 栄本町7・3 753・4440
総合スポーツセンター 荘園2丁目7・30 761・5137
五月山体育館 綾羽2丁目7・1 754・3336
夫婦池公園テニスコート 八王寺2丁目2・1 751・1400
空港緑池グラウンド 空港2丁目2 761・5137
エコミュージアム 菅原町1・1 752・7711

大阪池田ゲスト
インフォメーション 栄町1・1

観光案内所 満寿美町2・7

国際交流センター 城南3丁目1・40 735・7588
五月山児童文化センター 綾羽2丁目5・9 752・6301
水月児童文化センター 鉢塚3丁目6・1 761・9233

くれは音楽堂 姫室町10・1 754・6295
（生涯学習推進課）

人権文化交流センター 古江町523・1 752・6395
児童館 古江町421 752・1723
男女共生サロン 栄本町9・1（コミュニティセンター内） 754・2891
学校給食センター 東山町140 751・8311
敬老会館 旭丘3丁目2・1 762・1018
養護老人ホーム「白寿荘」 旭丘3丁目2・2 761・8900
くすのき学園 五月丘1丁目9・12 753・8558
石橋保育所 井口堂3丁目4・35 762・2736
古江保育所 古江町4 753・9100
なかよしこども園 石橋4丁目6・1 761・6751
ひかりこども園 神田2丁目4・1 752・0414
やまばと学園 旭丘1丁目1・10 762・3218
病児・病後児保育室 城南3丁目1・18（市立池田病院内） 754・6626

施　設 住　所 電話番号
地域子育て支援拠点（つどいの広場）
■ わたぼうし 石橋4丁目6・1（なかよしこども園内） 761・6777
■ ホップくん 古江町4（古江保育所内） 753・7999
■ もりもり KIDS 城南3丁目1・15-C・101 752・2211
■くるぽん 城南3丁目1・40（保健福祉総合センター内） 754・6006

留守家庭児童会（各小学校内）
■ 池田 大和町1・4 751・0082
■ 秦野 畑1丁目1・1 751・0206
■ 北豊島 豊島北2丁目12・1 761・0210
■ 呉服 姫室町10・1 751・0289
■ 石橋 井口堂3丁目3・30 761・0295
■ 五月丘 五月丘2丁目3・1 751・0409
■ 石橋南 石橋4丁目6・1 761・0427
■ 緑丘 緑丘2丁目5・12 751・0473
■ 神田 神田2丁目4・1 751・0512
■ ほそごう 伏尾台3丁目14 751・0545

しごと相談・支援センター 栄本町9・1（コミュニティセンター内） 751・0574
池田城跡公園事務所 城山町3・46 753・2767
五月山緑地管理センター（五月山公園等）綾羽2丁目5・33 753・2813
五月山霊園事務所 畑3丁目5・3 752・9533

猪名川運動公園事務所 桃園2丁目1782・1 753・8848
都市緑化植物園 五月丘5丁目2・5 752・7082
都市公園管理センター 綾羽2丁目5・33 751・3070
池田市営住宅管理センター 754・2050
下水処理場 ダイハツ町3・1 751・8577
神田事務所 神田4丁目19・8 751・9838
業務センター 桃園2丁目3・1 752・5580
クリーンセンター 桃園2丁目3・2 751・0501
古江浄水場 古江町160 751・8158

葬祭場 桃園2丁目2・5 751・3588
桃園墓地・五月山霊園事務所 桃園2丁目2・5（やすらぎ会館2階）751・3701

コミュニティセンター 栄本町9・1 751・5983
伏尾台コミュニティセンター
■ 伏尾台第1会館 伏尾台3丁目4・3 751・5938
■ 伏尾台第2会館 伏尾台1丁目188 753・6563

細河コミュニティセンター 東山町617・1 753・1877

消費生活センター 753・5555
石橋会館 石橋4丁目6・2 761・9848

公益活動促進センター 栄本町9・1（コミュニティセンター内） 750・5133
いけだピアまるセンター 新町2・14 754・6241
共同利用施設
■ 神田会館 神田3丁目5・16 752・9968
■ 豊島南会館 豊島南1丁目8・5 761・9840

池田警察署 大和町1・1 753・1234
池田高校 旭丘2丁目2・1 761・1131
渋谷高校 畑4丁目1・1 751・2895
園芸高校 八王寺2丁目5・1 761・8830

特別養護老人ホーム
「ハートフルこうだ」

基幹相談支援センター
（あおぞら）

精神障害者地域活動支援センター
「咲笑」

754・6530

（公社）シルバー人材センター
住吉1丁目14・25・203 734・7145

（一財）いけだ市民文化振興財団
池田郵便局

保育園は
どこかな？

城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内）

城南3丁目1・40
（保健福祉総合センター内）

菅原町3・1（ステーションN地下1階）

障がい者地域生活支援センター
「ひだまり」

760・3100

菅原町3・1（ステーションN3階）

0570・943・086
754・6241

754・6244
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