
桐生市行政組織機構図（令和２年５月８日）
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共創企画部 総  務  部 市民生活部 子どもすこやか部 産業経済部 都市整備部 地域振興整備局

-秘書室 -企画課 -総務課 -地域づくり課 -健康長寿課 -子育て支援課 -商工振興課 -都市計画課 -新里支所 -
  秘書係  （企画戦略担当）  （庶務担当）  地域づくり係  長寿支援係  子育て支援係  （商業金融担当）  庶務係 市民生活課  審査係

 （大学連携  （法制担当）  女性活躍推進係  介護管理給付係  園児サービス係  （工業労政担当）  計画係  庶務・税務係  出納係
推進担当） 庁舎建設準備室  生活安全係  介護審査係  子ども施設係  （産業立地戦略担当）  歴まち・街路係  市民ｻｰﾋﾞｽ係

（庁舎建設準備担当）  成人保健係  景観係  福祉係
-特命推進室 -〔市民活動推進 -保育園  （協力金担当）  用地係
 （特命担当） ―人材育成課           センター] -新里保健センター  相生 -新里総合ｾﾝﾀｰ  

 （人材育成担当） -消費生活ｾﾝﾀｰ -黒保根保健  広沢南部 -勤労福祉会館 -土木課 -隣保館
-魅力発信課  （人事給与担当）            センター  みつぼり -〔職業訓練ｾﾝﾀｰ〕  路政係
 （ＰＲ戦略担当） -市民課  黒保根  管理係 地域振興整備課
 （広報広聴担当) -財政課  戸籍係 -福祉課 -保健福祉会館 -観光交流課  道路河川係  産業振興係

 （財政担当）  住民係  障害福祉係  （観光振興担当）  維持係  建設係
-広域連携推進室  （財産活用担当）  年金係  保護係 -子育て相談課 日本遺産活用室
 （広域連携  （行政経営担当）  社会福祉係  子育て相談係  （日本遺産活用担当） -公園緑地課 -農村女性の家

推進担当） -斎場管理事務所  定額給付金対策室  母子保健係  公園管理係 -農産物等直売
―契約検査課 -行政連絡所   定額給付金係 -観光情報センター  緑化推進係               施設

-防災・危機管理課  （契約担当）   境野・広沢 -子育て支援 -桐生市近代化遺産 -〔新里温水
 （防災・危機管理  （工事検査担当）   梅田・相生 -〔総合福祉ｾﾝﾀｰ〕 　　　　　　センター            絹撚記念館 -桐生が岡動物園            プール〕
　　　　　　 　　担当）  （車両担当）   川内・菱 -〔点字図書館〕 -有鄰館        管理事務所

-青少年課 -自然観察の森 -黒保根支所
―情報管理課 -スポーツ振興課 -医療保険課  青少年係 -農業振興課 -〔南公園〕 市民生活課
 （文書・情報  スポーツ振興係  国保係  (農業振興担当) -〔吾妻公園〕  庶務・税務係

公開担当）  スポーツ施設  保険税係 -青少年センター  (畜産振興担当) -〔水道山公園〕  市民ｻｰﾋﾞｽ係
 （情報ｼｽﾃﾑ担当）  　　　　　 管理係  医療助成係 -青年の家  (国土調査担当) -〔桐生が岡
 （統計担当）  地域医療係  -青少年          遊園地〕 -〔黒保根高齢者

-〔体育施設〕   野外活動ｾﾝﾀｰ -林業振興課    生活支援施設〕
―税務課   (林業振興担当) -建築住宅課
 （市民税担当） -環境課  (鳥獣対策担当)  建築係 地域振興整備課
 （諸税担当）  設備係  産業振興係
 （土地担当） -〔梅田ふるさと  住宅係  建設係
 （家屋担当）  環境保全係 ｾﾝﾀｰ〕

-〔桐生広域 -建築指導課 -山村開発ｾﾝﾀｰ
―納税課 -清掃センター 林業会館〕  建築指導係 -交流促進ｾﾝﾀｰ
 （納税管理担当）  庶務係  建築審査係 -利平茶屋
 （納税担当）  施設係  開発指導係 森林公園
 （調査担当）  清掃係 -花見ヶ原
 （徴収担当） -定住促進室 森林公園

 空き家対策係 -ふるさと探訪
 定住促進係 ふれあい館
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教育委員会
           |

議      会 教  育  長

消防本部 水  道  局 事  務  局 教  育  部
桐生消防署 ※ 小学校

-総務課 -総務課 -議事課 -総務課 東 桜木
 庶務係 -消防課  庶務係  （庶務担当）  庶務係 西 菱
 経理係 （予防担当）  経理係  （議会改革担当）  施設管理係 南 天沼

 消防第１係  （議事担当） 教育未来室 北 神明
-予防課  救急第１係 -水道山記念館  教育未来係 境野 新里中央
 指導係  救助第１係 選挙管理委員会 広沢 新里東
 調査保安係  消防第２係 -工務課           ｜ -学校教育課 梅田南 新里北

 救急第２係  工務係 事  務  局  学事係 相生 黒保根
-警防課  救助第２係  給水係  （選挙担当）  教職員係 川内
 警防救助係  浄水場建設係  指導係
 救急指導係 -東分署 ※ 中学校
 指揮第1係  第１係 -浄水課 監査委員 教育支援室 中央 相生
 指揮第2係  第２係  元宿浄水係           ｜  教育支援係 清流 川内

 上菱浄水係 事  務  局  保健体育係 境野 桜木
-通信指令課 -南分署  新里水道係  監査係 -教育研究所 広沢 新里
（管理担当）  第１係  黒保根水道係 梅田 黒保根
 通信第１係  第２係  水質センター -生涯学習課
 通信第２係  社会教育係 ※ 商業高校

桐生みどり消防署 -下水道課  文化振興係
（予防担当）  業務係     農業委員会 ※ 幼稚園

-消防課  工務係            | -公民館 東
 消防第１係  維持係 事  務  局   （「◎公民館」参照） 西
 救急第１係  (庶務農地担当) -〔市民文化会館〕 境野
 消防第２係 -境野水処理ｾﾝﾀｰ 広沢
 救急第２係  管理係 -文化財保護課 相生

 施設係 公平委員会  文化財保護係 川内南
-大間々新里分署  埋蔵文化財係 桜木
 第１係
 第２係   固定資産評価 -桐生明治館

  審査委員会 ◎ 公民館
-黒保根東分署 -図書館 中央 梅田
 第１係  奉仕係 東 相生
 第２係  調査係 西 川内

南 桜木
-新里図書館 北 菱

昭和 桜木西
-学校給食中央 境野 新里
      共同調理場 広沢 黒保根
 管理係 新里公民館：郷土資料館、郷土文化保存伝習館等を所管

黒保根公民館：歴史民俗資料館等を所管
-学校給食新里
      共同調理場
-学校給食黒保根
      共同調理場


