
国保管理係

国保資格給付係

国保料収納係

国保保健事業係

福祉医療係 計画係 計画係

国民年金係 交通対策係

国民健康保険課 鉄軌道係

納税管理係 年金医療課 建築審査係 普及係 救急第２係

後期高齢者医療係 交通政策課 雨水対策課

納税課 給付係 建築指導課 下水道管理課 消防第２係

収納係 介護認定係 建築指導係 管理係 救急第１係

土地係 介護保険課 開発指導課 事業第１係 予防指導係

家屋係 保険料係 開発指導係 事業第２係 消防第１係

庶務・償却資産係 地域包括ケア・介護予防推進係 景観係 下水道建設課 予防消防課

神明幼稚園

伊勢田救急第２係

資産税課 生きがい振興係 文化財保護係 計画係 大久保青少年センター

東宇治幼稚園

東消防署

個人住民税係 ふれあい啓発係 健康づくり係 拠点整備係 庶務係 河原青少年センター

木幡幼稚園

幼稚園 （伊勢田救急出張所）

庶務諸税係 業務係 健康生きがい課 歴史まちづくり推進課 下水道計画課 善法青少年センター 伊勢田救急第１係

市民税課 再資源・計画係 健康長寿部 都市計画係 施設第２係 西宇治図書館

木幡中学校親子健康係 都市計画課 水管理センター 図書係 救急第１係

契約係 ごみ減量推進課 まちづくり支援係 施設第１係 東宇治図書館 黄檗中学校 救急第２係

契約課 生活環境係

広野中学校 救助第１係

管財係 環境企画係 発達支援係 公園係 改良係 中央図書館 東宇治中学校 救助第２係

管財課 環境企画課 健康企画係 緑化推進係 整備係 歴史資料館

予防消防課

ＩＴ推進係 男女共同参画課 保健推進課 公園緑地課 配水係 源氏物語ミュージアム 南宇治中学校 予防指導係

西小倉中学校 西消防署

総務係

ＩＴ推進課 玉池集会所 善法保育所 都市整備部 配水課 生涯学習センター 西宇治中学校

木幡保育所 住宅係 営業係

槇島中学校 救急第２係

情報管理係 コミュニティワークこはた館 北木幡保育所 給水係 児童生徒支援係

北宇治中学校 救急第１係

総務部

コミュニティワークうじ館 大久保保育所 空き家対策室 事業管理係 家庭地域支援係

宇治中学校人権啓発課

総務課 人権啓発係 西小倉保育所 ウトロ住環境対策室 工務課 学校支援係

教育支援課

槇島消防分署

人権環境部 宇治保育所 住宅課 料金係 教育指導係 中学校 消防第１係

消防第２係

財務第２係 小倉双葉園保育所 電気設備係 営業課 学事係 笠取第二小学校

御蔵山小学校 救急第１係

財務第１係 産業交流係 保育支援係 営繕第２係 経理係 学校教育課 笠取小学校 救急第２係

財務課 成長支援係 管理係 営繕第１係 庶務計画係 教育支援センター

岡屋小学校 消防第１係

未来プロジェクト推進室 産業振興課 計画係 施設建築課 水道総務課 資料学芸係 木幡小学校 消防第２係

経営戦略課 観光係 保育支援課 建設係 上下水道部 企画学芸係

三室戸小学校 予防消防課

調査統計係 観光振興課 地域子育て支援基幹センター 計画係 博物館管理課 南部小学校 予防指導係

法規行政係 山林耕地係 学童保育係 雨水対策課 固定資産評価審査委員会事務局 広野公民館

平盛小学校子育て企画係 工事係 農業委員会事務局 木幡公民館 指揮第２係

政策総務課 農政茶業係 児童給付係 保全係 小倉公民館 宇治小学校 中消防署

政策経営部 農林茶業課

大開小学校 指令第２係

戸籍係 こども福祉課 維持係 宇治公民館 西大久保小学校 指揮第１係

健康管理係 住民登録係 自立支援係 維持課 公平委員会事務局 中央公民館

南小倉小学校 指揮指令課

福利厚生係 市民係 社会参加推進係 交通安全施設係 事業係 大久保小学校 指令第１係

職員厚生課 市民課 庶務企画係 道路係 監査委員事務局 生涯学習係

西小倉小学校保護第４係 用地係 選挙管理委員会事務局 保健給食係 警防係

給与係 スポーツ係 障害福祉課 道路建設課 生涯学習課 北小倉小学校 救急係

人事研修係 文化係

小倉小学校 指導係

人事課 文化スポーツ課 保護第３係 用地課 学校管理係 伊勢田小学校 警防救急課

車両係 莵道ふれあいセンター 保護第２係 占用係 議事調査係 学校管理課

槇島小学校消費生活センター 生活支援庶務係 管理係 議会事務局 予防課

広報係 平盛ふれあいセンター 保護第１係 明示係 庶務係 学校規模適正化推進室 北槇島小学校 予防広報係

秘書係 教職員係

菟道第二小学校 庶務係

秘書広報課 市民相談係 生活支援課 建設総務課 企画庶務係 神明小学校 企画人事係

市長公室 自治振興係 地域援護係 建設部 管理係 教育総務課

教育委員会 小学校 消防本部

自治振興課 地域福祉課 出納係 事務局教育部 菟道小学校 消防総務課

宇治市組織機構図（令和2年4月1日）

危機管理室 産業地域振興部 福祉こども部 建設総括室 会計室


