
市の組織と主な仕事
係　名 電話番号 主な業務内容

総　

務　

部

秘　書　課
hisyo@city.ise.mie.jp 秘　書　係 ☎㉑５５０４ ◆秘書

総　務　課
soumu@city.ise.mie.jp

庶　務　係 ☎㉑５５２０ ◆公報の発行、条例・規則など例規の制定・改廃

情報公開係 ☎㉑５５２１ ◆情報公開、個人情報保護

市史編さん係 ☎㉑５５７５ ◆伊勢市史の編さん

情報推進係 ☎㉑５５１８ ◆行政情報化の企画・調整

電算システム係 ☎㉑５５１６ ◆電子計算機事務の調整・管理運営

広報広聴課
ise-koho@city.ise.mie.jp

広　報　係
☎㉑５５１５

◆広報いせ、ホームページ、ケーブルテレビ行政情報番組

広　聴　係 ◆市政への意見・提案、市民相談

職　員　課
syokuin@city.ise.mie.jp

人　事　係 ☎㉑５５０５ ◆職員採用、職員の人事、職員の人材育成と研修

給与厚生係 ☎㉑５５０６ ◆職員の給与、福利厚生

管財契約課
kanzai@city.ise.mie.jp

契　約　係 ☎㉑５５２５ ◆建設工事・物品購入などの入札と契約

庁舎管理係 ☎㉑５５２６ ◆庁舎の管理、吹上駐車場の管理、公用車の管理

危機管理課
kikikanri@city.ise.mie.jp

危機管理係
☎㉑５５２３

◆危機管理、国民保護

防　災　係 ◆風水害、地震などの防災対策と防災知識の啓発

防　犯　係 ☎㉑５５２４ ◆防犯知識の啓発、自主防犯活動の推進、防犯灯整備の支援

財
務
政
策
部

課　税　課
kazei@city.ise.mie.jp

税　務　係 ☎㉑５５３０ ◆市税の諸証明、軽自動車税・市たばこ税・入湯税の調査と
　賦課、原付バイクなどの登録、自動車などの臨時運行許可

市民税係 ☎㉑５５３４ ◆市・県民税の調査と賦課

固定資産税係 ☎㉑５５３３ ◆固定資産税（土地・家屋・償却資産）、都市計画税の調査と賦課

収　税　課
syuzei@city.ise.mie.jp

徴収第一係 ☎㉑５５３６ ◆市税の徴収、滞納処分

徴収第二係 ☎㉑５５３７ ◆市税の徴収、口座振替、過誤納金

行政経営課
gyousei-keiei@city.ise.mie.jp

政　策　係 ☎㉑５５１０ ◆市の総合計画、行財政改革の推進

財　政　係 ☎㉑５５２９ ◆市の予算編成

統　計　係 ☎㉑５５０７ ◆国勢調査など各種統計調査の実施、市勢統計要覧の編集

環
境
生
活
部

市民交流課
kouryu@city.ise.mie.jp

市民交流係 ☎㉑５５４９ ◆ＮＰＯ・市民活動の推進、地区コミュニティセンター、　
　地区連絡員、国際化施策の企画・調整、国際交流の推進

男女共同参画係 ☎㉑５５１３ ◆男女共同参画推進・女性問題解決に向けての調査研究・
　啓発、男女共同参画関係団体との連絡調整

地域自治推進係 ☎㉑５５６３ ◆地域自治の推進・総合調整、自治会、認可地縁団体、
　合併に係る諸問題の整理・調整

戸籍住民課
koseki@city.ise.mie.jp

届　出　係 ☎㉑５５５３
◆戸籍・住民基本台帳などの届け出、住民異動に伴う福祉
　医療・国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金・介護
　保険・児童手当・就学の各種手続き、住居表示、支所

証　明　係 ☎㉑５５４７ ◆戸籍 ･住民基本台帳などの各種証明、住民基本台帳カード
　の作成、公的個人認証（電子証明）、印鑑登録、外国人登録

人権政策課
jinken@city.ise.mie.jp

管　理　係 ☎㉑５５４５ ◆人権施策の総合企画・調整

人権啓発係 ☎㉑５５４６ ◆人権啓発、人権問題に関する調査研究

定額給付金対策室
teigakukyufu@city.ise.mie.jp 定額給付金係 ☎㉑５７０７ ◆定額給付金給付事業の実施

環　境　課
kankyo@city.ise.mie.jp

環境政策係 ☎㉑５５４０
◆環境基本計画・生活排水対策推進計画など環境施策の      
　総合企画、一般廃棄物の適正な処理の推進と調整、新  
　エネルギーの普及啓発

環境対策係 ☎㉑５５４１ ◆環境保全対策の調査研究と啓発、公害防止に係る対策指導、
　浄化槽、規格葬儀、墓地、害虫などの駆除、狂犬病予防

ごみゼロ推進係 ☎㉑５５４３ ◆ごみ減量対策・資源リサイクルの推進、廃棄物投棄場の管理

清　掃　課
seisou@city.ise.mie.jp

庶　務　係

☎37１４４３

◆ごみ収集・分別に係る総合調整

収集第一係 ◆一般廃棄物の収集と処理

収集第二係 ◆一般廃棄物の収集と処理

収集第三係 ◆一般廃棄物の収集と処理
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係　名 電話番号 主な業務内容

健
康
福
祉
部

健　康　課
ise-hset@city.ise.mie.jp

医療庶務グループ

☎㉗２４３５

◆救急医療対策と感染症予防

母子保健グループ
◆母子の健康づくりと子育て支援
　母子健康手帳の交付、子育て相談、離乳食教室、赤ち
　ゃん訪問、1歳6カ月児・3歳児健康診査

健康増進グループ
◆健康づくり事業の総合的企画・推進
　壮年期の健康づくり、生活習慣病予防、歯科保健、食
　生活改善、健康の日啓発事業

介護予防グループ ◆高齢者の健康づくりと介護予防
　転倒骨折予防・認知症予防など健康づくりと介護予防事業

医療保険課
kokuho@city.ise.mie.jp

福祉医療係
☎㉑５５５２ ◆長寿医療（後期高齢者医療）制度の届け出・申請の受    

　け付け、　保険料の徴収

☎㉑５５５４ ◆乳幼児等医療費・一人親家庭等医療費・心身障害者医
　療費・寡婦医療費の助成

国民健康保険給付係
☎㉑５６４６

◆国民健康保険被保険者の資格、被保険者証の交付、診
　療報酬の審査・給付、療養費・高額療養費・出産育児
　一時金と葬祭費の審査支給

☎㉑５５５４ ◆国民年金の資格・免除、裁定請求書の受理

国民健康保険料係 ☎㉑５５５０ ◆国民健康保険料の賦課・収納管理・徴収、滞納処分

介護保険課
kaigo@city.ise.mie.jp

介護給付係 ☎㉑５５６０ ◆介護保険の給付

介護認定係 ☎㉑５６４７ ◆介護保険の認定、介護保険被保険者証の交付

介護保険料係 ☎㉑５５６４ ◆介護保険料の賦課・徴収

生活支援課
sien@city.ise.mie.jp

福祉総務係 ☎㉑５５５７ ◆社会福祉に係る総合企画・調整、民生委員・児童委員、
　災害救助と救援物資、旧軍人恩給と遺家族などの援護

支　援　係 ☎㉑５５５６ ◆生活保護・要保護世帯の調査・指導・援護

こども課
kodomo@city.ise.mie.jp

保　育　係 ☎㉑５５７９ ◆保育所・心身障害児通園施設・子育て支援センターの管理・運営

こども育成係 ☎㉑５５６１ ◆児童館の管理・運営、家庭児童相談、母子福祉、児童
　手当、児童扶養手当

長　寿　課
cyoujyu@city.ise.mie.jp

長　寿　係 ☎㉑５５５９ ◆老人福祉

地域包括支援センター ☎㉑５５８３ ◆要支援者・虚弱高齢者の介護予防ケアマネジメント、
　高齢者の総合相談・権利擁護、ケアマネジャーの支援

障がい福祉課
syogai@city.ise.mie.jp 障がい福祉係 ☎㉑５５５８ ◆障がいのある人に対する福祉

産
業
観
光
部

商工労政課
syoko@city.ise.mie.jp

商　工　係 ☎㉑５５１２

◆商工業振興の企画・調整、特産品の販路開拓、中小企
　業の振興、　伊勢タウンマネージメント運営協議会と
　の連絡調整、伊勢志摩総合地方卸売市場との連絡調整、 
　計量、消費生活・多重債務相談

労　政　係 ☎㉑５５６８ ◆労働相談、若年求職者やシルバー人材センターへの支
　援、勤労者福祉事業と勤労者福祉施設の管理・運営

産業支援課
sangyo-c@city.ise.mie.jp

産業支援係 ☎63５６７７ ◆中小企業（主に製造業）の支援、起業家支援、伝統工
　芸振興、産業支援センター施設の管理・運営

企業誘致係 ☎63５６７７ ◆企業の立地・誘致推進

農林水産課
nourin@city.ise.mie.jp

管　理　係 ☎㉒０３７２ ◆農林水産行政の企画・調整、土地改良区との連絡調整、
　農林水産関係施設の維持管理

農　林　係 ☎㉒０３７０
◆農林業の振興、農地の利用調整、米の需給調整、担い
　手の育成、地産地消の普及、環境保全林の管理、森林
　病害虫の防除、有害鳥獣捕獲の許可、鳥獣の保護

耕　地　係 ☎㉒０３７４ ◆土地改良事業の計画・実施、農業関係施設に係る調査・工事

水　産　係 ☎㉒０３６７ ◆水産業の振興、担い手の育成、水産・漁港関係事業の
　計画・実施

観光企画課
kanko@city.ise.mie.jp

観光振興係
☎㉑５５６５

◆観光振興の企画・調整、観光統計、広域の観光団体との調整

誘客宣伝係 ◆観光客の誘客宣伝、情報発信

観光事業課
kanko-jigyo@city.ise.mie.jp 事　業　係 ☎㉑５５６６ ◆伝統文化の活用、各種観光行事の実施、市内の観光団

　体との調整

交通政策課
koutsu@city.ise.mie.jp

交通政策係 ☎㉑５７０３ ◆交通体系、交通渋滞対策

交通システム係 ☎㉑５５９３ ◆コミュニティバス、海上アクセス

交通安全係 ☎㉑５５０８ ◆交通安全啓発・教育、交通災害共済（見舞金請求）
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係　名 電話番号 主な業務内容

都
市
整
備
部

監　理　課
kanri@city.ise.mie.jp

庶　務　係 ☎㉑５５８０ ◆都市整備部の庶務・調整

経　理　係 ☎㉑５５８１ ◆都市整備部の経理

企画調整係 ☎㉑５５８２ ◆建設事業に係る関係機関との連絡調整、公共土木工事の　
　総合企画、宇治山田港湾整備、勢田川対策事業、海岸事業

宮川改修対策係 ☎㉑５６４１ ◆宮川改修の推進

都市計画課
toshikei@city.ise.mie.jp

都市計画係 ☎㉑５５９１ ◆都市計画の調査・企画・管理、都市マスタープラン、都市景観

開発調整係 ☎㉑５５９２ ◆土地開発事業、建築確認申請、優良宅地・優良住宅の認定

市街地整備係 ☎㉑５５０９ ◆市街地整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業

基盤整備課
kibanseibi@city.ise.mie.jp

道　路　係 ☎㉑５５８６ ◆道路・橋梁の新設と改良

街路公園係 ☎㉑５５８７ ◆街路・都市公園の新設と改良

河　川　係 ☎㉑５５８８ ◆河川・排水路の新設と改良

維　持　課
iji@city.ise.mie.jp

管　理　係 ☎㉑５５８９ ◆道路・河川・排水路・都市公園などの管理、公共土木施設の敷
　地占用・加工承認、ポンプ場・樋門などの管理、屋外広告物

維　持　係 ☎㉑５５１４ ◆道路・河川・排水路・都市公園など公共土木施設の改良

補　修　係 ☎㉑５５９０ ◆道路・河川・排水路・都市公園など公共土木施設の補修

用　地　課
youchi@city.ise.mie.jp

用　地　係 ☎㉑５５９９ ◆公共用地の買収・補償

財産管理係 ☎㉑５５６２ ◆公有財産の管理・処分

境　界　係 ☎㉑５５１７ ◆道路・河川・排水路などの境界確認、法定外公共物　  
　（赤道・水路など）の処分

建築住宅課
kentiku@city.ise.mie.jp

住　宅　係 ☎㉑５５９６ ◆住宅施策の総合計画、市営住宅の管理、まちなみ保全事業

建　築　係 ☎㉑５５９４ ◆市有建物の建築工事、市有施設の企画・設計

営　繕　係 ☎㉑５５９５ ◆市有建物・設備の営繕・検査

電話番号 主な業務内容

総
合
支
所

二
見
総
合
支
所

地域振興課
fu-chiiki@city.ise.mie.jp ☎42１１１１

【地域振興課】

◆総合支所の総合調整・庶務、地域審議会の運営、自治会活動の推進、情報

　公開・個人情報保護窓口、危機管理・災害対策・通報、管内の選挙の執行、

　地域振興、イベント開催・支援、観光振興、社会（体育）教育活動支援

【生活環境課】

◆戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、外国人登録、埋火葬許可、国民年金、国

　民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、ごみ関係、浄化槽補助金申請、

　市税の諸証明、窓口収納

【福祉健康課】

◆介護保険、高齢者福祉、児童福祉、母子福祉、寡婦福祉、心身障がい者福

　祉、遺家族援護、健康づくり、各種健康相談

※総合支所によって、課の所管する業務が若干異なる場合があります。詳し

　くは各総合支所へ問い合わせてください。

生活環境課
fu-seikatsu@city.ise.mie.jp ☎42１１１２

福祉健康課
fu-fukushi@city.ise.mie.jp ☎42１１１３

小
俣
総
合
支
所

地域振興課
ob-chiiki@city.ise.mie.jp ☎㉒７８５８

生活環境課
ob-seikatsu@city.ise.mie.jp ☎㉒７８６１

福祉健康課
ob-fukushi@city.ise.mie.jp ☎㉒７８６２

御
薗
総
合
支
所

地域振興課
mi-chiiki@city.ise.mie.jp ☎㉒０２３６

生活環境課
mi-seikatsu@city.ise.mie.jp ☎㉒０２４１

福祉健康課
mi-fukushi@city.ise.mie.jp ☎㉒０２６１

検　査　室
kensa@city.ise.mie.jp ☎㉑５５０２ ◆工事の検査・指導・助言

会　計　課
kaikei@city.ise.mie.jp

出　納　係
☎㉑５６１０

◆現金の出納、決算書の作成、指定金融機関と収納代理金融機関の指定

審　査　係 ◆支出に関する審査確認
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教
育
委
員
会
事
務
局

教育総務課
kyo-soumu@city.ise.mie.jp

総　務　係 ☎㉒７８７５ ◆教育委員会会議・教育行政に係る政策・企画、学校の
　予算と庶務

管　理　係 ☎㉒７８７６ ◆教育財産の調査・整備計画・取得・維持管理・処分

学校教育課
kyo-gako@city.ise.mie.jp

学　事　係 ☎㉒７８７９ ◆通学区、就園、就学

教職員係 ☎㉒７８８０ ◆教職員の人事服務

指　導　係 ☎㉒７８８１ ◆学校運営の指導助言、奨学金、教科指導、学校図書館・
　特別支援教育などの指導

健康教育係 ☎㉒７８８２ ◆学校給食、児童・生徒などの保健衛生

生涯学習・スポーツ課
kyo-syougai@city.ise.mie.jp

生涯学習係 ☎㉒７８８６ ◆生涯学習の振興、生涯学習センター・公民館・図書館

人権学習係 ☎㉒７８９５ ◆人権教育の推進、教育集会所の管理・運営

スポーツ振興係 ☎㉒７８９１ ◆生涯スポーツ・レクリエーションの振興、体育施設の
　管理・運営

青少年育成係 ☎㉒７８９３ ◆青少年の保護育成・指導・相談

文化振興課
kyo-bunka@city.ise.mie.jp

文化振興係 ☎㉒７８８５ ◆芸術文化の振興、全市博物館構想の推進、観光文化会館

文化財係 ☎㉒７８８４ ◆文化財保護、郷土資料館などの文化施設

教育研究所
kyo-kenkyu@city.ise.mie.jp

教育研究研修係

☎㉒７９００

◆教育課題の研究・研修・調査、教育相談、適応指導（教
　育支援センターNEST）

情報教育係 ◆情報教育に関する研究・研修、教育用コンピュータシ
　ステム・Eメール配信システムの整備・維持管理

係　名 電話番号 主な業務内容

上
下
水
道
部

上下水道総務課
sui-soumu@city.ise.mie.jp

庶　務　係 ☎42１５０４ ◆上下水道部の庶務・調整

経　理　係 ☎42１５０５ ◆上下水道部の経理

料　金　課
sui-ryoukin@city.ise.mie.jp

上下水道料金係 ☎42１５０１
◆水道・下水道・農業集落排水の使用の開始・中止・名 
　義変更の受け付け、水道料金・下水道使用料・農業集
　落排水使用料などの徴収

下水道負担金係 ☎42１５０３ ◆下水道事業受益者負担金の賦課・徴収

上水道課
suidou@city.ise.mie.jp

給　水　係 ☎42１５０９ ◆給水装置工事の申請・審査、指定給水装置工事事業者の指定

建　設　係 ☎42１５０８ ◆水道施設の計画、工事の設計・監督

維　持　係 ☎42１５１２ ◆メーターまでの給水管・送配水管の維持管理

水　源　係 ☎㉓３３６０ ◆水源地・加圧ポンプ場・配水池の維持管理

下水道建設課
gesui-ken@city.ise.mie.jp

下水道第一係 ☎42１５３０ ◆本庁管内における公共下水道汚水施設の計画、工事の設計・監督

下水道第二係 ☎42１５３２ ◆総合支所管内における公共下水道汚水施設の計画、工事の設計・監督

雨水施設整備係 ☎42１５３６ ◆下水道雨水施設の計画、工事の設計・監督

下水道施設管理課
gesui-sisetsu@city.ise.mie.jp

施設維持係 ☎42１５２６ ◆浄化センターなどの下水道施設の維持管理

排水設備係 ☎42１５３８
◆排水設備工事・公共汚水ます設置の申請、排水設備指

　定工事店の指定
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係　名 電話番号 主な業務内容

議会事務局
gikai@city.ise.mie.jp

庶　務　係

☎㉑５６３０

◆議会予算の経理、議員の身分と資格得喪

議　事　係 ◆議会・委員会・公聴会、議案・請願書・陳情書の受理

調　査　係 ◆市政の調査、議会広報

選挙管理委員会事務局
senkan@city.ise.mie.jp 選　挙　係 ☎㉑５６３５ ◆各種選挙の執行管理

監査委員事務局
kansa@city.ise.mie.jp 監　査　係 ☎㉑５６３７ ◆監査委員が行う監査などの補助

農業委員会事務局
noui@city.ise.mie.jp

農　地　係 ☎㉒０２７３ ◆農地の権利移動・設定、農地転用

振　興　係 ☎㉒０２７２ ◆農業振興、農業者年金

市
立
伊
勢
総
合
病
院

総　務　課
hos-soumu@city.ise.mie.jp

管　理　係

☎㉓５１１１

◆病院事業の計画と推進、施設の管理

経　理　係 ◆病院の経理、物品の管理

医療事務課
hos-iji@city.ise.mie.jp

外　来　係 ◆外来の受け付けと案内、会計業務、診断書などの発行

入退院係 ◆入退院の受け付けと案内、医療相談

栄養管理課
hos-eiyo@city.ise.mie.jp

栄養管理係 ◆給食の献立、調理・配膳

栄養指導係 ◆栄養相談と指導、食事療法

健診センター
hos-kensin@city.ise.mie.jp

◆健康診断、人間ドック

伊
勢
市
消
防
本
部
（
署
）

総　務　課
syo-honbu@city.ise.mie.jp

庶　務　係 ☎㉕１２６４ ◆消防本部の庶務、消防団事務、消防広報

経　理　係 ☎㉕１２０６ ◆消防本部の経理、消防施設・設備の管理保全、備品な
　どの管理

消　防　課
syo-syoubou@city.ise.mie.jp

消　防　係 ☎㉕１２１６ ◆消防水利の開発・企画、警備計画の作成、消防職員・
　団員の教育訓練・研修、自主防災組織の育成

通信指令係 ☎㉕１２６１ ◆消防通信、災害の出動指令、救急医療情報、気象観測、
　防災行政無線の運用

予　防　課
syo-yobou@city.ise.mie.jp

予　防　係 ☎㉕１２６８
◆火災原因損害調査、火災統計、住宅防火（住宅用火災
　警報器）、防火対象物の立入検査、建築同意、消防用
　設備の設置指導・検査、消防法令の届け出の処理

危険物係 ☎㉕１２６３ ◆危険物製造所等の許認可、危険物施設の立入検査・保
　安対策指導、危険物関係法令の届け出の処理

消　防　署
ise-syoubou@city.ise.mie.jp

指　揮　係

☎㉕１２６２

◆災害現場の指揮

警　防　係 ◆火災など災害の警戒と防御、地理水利の調査、機械器
　具の管理保全、防火対象物の調査

救　急　係 ◆救急活動、教養訓練、応急救護の普及啓発

救　助　係 ◆救助活動、救助機械器具の管理保全

庶　務　係 ◆消防署の庶務、火災予防条例の各種届け出の処理
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支　所
神　社 ☎36４６５１
大　湊　 ☎36４５３４
浜　郷 ☎㉒４８８０
宮　本 ☎㉒２２３２
豊　浜 ☎37２０３８
北　浜 ☎37２０２６
城　田 ☎㉒３６３８
四　郷 ☎㉒２５７６
沼　木 ☎39１２０１

 福祉施設
福祉健康センター ☎㉗２４２５
小俣保健センター ☎㉒７８７０
ハートプラザみその ☎㉒６６０２
二見老人福祉センター ☎44０８３０
小俣本町保健福祉会館 ☎㉓０１９２
小俣元町保健福祉会館 ☎㉓１３８１
小俣明野保健福祉会館 ☎37１６４７
小俣宮前保健福祉会館 ☎㉓９３６４
小俣湯田保健福祉会館 ☎㉓７３８７
小俣北部保健福祉会館 ☎37２２４６
離宮の湯 ☎㉒０５４８

 医療施設
伊勢総合病院 ☎㉓５１１１
休日・夜間応急診療所

　内科・小児科 ☎㉕８７９５
　歯科 ☎㉗０８２９
救急医療情報センター ☎㉘１１９９

環境・衛生施設
伊勢広域環境組合

　清掃工場 ☎37１２１８
　リサイクルプラザ ☎38２８００
　クリーンセンター ☎37４８０５
　斎場（火葬場） ☎㉘５１２０
伊勢廃棄物投棄場 ☎㉒１２０８

二見廃棄物投棄場 ☎42１１１２
（二見・生活環境課）

小俣廃棄物投棄場 ☎㉒７８６１
（小俣・生活環境課）

御薗廃棄物投棄場 ☎㉒０２４１
（御薗・生活環境課）

二見美化センター ☎43４３２９
御薗リサイクルセンター ☎36７２００

そのほか
水道管理センター ☎㉓３３６０
伊勢やすらぎ公園管理事務所 ☎㉔８５０９

コミュニティ施設
いせ市民活動センター ☎⑳４３８５
二見公民館 ☎42１１１７

御薗公民館 ☎㉒０２３６
（御薗・地域振興課）

小俣公民館 ☎㉒７８８６
（生涯学習・スポーツ課）

小俣農村環境改善センター ☎㉕５０２１
 文化・教育施設

生涯学習センターいせトピア ☎㉑０９００
二見生涯学習センター ☎44１８３２
観光文化会館 ☎㉘５１０５
伊勢図書館 ☎㉑００７７
小俣図書館 ☎㉙３９００
尾崎咢堂記念館 ☎㉒３１９８
郷土資料館 ☎㉔２２０１
伊勢古市参宮街道資料館 ☎㉒８４１０
伊勢河崎商人館 ☎㉒４８１０
山田奉行所記念館 ☎36８８３３
賓日館 ☎43２００３
サンライフ伊勢 ☎㉘１２６６

産業施設
産業支援センター ☎63５６７７
郷の恵　風輪 ☎39１７４１
民話の駅　蘇民 ☎44１０００
サンファームおばた ☎㉖０８３１

スポーツ・レクリエーション施設
倉田山公園野球場 ☎㉕１３０３
朝熊山麓公園フットボール場

☎㉒７８９１
（生涯学習・スポーツ課）

朝熊山麓公園ソフトボール場

宮川スポーツグラウンド

市営庭球場 ☎㉘６３８６

やすらぎ公園プール ☎㉑５５６８
（商工労政課）

二見スポーツ公園

☎42１１１７
（二見公民館）

二見テニスコート

二見グラウンド

二見体育館

大仏山公園スポーツセンター
☎㉗５４９１
（小俣総合体育館）

小俣総合体育館

小俣児童体育館

御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎36４５１１
宮川ラブリバー公園 ☎090-2612-1155

主な市の施設
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