
通帳印字 支払担当課（施設)名
ｲｾ)ｱｶ)ｶﾝｷﾖｳC 赤堀環境センター ２７－２７３３　環境政策課まで
ｲｾ)ｱｶ)ﾋｶﾞｼｼﾖ 赤堀東小学校 ２０－２８１１
ｲｾ)ｱｶ)ﾐﾅﾐｼﾖｳ 赤堀南小学校 ６３－００５５
ｲｾ)ｱｶﾎﾞﾘｳﾝﾄﾞ 赤堀運動施設管理事務所 ６２－１９３０
ｲｾ)ｱｶﾎﾞﾘｺｳﾐﾝ 赤堀公民館 ６２－１１５３
ｲｾ)ｱｶﾎﾞﾘｼﾖｳ 赤堀小学校 ６２－００４９
ｲｾ)ｱｶﾎﾞﾘｼﾖﾑｶ 赤堀支所庶務課 ６２－９７９０
ｲｾ)ｱｶﾎﾞﾘﾁﾕｳ 赤堀中学校 ６２－０１３３
ｲｾ)ｱｶﾎﾞﾘﾖｳﾁｴ あかぼり幼稚園 ６２－３７４４
ｲｾ)ｱｽﾞﾏｳﾝﾄﾞｳ あずま運動施設管理事務所 ６２－７２７１
ｲｾ)ｱｽﾞﾏｷﾀｼﾖｳ あずま北小学校 ６３－１３３３
ｲｾ)ｱｽﾞﾏｺｳﾐﾝｶ あずま公民館 ６２－０１１５
ｲｾ)ｱｽﾞﾏｼﾖｳ あずま小学校 ６２－７０００
ｲｾ)ｱｽﾞﾏｼﾖﾑｶ あずま支所庶務課 ６２－９９０４
ｲｾ)ｱｽﾞﾏﾁﾕｳ あずま中学校 ６２－００５４
ｲｾ)ｱｽﾞﾏﾐﾅﾐｼﾖ あずま南小学校 ６２－０１３２
ｲｾ)ｱｽﾞﾏﾖｳﾁｴﾝ あずま幼稚園 ６２－０２４１
ｲｾ)ｱﾝｼﾝｱﾝｾﾞﾝ 安心安全課 ２７－２７０６
ｲｾ)ｲｾｻｷｾｲｴﾝ いせさき聖苑 ２１－０５００
ｲｾ)ｲｾｻｷﾊｲﾂ 母子生活支援施設伊勢崎ハイツ ２５－１４５９
ｲｾ)ｳｴﾊｽｺｳﾐﾝｶ 殖蓮公民館 ２６－４５６０
ｲｾ)ｳｴﾊｽｼﾖｳ 殖蓮小学校 ２５－４４４０
ｲｾ)ｳｴﾊｽﾁﾕｳ 殖蓮中学校 ２５－４４４５
ｲｾ)ｳｴﾊｽﾆｼﾖｳ 殖蓮第二小学校 ２５－３６１７
ｲｾ)ｳｴﾊｽﾖｳﾁｴﾝ 殖蓮幼稚園 ２６－４５６１
ｲｾ)ｶｲｹｲｶ 会計課 ２７－２７８０
ｲｾ)ｶｲｺﾞﾎｹﾝｶ 介護保険課 ２７－２７４２
ｲｾ)ｶﾞﾂｺｳｷﾖｳｲ 学校教育課 ２７－２７８７
ｲｾ)ｶﾝｷﾖｳｾｲｻｸ 環境政策課 ２７－２７３３
ｲｾ)ｶﾝｻﾞｲｶ 管財課 ２７－２７０３
ｲｾ)ｶﾝｻｶ 監査課 ２７－２７８４
ｲｾ)ｷﾞｶｲｼﾖﾑｶ （議会事務局）庶務課 (代) ２４－５１１１
ｲｾ)ｷｶｸﾁﾖｳｾｲｶ 企画調整課 ２７－２７０７
ｲｾ)ｷｷﾞﾖｳﾕｳﾁｶ 企業誘致課 ２７－２７５６
ｲｾ)ｷﾀｺｳﾐﾝｶﾝ 北公民館 ２５－４５４７
ｲｾ)ｷﾀｼﾖｳ 北小学校 ２５－４４５０
ｲｾ)ｷﾀﾀﾞｲﾆｼﾖｳ 北第二小学校 ２５－４４５４
ｲｾ)ｷﾖｳ)ｿｳﾑｶ （教育部）総務課 ２７－２７８５
ｲｾ)ｷﾖｳｲｸｹﾝｷﾕ 教育研究所 ２３－２４６９
ｲｾ)ｷﾖｳｲｸｼｾﾂｶ 教育施設課 ２７－２７９５
ｲｾ)ｷﾞﾖｳｾｲｶ 行政課 ２７－２７０２

ク ｲｾ)ｸｶｸｾｲﾘｶ 区画整理課 ２７－２７７０
ｲｾ)ｹｲﾔｸｹﾝｻｶ 契約検査課 ２７－２７１３
ｲｾ)ｹｿﾞｳｼﾞｳﾝﾄ 華蔵寺公園運動施設管理事務所 ２３－７０１５
ｲｾ)ｹﾝｺｳｷﾕｳｼﾖｸ 健康給食課 ７５－２５１７
ｲｾ)ｹﾝｺｳﾂﾞｸﾘｶ 健康づくり課 ２７－２７４６
ｲｾ)ｹﾝﾁｸｶ 建築課 ２７－２７６５
ｲｾ)ｹﾝﾁｸｼﾄﾞｳｶ 建築指導課 ２７－２７６２

カ

支払担当課・通帳印字対照表（５０音別）

問い合わせ電話番号（市外局番　０２７０）

ア

イ

ウ

キ

ケ

※電話番号欄に(代）があるものは、担当課をお呼びください。
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通帳印字 支払担当課（施設)名
ｲｾ)ｺｳｴﾝﾘﾖｸﾁｶ 公園緑地課 ２７－２７６８
ｲｾ)ｺｳﾂｳｾｲｻｸｶ 交通政策課 ２７－２７３４
ｲｾ)ｺｳﾍｲｲｲﾝｶｲ 公平委員会 (代) ２４－５１１１
ｲｾ)ｺｳﾎｳｶ 広報課 ２７－２７１１
ｲｾ)ｺｳﾚｲｾｲｻｸｶ 高齢政策課 ２７－２７５２
ｲｾ)ｺｸｻｲｶ 国際課 ２７－２７３１
ｲｾ)ｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎ 国民健康保険課 ２７－２７３５
ｲｾ)ｺｿﾀﾞﾃｼｴﾝｶ 子育て支援課 ２７－２７５０
ｲｾ)ｺﾄﾞﾓﾎｲｸｶ こども保育課 ２７－２７５１
ｲｾ)ｻﾞｲｾｲｶ 財政課 ２７－２７１２
ｲｾ)ｻｶｲｲﾖｸﾎｲｸ 境いよく保育所 ７６－１６３６
ｲｾ)ｻｶｲｳﾈﾒｺｳﾐ 境采女公民館 ７６－００１３
ｲｾ)ｻｶｲｳﾈﾒｼﾖｳ 境采女小学校 ７６－００１０
ｲｾ)ｻｶｲｳﾝﾄﾞｳ 境運動施設管理事務所 ７４－１１１３
ｲｾ)ｻｶｲｷﾀﾁﾕｳ 境北中学校 ７６－０００３
ｲｾ)ｻｶｲｸﾘｰﾝC 境クリーンセンター ２７－２７３３　環境政策課まで
ｲｾ)ｻｶｲｺﾞｳｼｺｳ 境剛志公民館 ７４－０１６８
ｲｾ)ｻｶｲｺﾞｳｼｼﾖ 境剛志小学校 ７４－００３７
ｲｾ)ｻｶｲｺｳﾐﾝｶﾝ 境公民館 ７４－５１０５
ｲｾ)ｻｶｲｼﾏﾑﾗｺｳ 境島村公民館 ７４－９３４５
ｲｾ)ｻｶｲｼﾖｳ 境小学校 ７４－００３６
ｲｾ)ｻｶｲｼﾖﾑｶ 境支所庶務課 ７４－００８４
ｲｾ)ｻｶｲｾｲｴﾝ さかい聖苑 ７０－６０００
ｲｾ)ｻｶｲﾆｼﾁﾕｳ 境西中学校 ７４－１０６８
ｲｾ)ｻｶｲﾋｶﾞｼｺｳ 境東公民館 ７４－０４５３
ｲｾ)ｻｶｲﾋｶﾞｼｼﾖ 境東小学校 ７４－０３２７
ｲｾ)ｻｶｲﾋﾉﾃﾞﾎｲ 境ひので保育所 ７４－５７０２
ｲｾ)ｻｶｲﾐﾅﾐﾁﾕｳ 境南中学校 ７４－０６３５
ｲｾ)ｼｶﾞｲﾁｾｲﾋﾞ 市街地整備課 (代) ２１－７４９０
ｲｾ)ｼﾞｷﾞﾖｳｶ 事業課 ２４－５７８０
ｲｾ)ｼｹﾞﾝｼﾞﾕﾝｶ 資源循環課 ２７－２７３２
ｲｾ)ｼｻﾝｾﾞｲｶ 資産税課 ２７－２７１９
ｲｾ)ｼﾄﾞｳｶﾝｻｶ 指導監査課 ２７－８８０２
ｲｾ)ｼﾐﾝSCｱｽﾞﾏ 市民サービスセンターあずま ３０－７６７６
ｲｾ)ｼﾐﾝSCﾐﾔｺ 市民サービスセンター宮子 ２０－７０００
ｲｾ)ｼﾐﾝｶ 市民課 ２７－２７２６
ｲｾ)ｼﾐﾝｶﾂﾄﾞｳｶ 市民活動課 ６１－６７１２
ｲｾ)ｼﾐﾝｾﾞｲｶ 市民税課 ２７－２７１５
ｲｾ)ｼﾞﾑｶﾝﾘｶ 事務管理課 ２７－２７０８
ｲｾ)ｼﾔｶｲﾌｸｼｶ 社会福祉課 ２７－２７４８
ｲｾ)ｼﾞﾕｳﾀｸｶ 住宅課 ２７－２７６４
ｲｾ)ｼﾕｳﾉｳｶ 収納課 ２７－２７２２
ｲｾ)ｼﾖｳ)ｹｲﾎﾞｳ 警防課 ２５－３５１１　消防本部総務課まで
ｲｾ)ｼﾖｳ)ｿｳﾑｶ （消防本部）総務課 ２５－３５１１　消防本部総務課まで
ｲｾ)ｼﾖｳ)ﾂｳｼﾝｼ 通信指令課 ２５－３５１１　消防本部総務課まで
ｲｾ)ｼﾖｳ)ｷﾕｳ 救急課 ２５－３５１１　消防本部総務課まで
ｲｾ)ｼﾖｳｶﾞｲｶﾞｸ 生涯学習課 ２７－２７９３
ｲｾ)ｼﾖｳｶﾞｲﾌｸｼ 障害福祉課 ２７－２７５３
ｲｾ)ｼﾖｳｺｳﾛｳﾄﾞ 商工労働課 ２７－２７５４
ｲｾ)ｼﾖｳﾋｾｲｶﾂC 消費生活センター ２０－７３００
ｲｾ)ｼﾞﾖｳﾎｳｾｲｻ 情報政策課 ２７－２７０９
ｲｾ)ｼﾖｸｲﾝｶ 職員課 ２７－２７０５
ｲｾ)ｼﾞﾝｹﾝｶ 人権課 ２７－２７３０

ス ｲｾ)ｽﾎﾟｰﾂｼﾝｺｳ スポーツ振興課 ２７－２７４７
ｲｾ)ｾｲｼﾖｳﾈﾝｼﾄ 青少年指導センター ２７－８０９０
ｲｾ)ｾﾝｷﾖｶ 選挙課 ２７－２７８１

ソ ｲｾ)ｿｳﾑ)ｿｳﾑｶ （総務部）総務課 ２７－２７０１

支払担当課・通帳印字対照表（５０音別）
問い合わせ電話番号（市外局番　０２７０）

コ
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シ

セ
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※電話番号欄に(代）があるものは、担当課をお呼びください。
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通帳印字 支払担当課（施設)名
ｲｾ)ﾀﾞｲｲﾁﾁﾕｳ 第一中学校 ２５－４４５６
ｲｾ)ﾀﾞｲｲﾁﾖｳﾁｴ 第一幼稚園 ２５－０３２０
ｲｾ)ﾀﾞｲｻﾝﾁﾕｳ 第三中学校 ２４－２１５１
ｲｾ)ﾀﾞｲｻﾝﾎｲｸｼ 第三保育所 ２５－２６２７
ｲｾ)ﾀﾞｲﾆﾁﾕｳ 第二中学校 ３２－００４７
ｲｾ)ﾀﾞｲﾆﾎｲｸｼﾖ 第二保育所 ２５－１９５９
ｲｾ)ﾀﾞｲﾖﾝﾁﾕｳ 第四中学校 ３２－８１０５
ｲｾ)ﾀﾞｲﾖﾝﾎｲｸｼ 第四保育所 ２５－３２３４

チ ｲｾ)ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴ 地域包括支援センター ２７－２７４５
ｲｾ)ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ 道路維持課 ２７－２７６１
ｲｾ)ﾄｼｶｲﾊﾂｶ 都市開発課 (代) ２１－７４９０
ｲｾ)ﾄｼｹｲｶｸｶ 都市計画課 ２７－２７６６
ｲｾ)ﾄｼﾖｶﾝｶ 図書館課 ２３－２３４６
ｲｾ)ﾄﾁｶｲﾘﾖｳｶ 土地改良課 ２７－６２７１
ｲｾ)ﾄﾞﾎﾞｸｶ 土木課 ２７－２７６０
ｲｾ)ﾄﾖｳｹｺｳﾐﾝｶ 豊受公民館 ３２－０３５０
ｲｾ)ﾄﾖｳｹｼﾖｳ 豊受小学校 ３２－０２８０
ｲｾ)ﾅﾜｺｳﾐﾝｶﾝ 名和公民館 ３２－００３４
ｲｾ)ﾅﾜｼﾖｳ 名和小学校 ３２－００７２
ｲｾ)ﾅﾜﾖｳﾁｴﾝ 名和幼稚園 ３２－２０８０

ネ ｲｾ)ﾈﾝｷﾝｲﾘﾖｳｶ 年金医療課 ２７－２７３９
ｲｾ)ﾉｳｷﾞﾖｳｲｲﾝ 農業委員会事務局 ２７－２７８２
ｲｾ)ﾉｳｾｲｶ 農政課 ２７－２７５７
ｲｾ)ﾉｳｿﾝｾｲﾋﾞｶ 農村整備課 ２７－６２７１

ハ ｲｾ)ﾊﾞﾝﾄﾞｳｼﾖｳ 坂東小学校 ３２－７０７７
ｲｾ)ﾋｼﾖｶ 秘書課 ２７－２７００
ｲｾ)ﾋﾛｾｼﾖｳ 広瀬小学校 ２５－４４５３
ｲｾ)ﾌﾞﾝｶｶﾝｺｳｶ 文化観光課 ２７－２７５８
ｲｾ)ﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｺ 文化財保護課 ７５－６６７２
ｲｾ)ﾐｻﾄｺｳﾐﾝｶﾝ 三郷公民館 ２３－１９５２
ｲｾ)ﾐｻﾄｼﾖｳ 三郷小学校 ２５－４４４２
ｲｾ)ﾐｻﾄﾖｳﾁｴﾝ 三郷幼稚園 ２３－１９５１
ｲｾ)ﾐﾅﾐｺｳﾐﾝｶﾝ 南公民館 ２６－８３３３
ｲｾ)ﾐﾅﾐｼﾖｳ 南小学校 ２５－４４５２
ｲｾ)ﾐﾅﾐﾖｳﾁｴﾝ 南幼稚園 ２５－１０９８
ｲｾ)ﾐﾔｺﾞｳｺｳﾐﾝ 宮郷公民館 ２５－２３５６
ｲｾ)ﾐﾔｺﾞｳｼﾖｳ 宮郷小学校 ２５－４４４３
ｲｾ)ﾐﾔｺﾞｳﾁﾕｳ 宮郷中学校 ２５－４４４８
ｲｾ)ﾐﾔｺﾞｳﾆｼﾖｳ 宮郷第二小学校 ４０－５１１０
ｲｾ)ﾐﾔｺﾞｳﾖｳﾁｴ 宮郷幼稚園 ２４－４３７３
ｲｾ)ﾓﾛｸﾘｰﾝC 茂呂クリーンセンター ３２－２５５８
ｲｾ)ﾓﾛｺｳﾐﾝｶﾝ 茂呂公民館 ２５－２６７１
ｲｾ)ﾓﾛｼﾖｳ 茂呂小学校 ２５－４４４１
ｲｾ)ﾓﾛﾖｳﾁｴﾝ 茂呂幼稚園 ２６－４４６０

ヨ ｲｾ)ﾖﾂﾊﾞｶﾞｸｴﾝ 四ツ葉学園中等教育学校 ２１－４１５１
ｲｾ)ﾘｻｲｸﾙC21 清掃リサイクルセンター２１ ２７－２７３３　環境政策課まで
ｲｾ)ﾘﾝｶｲｶﾞﾂｺｳ 臨海学校 ２７－２７９５　教育施設課まで
ｲｾ)ﾘﾝﾎﾟｶﾝ 隣保館 ２３－３４６１

※電話番号欄に(代）があるものは、担当課をお呼びください。

タ

ト

ナ

ヒ

フ

支払担当課・通帳印字対照表（５０音別）
問い合わせ電話番号（市外局番　０２７０）

ミ

モ

リ

ノ
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