
別紙2_部門一覧
初回導入時には以下にて記載している部門コードを登録すること。
項番 部局室 課・室名 部門ID
1 市政統括 bu_shisei
2 市政統括 政策推進室 suishin
3 市政統括 秘書室 hisyo
4 市政統括 箕面広報室 kouhou
5 総務部 bu_somu
6 総務部 総務課 soumu
7 総務部 法制室 housei
8 総務部 人事室 syokuin
9 総務部 契約検査室 keiyaku
10 総務部 情報政策室（情報政策） jyouhou
11 総務部 市民安全政策室 bousai
12 総務部 財政経営室 zaisei
13 総務部 税務課 zeimu
14 総務部 市民税室 siminzei
15 総務部 固定資産税室 kotei
16 総務部 債権管理機構（総務部） somushuno
17 総務部 水防・土砂災害対策推進室 suibou
18 人権文化部 bu_jinken
19 人権文化部 文化国際室（人権文化部） bunka
20 人権文化部 生涯学習・市民活動室（人権文化部） katudou
21 人権文化部 人権施策室（人権文化部） jinken
22 市民部 bu_shimin
23 市民部 市民サービス政策室 siminservice
24 市民部 窓口課 simin
25 市民部 戸籍住民異動室 koseki
26 市民部 国民健康保険室 kokuho
27 市民部 債権管理機構（市民部） shiminshuno
28 市民部 介護・医療・年金室 iryouseido
29 市民部 環境整備室 seibi
30 地域創造部 bu_chiiki
31 地域創造部 箕面営業室 eigyou
32 地域創造部 地域活性化室 kasseika
33 地域創造部 交通政策室 koutuu
34 地域創造部 北急まちづくり推進室 machidukuri
35 地域創造部 鉄道延伸室 kitakyu
36 健康福祉部 bu_kenko
37 健康福祉部 健康福祉政策室 lifeplaza
38 健康福祉部 生活援護室 chiiki
39 健康福祉部 障害福祉室 syougaifukushi
40 健康福祉部 地域保健室 kenkou
41 健康福祉部 高齢福祉室 kaigo
42 健康福祉部 保健スポーツ室（健康福祉部） sports
43 健康福祉部 広域福祉課 kouikifukusi
44 健康福祉部 地域包括ケア室 hokatsu
45 みどりまちづくり部 bu_midori
46 みどりまちづくり部 まちづくり政策室 machi
47 みどりまちづくり部 審査指導室 kaisi
48 みどりまちづくり部 営繕課 jyuutaku
49 みどりまちづくり部 建築室 kenchiku
50 みどりまちづくり部 道路整備室 douro
51 みどりまちづくり部 道路管理室 dourokanri
52 みどりまちづくり部 公園緑地室 midori
53 みどりまちづくり部 環境動物室 animal
54 みどりまちづくり部 農業振興課（みどりまちづくり部） nousei
55 みどりまちづくり部 箕面産と食の推進室 syokuiku
56 競艇事業局 kyoku_kyotei
57 競艇事業局 競艇事業局企画室 kikaku
58 競艇事業局 競艇事業局業務室 gyoumu
59 子ども未来創造局 子ども未来創造局（学校教育担当） kyoku_gakko
60 子ども未来創造局 子ども未来創造局（子育て担当） kyoku_kosodate
61 子ども未来創造局 子ども未来創造局（生涯学習） bu_shougai



62 子ども未来創造局 教育政策室 edupolicy
63 子ども未来創造局 教職員人事室 edukyousyoku
64 子ども未来創造局 学校施設管理室 edukanri
65 子ども未来創造局 学校教育室 edugakkou
66 子ども未来創造局 青少年指導センター youth
67 子ども未来創造局 学校生活支援課 edushien
68 子ども未来創造局 教育センター educenter
69 子ども未来創造局 人権施策室（子ども未来創造局） edujinken
70 子ども未来創造局 青少年育成室 seishonen
71 子ども未来創造局 幼児教育保育室 infancy
72 子ども未来創造局 子育て支援課 kodomo
73 子ども未来創造局 子どもすこやか室 sukoyaka
74 子ども未来創造局 子ども成長見守り室 mimamori
75 子ども未来創造局 文化国際室（子ども未来創造局） bunka2
76 子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室（子ども未来創造局） syogai
77 子ども未来創造局 天然記念物室 tennen
78 子ども未来創造局 児童相談支援センター jidosodan
79 子ども未来創造局 中央図書館 cyuuoulib
80 会計室 会計室 suitou
81 議会事務局 kyoku_gikaijimu
82 議会事務局 議会事務局総務室 gikai
83 議会事務局 議会事務局議事室 giji
84 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 senkan
85 監査委員事務局 監査委員事務局 kansa
86 公平委員会事務局 公平委員会事務局 kouhei
87 農業委員会事務局・農業公社 農業振興課（農業委員会事務局） nougyou
88 消防本部・署 bu_shobo
89 消防本部・署 消防本部消防総務室 syoubousoumu
90 消防本部・署 消防本部予防室 yobou
91 消防本部・署 消防本部消防企画室 fireplan
92 消防本部・署 箕面消防署警防第一室第二室 keibou1and2
93 消防本部・署 箕面消防東分署 higashibunsyo
94 消防本部・署 箕面消防本部通信指令室 tuusin


