
秘書室 ☎６５－６５０１ 本館３階 市長・副市長の秘書、儀式、褒賞など

市民広報室 ☎６５－６５０４ 本館３階 広報広聴など

総務課
[財産管理室]

☎６５－６５０３
☎６５－１７１７ 本館３階 文書法規、情報公開、統計など

庁舎・市有財産の管理など

人事課
[コンプライアンス推進室] ☎６５－６５０２ 本館３階 人事、給与など

コンプライアンスの推進など

行政経営改革室 ☎６５－６７０２ 本館２階 行政改革、公共施設のマネジメントなど

財政課 ☎６５－６５０６ 本館３階 予算編成、財政計画など

防災危機管理課
[原子力安全対策室] ☎６５－６５５５ 東別館３階 消防・防災、危機管理など

原子力防災など

庁舎整備室 ☎６５－６９０７ 東別館４階 庁舎の建設など

人権施策推進課 ☎６５－６５６０ 本館２階 人権啓発、男女共同参画推進など

<長浜地域総合センター> ☎６２－５３４５ 西上坂町1149-3 長浜地域総合センターの管理・運営など

<虎姫コミュニティセンター> ☎７３－３６５５ 酢280-1 虎姫コミュニティセンターの管理・運営など

契約検査課 ☎６５－６５０７ 本館２階 建設工事等の入札、契約事務、工事検査など

企画政策課 ☎６５－６５０５ 本館３階 市政の総合的推進、総合計画、土地利用など

市民協働推進課 ☎６５－８７２２ 本館２階 自治会、ＮＰＯ、防犯、交通安全対策、地域づくり協議会、多文化共生
など

情報政策課 ☎６５－６５８１ 東別館３階 情報施策、庁内情報システム整備、電算機器の活用など

生涯学習・文化スポーツ課 ☎６５－６５５２ 本館２階 社会教育施設・体育施設の管理運営、生涯学習、公民館、青少年育成、
文化振興、スポーツ振興など

支所 ※右頁のとおり

環境保全課
[地域エネルギー振興室] ☎６５－６５１３ 本館２階

環境保全、公害対策、エコライフの推進、公衆衛生、墓地、生活環境、
消費生活など
地域エネルギーの調査・推進など

保険医療課 ☎６５－６５１２ 本館１階 国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療、国民年金など

市民課 ☎６５－６５１１ 本館１階 戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、住居表示、埋火葬許可など

税務課 ☎６５－６５０８ 別館１階 市県民税、国民健康保険料、固定資産税、軽自動車税、納税など

滞納整理課 ☎６５－６５１７ 本館２階 滞納整理（市税・国民健康保険料）、納付指導など

社会福祉課
[福祉・子育て臨時給付金室]

☎６５－６５１９
☎６５－６５２８ 東別館１階 福祉企画、民生委員・児童委員、生活保護など

臨時給付金の支給など

しょうがい福祉課 ☎６５－６５１８ 東別館１階 しょうがい福祉など

[児童発達支援センター ] ☎６５－６９０４ ながはまウェルセンター 発達支援、相談支援など

子育て支援課
[家庭児童相談室]

☎６５－６５１４
☎６５－６５４４ 東別館１階 子育て支援、放課後児童クラブなど

家庭児童相談など

健康推進課
[地域医療室] ☎６５－７７７９ ながはまウェルセンター 健康企画、成人保健、母子保健、健康診断、予防接種など

地域医療、診療所など

<北部健康推進センター> ☎８５－６４２０ 保健センター高月分室１階 北部振興局区域の成人保健・母子保健など

高齢福祉介護課
［湖北地域介護認定審査室］

☎６５－７７８９
☎６５－８２５０ 東別館１階 高齢者福祉、介護認定調査、介護保険など

介護認定審査など

地域包括支援課
<長浜地域包括支援センター> ☎６５－７８４１ 東別館１階 地域包括支援センターの統括など

北部地域包括支援センター管轄区域外の高齢者の包括的支援など

<北部地域包括支援センター> ☎８５－３１１５ 高月支所１階 北部振興局区域の高齢者の包括的支援など

商工振興課 ☎６５－８７６６ 本館２階 商工業振興、勤労者福祉、企業内人権、事業資金の融資など

長浜駅周辺まちなか活性化室 ☎６５－６５４５ 本館２階 中心市街地活性化、長浜駅周辺の整備など

観光振興課 ☎６５－６５２１ 本館２階 観光振興、観光施設の整備、観光行事など

農政課 ☎６５－６５２２ 東別館２階 農水産振興、担い手支援、生産調整、特産振興、田園整備など

森林整備課
[鳥獣害対策室] ☎６５－６５２６ 東別館２階 森林整備、治山・林道施設の管理など

鳥獣害対策など

都市計画課
[交通対策室]
[用地対策室]

☎６５－６５４１ 東別館２階
都市計画、景観、都市整備、公園緑地など
公共交通対策、駐車場・駐輪場など
公共用地の取得など

道路河川課 ☎６５－６５３１ 東別館２階 道路新設・改良・維持管理、占用、法定外公共物、地籍調査、砂防、河
川、除雪など

建築住宅課
[すまい政策推進室] ☎６５－６５３３ 東別館２階

住宅施策、市営住宅の管理、地域改善事業の管理調整、市有建物の建
築など
空き家対策、住生活施策など

開発建築指導課 ☎６５－６５４３ 東別館２階 開発指導、建築確認、建築指導など

上下水道課 ☎６５－１６００ 東別館２階 公共下水道、農業集落排水、簡易水道など

※右頁のとおり

会計課 ☎６５－６５０９ 本館１階 出納、審査など

総務部

市 長

●市長の事務部局

※北部振興局・支所の組織

※病院事業の組織

●議会・行政委員会の組織・機関

副市長

企画部

市民生活部

健康福祉部
【福祉事務所】

産業経済部

都市建設部

北部振興局

会計管理者

４月から市役所の組織機構が
一部変わりました

問 行政経営改革室（☎６５–６７０２）

　平成26年度は、「長浜の希望の未来を進取果敢に切り拓く」ため
の課題事業の推進強化と合併効果を行政サービスの向上に結実さ
せるため、市役所のしくみや課の名前、課の仕事の内容などを、次の
とおり改正しました。

１　課題事業の推進強化 
（１）行政経営改革室の設置＜総務部内＞

　持続可能な行政経営を確立するため、行財政改革と公共施
設マネジメントを一体的に進めます。

（２）すまい政策推進室の設置＜建築住宅課内＞
　空き家関連施策や住生活政策の総合的な企画調整を行いま
す。

（３）福祉・子育て臨時給付金室の設置＜社会福祉課内＞ 
　臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金を、適正
かつ円滑に支給します。

（４）移住施策総括担当の設置＜市民協働推進課内＞ 
　市への移住に関する問合せに対応する総合窓口と、移住施
策の企画調整を行います。

（５）教育改革推進室の設置＜教育委員会事務局内＞
　学力向上、いじめ対策、特別支援教育、運動遊び、学校規模の
適正化および子育て憲章の推進等を重点化するなど、教育改
革の企画および総合調整を行います。

２　地域課題への的確な対応および北部地域の振興体制の強化
（１）支所を企画部に配置

　地域の課題に対して、企画部の調整機能を活かした部局横
断的な対応を図るとともに、市の一体感ある地域振興を推進
するため、支所を企画部に位置づけました。

（２）北部振興局の体制強化
　北部地域の課題を把握し、地域住民との協働連携および北
部振興施策の推進体制を強化するため、北部振興局の人員を
拡充しました。

 ３　合併による行政サービスの質的向上と事務の効率化の推進
（１）支所の一部事務を本庁・北部振興局に集約

　合併効果を行政サービスに反映するため、支所における本
庁との連絡調整および取継機能を維持しつつ集約しました。 

（２）支所の機動力の強化
　地域住民に最も身近な行政サービス提供拠点である支所を
グループ制とし、地域特性に応じた機動力のある組織体制と
しました。

（３）地籍調査業務の一元化
　北部振興局産業振興課の地籍調査業務を本庁道路河川課に
移管し、業務を一元化しました。これにより、北部振興局での
取継窓口を建設課に設置しました。

浅井支所 ☎７４－４３５０ 支所１階

びわ支所 ☎７２－３２２１ 支所１階

虎姫支所 ☎７３－３００１ 支所１階

湖北支所 ☎７８－８３００ 支所１階

高月支所 ☎８５－３１１２ 支所１階

余呉支所 ☎８６－３２２１ 支所１階

西浅井支所 ☎８９－１１２１ 支所１階

地域振興課 ☎８２－５９００ 北部振興局２階

<木之本総合センター> ☎８２－３４９７ 木之本町田部542

福祉生活課 ☎８２－５９０１ 北部振興局１階

産業振興課 ☎８２－５９０２ 北部振興局２階

建設課
［丹生ダム対策室］ ☎８２－５９０４ 北部振興局２階

上下水道課 ☎８２－５９０３ 北部振興局１階

市立長浜病院 ☎６８－２３００ 大戌亥町313

湖北病院 ☎８２－３３１５ 木之本町黒田1221

介護老人保健施設
湖北やすらぎの里 ☎８２－３７２５ 木之本町黒田1221

事務局 ☎６５－６５４７ 別館３階

事務局 ☎６５－６５０３ 本館３階

事務所 ☎６５－６５４８ 別館４階

事務局 ☎６５－６５４８ 別館４階

事務局 ☎６５－６５４９ 東別館２階

事務局 ☎６５－６５０３ 本館３階

教育長

事務局

企画部

病院事業
管理者

北部振興局

議会

監査委員

選挙管理委員会

農業委員会

公平委員会

固定資産評価
審査委員会

教育委員会

教育総務課 ☎７４－３７００ 浅井支所２階 教育委員会の運営、学校・園の施設管理など

［文化財保護センター］ ☎６４－０３９５ 東上坂町981 文化財の調査・指定・保護など

［歴史文化推進室］ ☎６３－４６１１ 長浜城歴史博物館内 博物館、資料館の統括など

＜長浜城歴史博物館＞

教育改革推進室 ☎７４－３７０１ 浅井支所２階 教育改革の企画・総合調整など

教育指導課 ☎７４－３７０１ 浅井支所２階 学校経営、教育課程、生徒指導、特別支援教育など

［虎姫教育指導事務所］ ☎７３ー４８５５ 虎姫支所１階 虎姫・湖北支所区域内の生徒指導、教育課程、特別支援教育など

［木之本教育指導事務所］ ☎８２ー５９０６ 北部振興局１階 北部振興局区域内の生徒指導、教育課程、特別支援など

［図書館運営室］ ☎６３－２１２２ 長浜図書館内 図書館の統括など

＜市立図書館・教育センター・青少年センター・小学校・中学校＞

すこやか教育推進課 ☎７４－３７０３ 浅井支所２階 学校事務、就学援助、学校保健体育、学校給食など

［学校給食室］ ☎６３－５８１８ 長浜学校給食センター内 学校給食センターの統括など

＜学校給食センター＞

幼児課 ☎７４－３７０４ 浅井支所２階 幼稚園・保育園・認定こども園の運営、就学前教育の指導など

＜幼稚園・保育園・認定こども園＞
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