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４月から市役所の組織機構が
一部変わります 問行政経営改革課（☎６５－６７０２）

〈北部振興局・支所〉 　平成 31年度は、合併後 10年という節目を迎え、今後、

更なる一体感の醸成を図り、中長期的な視点に立った持

続可能なまちづくりを進めて行く必要があります。

　長浜市総合計画の理念の実現に向け、限られた財源や

人的資源を最大限に有効活用し各種施策を確実に進める

とともに、本市の喫緊の課題に対しスピード感を持って、

効率的かつ効果的に対応するため組織機構を整備しま

す。主な改正は次のとおりです。

【全ての世代がいきいきと生活できるまちづくりの推進】
　本市の介護・医療・福祉の連携と充実を強力に推し進

めるため、市立長浜病院と長浜赤十字病院の一体的な連

携の支援と在宅医療の連携を図る地域医療課と、健康寿

命の延長や全世代と地域の健康づくりを企画する健康企

画課の２課を新たに健康福祉部に設けます。

【農林業政策の推進および６次産業化拠点整備】
　中長期的観点での農林水産振興に係る政策立案と施策

展開を総括的にマネジメントし、併せて、農林連携によ

り、スピード感を持って、市の命題である６次産業化拠

点の整備をより強力に推し進めるため、農林政策課を設

置し、その課内室に６次産業化拠点整備室を設けます。

　また、持続可能な農業経営をめざした担い手の育成、

鳥獣害の更なる軽減に向けた農業施策との連携強化、中

山間地域の農林業課題への機動的な対応や本市の多数を

占める森林の保全、林業の振興、さらには、近年常態化

しつつある風水害による災害復旧や農林水産施設の適正

管理について、組織的に一体的かつ効率的な執行を図る

ため、現行体制を再編し、農業振興課および森林田園整

備課を設置します。
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教育総務課 ☎６５－８６０３ 本庁舎５階 教育委員会の運営、学校・園の施設管理など

教育改革推進室 ☎６５－８６０４ 本庁舎５階 教育改革の企画・総合調整など

教育指導課

[教職員人事室 ]

[ 木之本教育指導事務所 ]

☎６５－８６０５

☎８２ー５９０６

本庁舎５階

北部振興局３階

学校経営、教育課程、生徒指導、特別支援教育、
教育センター、青少年センターなど
教職員の人事など
北部振興局区域内の生徒指導、教育課程、特別支援など

すこやか教育推進課
[学校給食室 ] ☎６５－８６０６ 本庁舎５階 学校事務、就学援助、学校保健体育、教育環境整備など

学校給食など

幼児課 ☎６５－８６０７ 本庁舎５階 幼稚園・保育所・認定こども園の運営、就学前教
育の指導など

地域振興課 ☎８２－５９００ 北部振興局２階

福祉生活課 ☎８２－５９０１ 北部振興局１階

建設課
［丹生ダム対策室］ ☎８２－５９０４ 北部振興局２階

浅井支所 ☎７４－３０２０ 内保町2490-1

びわ支所 ☎７２－３２２１ 難波町505

虎姫支所 ☎７３－３００１ 宮部町3445

湖北支所 ☎７８－１００１ 湖北町速水2745

高月支所 ☎８５－３１１１ 高月町渡岸寺160

余呉支所 ☎８６－３２２１ 余呉町中之郷2434

西浅井支所 ☎８９－１１２１ 西浅井町大浦2590

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 本庁舎６階

事務局 ☎６５－６５０３ 本庁舎４階

事務所 ☎６５－６５４８ 本庁舎５階

事務局 ☎６５－６５４８ 本庁舎５階

事務局 ☎６５－６５４９ 本庁舎２階

事務局 ☎６５－６５０３ 本庁舎４階

教育長

事務局

●病院事業の組織

●介護老人保健施設事業の組織

●議会・行政委員会の組織・機関

●市長の事務部局
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総務課
[内部リスク管理室 ] ☎６５－６５０３ 本庁舎４階 文書法規、情報公開、庁舎管理など

内部統制の運用、公益通報など

人事課 ☎６５－６５０２ 本庁舎４階 人事、給与、人材育成など
財政課 ☎６５－６５０６ 本庁舎４階 予算編成、財政計画など
公共施設マネジメント課 ☎６５－１７１７ 本庁舎４階 行政財産の総括、公共施設等総合管理計画、未利用財産の利活用など
契約検査課 ☎６５－６５０７ 本庁舎５階 建設工事等の入札、契約審査、工事検査など

総
合
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策
部

総合政策課 ☎６５－６５０５ 本庁舎４階 市政の総合的な企画立案・調整、総合計画、土地利用、教育大綱、地方創生など
秘書課 ☎６５－６５０１ 本庁舎４階 市長・副市長の秘書、儀式、褒賞など
市民広報課 ☎６５－６５０４ 本庁舎４階 広聴、広報、ふるさと納税、自治体クラウドファンディングなど
情報政策課 ☎６５－６５８１ 本庁舎３階 地域情報施策、行政情報化、庁内情報システム整備、統計など
行政経営改革課 ☎６５－６７０２ 本庁舎４階 行政経営改革、組織機構など
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民
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働
部

市民活躍課 ☎６５－８７１１ 本庁舎３階 自治会、防犯、交通安全、多文化共生、国際交流、姉妹都市交流、移住施策、市民
活動団体、地域づくり協議会、市民活動センター、市民まちづくりセンターなど

生涯学習文化課 ☎６５－６５５２ 本庁舎３階 生涯学習、市立図書館、社会教育、青少年育成、文化芸術の振興及び創造など
産業文化交流拠点整備室 ☎６５－６９０７ 本庁舎３階 産業文化交流拠点整備など
スポーツ振興課 ☎６５－８７８７ 本庁舎３階 スポーツ振興、「第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会」の環境整備など

歴史遺産課 ☎６５－６５１０
☎６３－４６１１

本庁舎２階
長浜城歴史博物館

歴史文化施策の企画・推進、博物館・資料館の運営企画、文化財の調査・保存・活
用など

人権施策推進課 ☎６５－６５６０ 本庁舎２階 人権施策、男女共同参画、女性活躍、長浜地域総合センター・虎姫コミュニティ
センター・木之本総合センターの管理・運営など

市
民
生
活
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環境保全課 ☎６５－６５１３ 本庁舎１階 環境保全、エコライフ、自然公園、生活環境、墓地、犬の登録、消費生活相談、地
域エネルギーの調査・推進、湖北野鳥センターなど

保険医療課 ☎６５－６５１２ 本庁舎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 本庁舎１階 戸籍、住民票、印鑑登録、マイナンバーカード、住居表示、埋火葬許可など
税務課 ☎６５－６５０８ 本庁舎１階 市県民税、国民健康保険料、固定資産税、軽自動車税など
滞納整理課 ☎６５－６５１７ 本庁舎１階 滞納整理・納付指導など(市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料)
支所 ※右頁のとおり
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社会福祉課 ☎６５－６５１９ 本庁舎１階 福祉企画、地域福祉、民生委員・児童委員、生活保護、生活困窮相談、戦没者遺族等援護、結婚支援など

しょうがい福祉課
児童発達支援センター

☎６５－６５１８
☎６５－６９０４

本庁舎１階
ながはまウェルセンター

しょうがい福祉、障害支援区分の認定など
早期療育、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 本庁舎１階 児童福祉、児童手当、児童扶養手当、ひとり親相談、放課後児童クラブなど

家庭児童相談、ＤＶ(ドメスティックバイオレンス)、里親など

健康企画課 ☎６５－７７７９ ながはまウェルセンター 健康ながはま21、健康都市宣言、献血、健康推進員、0次予防コホートなど
地域医療課 ☎６５－６３０１ 本庁舎５階 地域医療、救急医療、災害医療、国民健康保険直営診療所、休日急患診療所など
健康推進課 ☎６５－７７５９ ながはまウェルセンター 母子保健、成人保健、精神保健、健康診断、予防接種、北部健康推進センターなど

高齢福祉介護課
［介護認定審査室］

☎６５－７７８９
☎６５－８２５０ 本庁舎１階 高齢者福祉、介護認定申請、介護保険、地域包括ケアシステム、介護予防など

介護認定審査など

プレミアム付商品券事務室 ☎６５－６５２８ 本庁舎１階 プレミアム付商品券事業
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業
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商工振興課
[長浜駅周辺まちなか活性化室 ]

☎６５－８７６６
☎６５－６５４５ 本庁舎２階 商工業振興、事業者支援、創業支援、企業立地、就労支援、勤労者福祉、企業内人権など

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 本庁舎２階 観光振興、観光の広報宣伝など

農林政策課
[６次産業化拠点整備室 ] ☎６５－６５２０ 本庁舎２階

農山漁村及び農林水産業振興の総合的な企画調整など
小谷城スマートインターチェンジ周辺における新産業拠点の整備、農林水産業の６次産業化の推進など

農業振興課
[鳥獣害対策室 ]

　北部農林振興事務所

☎６５－６５２２ 本庁舎２階
農水産業振興、農業振興地域、担い手支援、生産調整など
鳥獣対策、カワウ被害防止対策など

北部地域における農林水産事業など☎８２－５９０２ 北部振興局１階

森林田園整備課 ☎６５－６５２６ 本庁舎２階 森林・里山整備、造林間伐事業、森林資源の活用、緑の募金、治山・林道施設整備、
農業農村整備、土地改良事業、農業水利、農業土木施設管理、農地保全管理など

都
市
建
設
部

都市計画課
[交通対策室 ]

[ 田村駅周辺整備室 ]

☎６５－６５４１

☎６５－６５６２
本庁舎２階

都市計画、景観まちづくり、屋外広告物、都市整備、公園緑地など
公共交通対策(鉄道・バス路線)、鉄道駅関連施設(駐車場・駐輪場)の維持管理
など
田村駅周辺の整備など

道路河川課 ☎６５－６５３１ 本庁舎２階 道路、橋梁、河川、砂防、除雪、地籍調査、法定外公共物など

建築住宅課
[すまい政策推進室 ] ☎６５－６５３３ 本庁舎２階 市営住宅等の管理、地域改善事業の監理調整、市有建物の建築・営繕など

住宅施策、空き家関連施策の総括など

開発建築指導課 ☎６５－６５４３ 本庁舎２階 開発指導、建築確認、建築指導など
技術監理室 ☎６５－６５６８ 本庁舎５階 建設工事技術、公共工事の品質確保など

下
水
道

事
業
部

下水道総務課 ☎６５－１６００ 本庁舎２階 公共下水道、農業集落排水に関する経営・料金など

下水道施設課 ☎６５－１６０１ 本庁舎２階 公共下水道、農業集落排水施設の維持管理・建設など

防災危機管理局
[原子力安全対策室 ] ☎６５－６５５５ 本庁舎３階 防災、危機管理、自主防災組織など

原子力安全、原子力防災など

北部振興局 ※右頁のとおり
会計課 ☎６５－６５０９ 本庁舎１階 出納、審査など


