
区 分 業  務  名 課 名 係 名 電話番号

届出・証明
年金・相談

住民基本台帳、印鑑登録、外国人事務、戸籍、火葬の許可、年金

市民課

窓口係 23-1128

市民相談、法律相談、DV相談 市民相談係
23-1299

人権相談 人権推進室

消費生活相談 消費生活センター 23-1115

税

市民税の調査・賦課、税務関係各種証明、税の収納整理

税務課

市民税係 23-1124

固定資産の評価、固定資産税の賦課 固定資産税係 23-1125

市税・県民税の徴収、滞納整理 徴収対策室 23-1126

保険

国保・介護保険・後期高齢者医療保険料の賦課・資格及び保険証等の管理

保険課

賦課管理係 23-1130

国保・後期高齢者医療の給付、保健事業 医療給付係 23-1129

国保・介護保険・後期高齢者医療の保険料の徴収 徴収係 23-1246

福祉

障害者の福祉、赤十字、福祉医療、地域福祉計画

福祉課

福祉係 23-1245

高齢者の福祉、老人福祉施設 高齢福祉係 23-1157

高齢者の総合相談窓口 地域包括支援センター 23-1244

介護保険給付、認定、介護保険施設 介護支援係 23-1158

生活保護法による保護の決定・実施 保護係 23-1155

子育て支援、児童手当、ひとり親家庭の支援、家庭児童相談窓口 子ども未来室 23-1156

健康・医療
感染症予防、地域医療、救急医療、健康づくり 健康

増進課
健康企画係 23-1132

母子および成人の保健指導、健康診査、健康相談、食育の推進 健康推進係 23-1133

ごみ・環境

畜犬登録、狂犬病予防、浄化槽設置、その他環境保全
生活
環境課

環境衛生係 23-1134

廃棄物の処理・清掃 廃棄物対策係 23-1249

清掃工場 清掃工場 25-3230

水道

水道使用料の賦課・徴収、給水届受付

水道課

総務係 23-1169

施設の設計・施工監督、漏水防止対策、建設諸申請届の受付 建設係 23-1170

給水装置の新設・維持管理、量水器の維持管理・検針、専用水道、指定給水装置工事業者の指導監督 工務係 23-1171

浄水場の運転・維持管理、水質試験・検査・調査 浄水場 22-2145

下水道

下水道使用料、受益者負担金

下水道課

管理係 23-1190

下水道事業の計画・建設、下水道の維持工事 建設係 23-1191

排水設備の普及促進・調査・確認・検査、管路営繕 業務係 23-1174

下水処理施設の運転管理等 浄化センター 26-1289

観光
観光資源の開発・宣伝、観光関係団体との連携、観光活性化事業の企画・実施

観光課
観光振興係 23-1137

観光施設、温泉事業の運営 観光施設係 23-1252
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このガイドには、市役所の主な業務内容ごとに担当係の直通電話番号が書いてあります。
電話機のそばに置いていただき、お尋ねの際にご利用ください。業務名の記載がなく担当
の係がわからないときは、お気軽に市役所の代表電話（22-2111）にお電話ください。



長門地区
通小学校
通保育園
通公民館
県漁協通支店(漁村センター)
旧通中学校
田の浦会館
大日比公会堂
青海島多目的研修集会所
青海島体育館
青海集落センター
県漁協長門統括支店
仙崎公民館
仙崎小学校
仙崎中学校
ながと総合体育館
大津緑洋高校（大津キャンパス）
県漁協湊支店
東深川保育園
佛言寺
中央公民館・保健センター
長門市地域福祉センター
長門商工会議所
赤崎山スポーツ遊園地
長門武道館
深川小学校
深川中学校
後ヶ迫集会所
境川公会堂
みのり保育園

上川西市営住宅集会所
長門農業者トレセン
向陽小学校
大寧寺駐車場
大畑体育館
西念寺
俵山公民館
俵山小学校
俵山中学校
熊野山公園グランド
俵山多目的交流広場
俵山湯の家(地域交流ホール)
温泉閣

滝坂公会堂
一の瀬公会堂
樅の木・杉山集落センター
了性院
宗頭文化センター
上地区農業者健康管理センター
宗頭幼稚園
宗頭公会館
兎渡谷公会堂
常楽寺
麓公会堂
上中小野集落センター
明恩寺
明峯寺
辻並公会堂
大竹集落センター

三隅八幡宮
湯免ふれあいセンター
三隅老人福祉センター
三隅保健センター
三隅公民館・農業者トレセン
明倫小学校
三隅中学校
生島集落センター
津雲集落センター
飯井集会所
野波瀬漁協会館
極楽寺
野波瀬三世代交流館
向山集会所
三隅保育園
豊原コミュニティセンター
はつらつステーション三隅
二条窪集落センター
平野集会所
上東方集会所
小島漁村センター
浅田小学校
浅田集落センター
西福寺
三隅勤労者スポーツセンター
沢江公会堂
上ゲ公会堂
徳照寺

神田小学校

黄波戸保育園
県漁協黄波戸支店
黄波戸漁村センター
日置農村活性化交流センター
日置小学校
日置中学校
日置保育園
日置保健センター
日置農村環境改善センター
日置B&G海洋センター
大津緑洋高校（日置キャンパス）
高齢者コミュニティセンター

油谷地区
あけぼの園（地域交流ホーム）
光明寺 
久富公民館 
人丸神社
長安寺
浄泉寺
菱海保育園
油谷保健福祉センター 
ラポールゆや
油谷小学校 
菱海中学校 
常正寺 
油谷河原農業研修所
油谷勤労者体育センター 
法林寺 
旧伊上小学校 
伊上公民館 

西光寺 
吉祥寺 
蔵小田八幡宮
蔵小田交流館
油谷中畑自治会集会所 
県漁協掛渕支店
県漁協津黄支店
津黄高齢者センター
宇津賀多目的交流館 
旧文洋小学校 
宇津賀集落センター 
県漁協立石支店 
旧油谷中学校 
山光寺 
角山老人憩いの家 
旧大平小学校 
県漁協久原支店 
久原堂
向岸寺 
向津具公民館 
龍雲寺 
向津具保育園
向津具小学校 
旧向津具小学校 
県漁協大浦支店 
大浦高齢者センター 
油谷自治会集会所 
旧川尻小学校 
川尻漁村センター 
法泉寺

こんなお尋ねをしたいときは・・・
質問　年金のことで相談したいが。
回答　市役所における年金相談日は、毎月第 2と第 4の木曜日の午前 10 時から午後 4時まで、市役所本庁の 3階会議室で
　　　受付しています。
質問　避難場所はどこか。
回答　避難所として指定している箇所は次のところです。ただし、災害の種類によって、利用できない場合があります。
【避難場所一覧】

長門市の市章 (平成 17年 9月 30 日制定 )

長門市の頭文字 “n” をモチーフに、シンプル
かつ力強いフォルムで表現。一つは鳥の飛翔
する形に青空の中を未来へ羽ばたく新生長門
市の姿を重ね、もう一つの形として、青い海
の形に躍動する市と自然との共生を目指す市
をイメージしています。

長門市市民憲章 (平成 18年 3月 21 日制定 )

わたくしたちは、長門市民としての自覚と誇りをもち、
 「未来へはばたくまち」をめざして、次のことを誓います。

 一  青い海　みどりの大地 いかしあう、美しいまちをつくります。
 一  ふるさとの知恵　そだてあう、豊かなまちをつくります。
 一    夢　かたりあう、伸びゆくまちをつくります。
 一  笑顔　ふれあう、温かいまちをつくります。
 一    命　ささえあう、健やかなまちをつくります。

全体に流れる共通理念として「共生」を捉え、「あう」が続く言葉を並べました。
項目ごとのテーマは、第 1節「自然」、第 2節「伝統・文化」、第 3節「生きがい・
やりがい」、第 4節「ふれあい・思いやり」、第 5節「命・健康」です。

市の花木・生物 (平成 18年 3月 21 日制定 )

サクラ

ツツジ

ホタル

発行　長門市　〒 759-4192　山口県長門市東深川 1339-2　TEL 0837 ｰ 22 ｰ 2111（代表）
　　　　　　　http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/
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長門地区

日置地区

三隅地区
油谷地区



区 分 業  務  名 課 名 係 名 電話番号

教育
委員会

教育委員、教育委員会、教育行政
教育
総務課

総務係 23-1257

学校給食センターに関すること 学校給食センター 23-1333

教育財産の管理、校舎の整備 管理係 23-1262

学齢児童・生徒の就学・学籍 学校
教育課

学事係 23-1258

教育課程・学習指導等専門的事項の指導、教育相談・支援 指導係 23-1258

生涯学習の推進、公民館・図書館の運営 生涯学習
スポーツ
振興課

生涯学習係 23-1259

市民のスポーツ・レクリエーションの普及 スポーツ振興係 23-1295

文化財の調査・保存・保護、民俗資料収集・調査 文化財保護室 23-1264

消防

消防運営の企画・調整、消防職団員の服務および諸会議 総務課 22-5294

防火対象物の査察・火災調査、火災原因調査、建築同意 予防課 22-5297

火災損害調査・証明、消防・救急訓練の企画、消防水利の設置 警防課 22-5295

災害の警戒防御、救急業務、防火対象物 (小規模 )の査察・指導
中央消防署 22-0119

西消防署 32-1230

出張所・公民館

通出張所 28-0244

仙崎出張所 26-1442

俵山出張所 29-0041

宇津賀出張所（公民館） 32-1140

向津具出張所（公民館） 34-1111

長門市中央公民館 23-1181

通公民館 28-0008

仙崎公民館 26-0904

俵山公民館 29-0063

三隅公民館 43-0811

宗頭文化センター 43-0617

日置農村環境改善センター 37-2340

【公共施設等電話番号】
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文化施設・観光施設等

ルネッサながと 26-6001

ラポールゆや（油谷中央公民館） 33-0051

くじら資料館 28-0756

金子みすゞ記念館 26-5155

香月泰男美術館 43-2500

村田清風記念館 43-2818

湯本温泉公衆浴場　恩湯 25-4507

湯本温泉公衆浴場　礼湯 25-3041

青海島高山オートキャンプ場 26-4430

青海島船越キャンプ場 26-3345

湯免ふれあいセンター 43-1000

日置農村活性交流センター（黄波戸温泉交流センター） 37-4320

保育園・幼稚園等

通保育園 28-0149

東深川保育園 22-0710

みのり保育園 22-2060

俵山幼児園 29-0830

宗頭幼稚園 43-0242

三隅保育園 43-2211

日置保育園 37-2271

黄波戸保育園 37-2248

菱海保育園 32-0029

向津具保育園 34-0142

児童デイ・ケアセンター 23-1213

小学校 中学校

通小学校 28-0234 仙崎中学校 26-0814

仙崎小学校 26-0414 深川中学校 22-2428

深川小学校 22-2426 俵山中学校 29-0834

向陽小学校 22-2425 三隅中学校 43-0911

俵山小学校 29-0833 日置中学校 37-2036

明倫小学校 43-0011 菱海中学校 32-1104

浅田小学校 43-0759

日置小学校 37-2069

神田小学校 37-3012 図書館

油谷小学校 32-1102 図書館 26-5123

向津具小学校 34-0002 図書館ゆや分館 33-0051

千畳敷特産品販売所 37-3824

伊上海浜公園オートキャンプ場 33-3000

スポーツ施設

ながと総合体育館 26-6005

長門農業者トレーニングセンター 22-4435

ふれあいパーク三隅 42-1234

三隅農業者トレーニングセンター 43-0811

俵山多目的交流広場（指定管理者：NPO法人ゆうゆうグリーン俵山 29-5070） 29-0980

県の機関

長門健康福祉センター 22-2811

長門土木建築事務所 22-2920

長門農林事務所 37-5600

長門警察署 22-0110



区 分 業  務  名 課 名 係 名 電話番号

農林

農業・農業振興の企画調整、園芸、都市農村交流、畜産振興、農産物の流通

農林課

農政畜産係 23-1139

土地改良の計画・推進 耕地係 23-1140

林業振興、市有林の経営・管理、林道、治山、有害鳥獣捕獲 林務係 23-1142

土地改良の技術、林業土木の技術 農林土木係 23-1141

農地の権利移動、農地転用等、農業者年金 農業委員会事務局 23-1165

商工・水産
水産業の振興、漁港関係事業の計画・施行・管理 商工

水産課
水産漁港係 23-1145

商工業の振興、中小企業、新エネルギー、雇用対策、交通対策 商工振興室 23-1136

住宅・道路
河川・公園
都市計画

市道の認定・廃止、市営住宅の計画・管理

都市
建設課

管理係 23-1147

道路・橋梁・河川の技術、交通安全施設の技術、道路・河川の維持・修繕・清掃、法定外公共物 土木係 23-1148

建築確認申請等、公用建物の設計・監理・証明 建築係 23-1149

都市計画の調査・策定、土地開発行為、街路、公園緑地 都市整備係 23-1152

地籍調査事業の調査・計画策定・実施 地籍係 23-1153

企画・統計
CATV

市政の基本的施策の調査企画、地域審議会、統計調査、文化振興

企画
政策課

企画調整係 23-1116

広報、広聴、ホームページ 広報広聴係 23-1117

協働のまちづくり 市民協働推進室 23-1172

経済振興の推進 成長戦略推進室 23-1267

ほっちゃテレビ ケーブルテレビ放送センター 23-1541

総務
行政改革

市議会の招集、議案の調整、文書の収受・発送、電話交換業務

総務課

行政係 23-1112

職員の定数・配置、職員の任免、職員給与、ほう賞・表彰 人事係 23-1114

情報施策 情報推進係 23-1222

市長・副市長の秘書、国際交流 秘書室 23-1113

行政改革の推進、行政評価、合併時未調整事項の調整 経営改革室 23-1121

防災 防災、防犯、交通安全、交通災害共済、自衛官募集 防災危機管理課 23-1111

財政・入札
予算の編成、財政状況の公表

財政課
財政係 23-1254

工事の入札・検査、入札参加資格申請受付、財産の管理 監理管財係 23-1120

会計 現金の出納・保管、決算の調整 会計課 会計係 23-1160

議会
議会文書の収受・発送・庶務、議会だより、ホームページ 議会

事務局
庶務係・調査係 23-1248

本会議・委員会、請願・陳情等処理、会議の記録・調製 議事係 23-1163

選挙 選挙、選挙人名簿の調整、直接請求 選挙管理委員会事務局 23-1167

監査 予算の執行状況等の監査 監査委員事務局 23-1166

三隅支所

地域振興、地域審議会、本庁市民課・生活環境課に係る業務 総合
窓口課

地域窓口係 43-0221

保健センターの管理、本庁福祉関係課・健康増進課に係る業務 健康福祉係 43-2444

農業・農業振興の企画調整、園芸、都市農村交流、畜産振興 経済
施設課

農政畜産係 43-0080

道路・河川・橋梁の維持管理、市営住宅の維持管理 施設管理係 43-0277

日置支所

地域振興、地域審議会、本庁市民課・生活環境課に係る業務 総合
窓口課

地域窓口係 37-2111

保健センターの管理、本庁福祉関係課・健康増進課に係る業務 健康福祉係 37-2193

農業・農業振興の企画調整、園芸、都市農村交流、畜産振興 経済
施設課

農政畜産係 37-2182

道路・河川・橋梁の維持管理、市営住宅の維持管理 施設管理係 37-2168

油谷支所

地域振興、地域審議会、本庁市民課・生活環境課に係る業務 総合
窓口課

地域窓口係 32-1111

保健センターの管理、本庁福祉関係課・健康増進課に係る業務 健康福祉係 33-3021

農業・農業振興の企画調整、園芸、都市農村交流、畜産振興 経済
施設課

農政畜産係 32-1198

道路・河川・橋梁の維持管理、市営住宅の維持管理 施設管理係 32-1114
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