
部局 課名 係名等 電話番号 FAX 主な業務 階数

総合政策部

企画調整課 企画調整係 561-2320 561-2489 総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略、市政の総合的な
企画・調整 7階

男女共同参画課 男女共同参画係 565-1550 561-2489 男女共同参画社会の形成・施策・総合的な企画・調整、女性活
躍推進、女性の総合相談 7階

広報課 広報係 561-2327 561-2483 広報紙の編集発行、市政のPR、ふるさと寄附 3階

秘書課 秘書係 561-2303 561-2483 市長・副市長の秘書、儀式、褒賞、市長会 3階

職員課 職員係 561-2314 561-2490 職員の任免・分限・懲戒、職員の採用、職員の服務・給与等勤
務条件、組織機構、福利厚生、人材育成、職員研修 7階

人権政策課 人権同和対策係 561-2335 561-2488 人権政策に係る総合的な企画・調整、人権擁護審議会、同和
問題に係る総合的な企画・調整 6階

情報政策課 情報政策係 561-2326 561-2489 地域情報化・行政情報化の推進、情報システムの総合計画・調
整、情報システム管理・運営 7階

草津未来研究所 561-6009 561-2489 政策情報収集、分析、指標化、発信、政策課題調査研究、アー
バンデザインセンターびわこ・くさつ事業 7階

行政経営課 行政経営係 561-6544 561-2490 公共施設等総合管理計画、民間活力の導入、行政システム改
革推進 7階

危機管理課 危機管理係 561-2325 561-6852 防災計画・防災会議、災害対策、防犯対策、危機管理対策 1階

総務部

総務課

法令遵守・法務文書係 561-2301

561-2483
市議会、条例・規則その他例規の制定改廃・公告式、公平委員
会、選挙管理委員会、情報公開、個人情報保護、債権管理の総
括、収納対策の推進、行政不服審査会、ファシリティマネジメ
ント、庁舎の維持管理

3階財産管理係 561-2305
ファシリティマネジメント推進係 561-6679
情報公開室 561-2316 2階

財政課 財政係 561-2304 561-2483 予算の編成・執行管理、財政計画、地方交付税、起債の総括 3階

契約検査課 契約検査係 561-2307 561-2490 建設工事の入札・契約、建設工事請負業者の指名、契約の審
査、建設事業審査委員会 7階

税務課

諸税管理係 561-2308

561-2479 軽自動車税、個人市県民税、固定資産税、都市計画税、特別土
地保有税、入湯税・国民健康保険税の賦課、法人市民税 1階市民税係 561-2309

資産税係 561-2310

納税課 納税係 561-2311 561-2479 市税・国民健康保険税の収納管理、催促・滞納処分、過誤納金
の還付充当、口座振替、納付相談 1階

部局 課名 係名等 電話番号 FAX 主な業務 階数

まちづくり
協働部

まちづくり
協働課

地域協働係 561-2324 561-2482 まちづくり協議会、市民参加条例、町内会等関係団体との連絡調
整、住居表示の企画、多文化共生、国際交流協会、市民公益活動団体 2階

市民活動推進係 561-2337

市民課 戸籍住基係 561-2344 561-2492 住所異動、戸籍届出、印鑑登録、住民票や戸籍・印鑑登録証明
書などの発行、個人番号（マイナンバー）カードに関する手続き 1階

生活安心課
市民生活係 561-2340 561-2479

消費生活センター、消費生活団体の育成指導、市民相談室、畜
犬登録・狂犬病予防注射、市営火葬場、市営墓地 1階消費生活センター 561-2353 561-2334

市民相談室 561-2329

環境
経済部

環境政策課 環境政策係 561-2341 561-2479
環境基本計画の企画・立案、環境保全、総合的な企画・調整、環境審議
会、環境マネジメントシステムの推進、公害防止対策の総合企画・調整、
鳥獣対策、市指定ごみ袋の窓口配布、小動物死骸処理、資源回収活動

1階

資源循環
推進課

馬場町
(クリーンセンター内) 562-6361 566-1694

一般廃棄物の処理、一般廃棄物処理業の許可・指導、最終処分場の整
備、市指定ごみ袋、クリーンセンターの管理運営、ごみ減量・3Rの推進 －

くさつエコスタ
イルプラザ

馬場町
(クリーンセンター内) 561-6580 561-6583

地球温暖化対策の推進、ごみの減量・リサイクルの啓発、環境
学習の推進、環境保全活動の支援 －

商工観光
労政課

商業観光係 561-2351
561-2486

商業振興施策の企画・推進、中小企業対策、観光資源の開
発、観光宣伝・観光客誘致、観光物産協会、物産の振興・販路
拡大・宣伝、商工・経済関係団体連絡調整、工業の振興・新産
業の創出促進、雇用対策、企業内人権推進研修

4階
産業労政係 561-2352

農林水産課
農林水産係 561-2347

561-2486
農林水産業振興施策の企画・調整、産地強化、農業経営構造
対策、有害鳥獣対策（農業被害)、農業振興、水産振興、畜産振
興、市営土地改良事業、農業集落排水処理施設

4階
保全整備係 561-2349

健康福祉部

健康福祉
政策課

健康福祉政策係 561-6889
561-2482

健幸都市づくりの推進、健康福祉政策に関する総合的企画・
調整、地域福祉の推進、民生委員児童委員、福祉バス、社会福
祉法人の指導監査等

2階
福祉総務係 561-2360

生活支援課
人とくらしのサポートセンター 561-6927 561-2480 生活保護、福祉の総合相談窓口、生活困窮者自立支援、戦没

者遺族等の援護、り災見舞金・災害弔慰金の支給 1階生活支援係
生活保護係 561-2361

障害福祉課 障害福祉係 561-2363 561-2480 障害者の日常生活・社会生活の総合支援 1階

健康増進課 健康増進係 561-2323 561-2482
健康づくり、がん検診、感染症の予防、予防接種、歯科保健、
生活習慣病対策、特定保健指導、食育、精神保健、自殺対策、
献血、地域医療連携、救急医療の推進

2階

地域保健課 地域包括保健係 561-6865 561-2482 地域協働の健康づくりの推進や包括的な支援、地域保健施策
の企画・調査、地域包括支援センターの運営 2階

長寿いきがい課
長寿政策係 561-2372

561-2480
高齢者の介護予防、在宅生活および在宅介護支援・敬老事業、老
人クラブ等の高齢者福祉団体の支援、長寿の郷ロクハ荘・なごみ
の郷の管理、認知症施策・権利擁護・高齢者虐待防止の推進、高
齢者福祉・介護保険事業計画の企画・調整、地域包括ケアの推進

1階
高齢者福祉係 561-2362

介護保険課
介護保険係 561-2369

561-2480
介護保険制度の運営、介護保険施設の整備、介護給付費の
認定・審査・報告・支払い手続き、介護保険料の額の決定、徴
収、催促・滞納処分、要介護認定・要支援認定

1階
介護認定係 561-2370

保険年金課
国民健康保険係 561-2366

561-2480
国民健康保険の資格管理、国民健康保険事業の運営、診療報酬の
確認・審査・報告・支払手続、福祉医療給付、老人福祉医療給付、後
期高齢者医療保険料の徴収、滞納処分、国民年金の資格管理

1階長寿医療係 561-2358
国民年金係 561-2367

Vol.4 市役所の業務とお問い合わせ先

草津市って
こんなまち！

草津市役所
〒525－8588　草津市草津三丁目13番30号
電話 077-563-1234（代表）　FAX 077-561-2483
開庁日 月～金曜日 （土曜日・日曜日、祝日および年末年始は休み）
開庁時間 8：30～17：15
                （開庁時間以外は守衛室　TEL 077-561-2499）

※市外局番は077　※階数の「さわやか」は「さわやか保健センター」
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Vol.4 市役所の業務とお問い合わせ先

部局 課名 係名等 電話番号 FAX 主な業務 階数

子ども
家庭部

子ども子育て
推進課 子ども政策係 562-7882 561-6780 子ども・子育て支援事業計画、子ども・子育て会議、幼保一体化の

推進、待機児童対策、放課後児童健全育成事業、病児・病後児保育
さわやか
2階

子ども家庭課
子ども家庭係 561-2364

561-6780

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭相
談、児童福祉、母子・父子・寡婦福祉

さわやか 

2階

家庭児童相談室 561-2460 家庭児童相談 さわやか
3階

子育て
相談センター

相談・支援係 561-2339
561-2491 妊産婦・乳幼児等や子育てにかかる相談、子育て支援拠点事

業、母子保健事業
さわやか 

3階母子保健係 561-2331

幼児課
入所・入園係 561-2365

561-6780
幼稚園・保育所・認定こども園の運営、利用者負担額の決定・徴
収・督促・滞納処分、障害児保育、同和保育・人権保育、待機児童
対策の実施、地域型保育施設・認可外保育施設の指導監査、就
学前の教育・保育にかかる職員研修・指導、幼保一体化の推進

さわやか
 2階

指導研修係 561-6878

幼児施設課 総務・施設係 561-6968 561-6780 公立幼稚園・保育所・認定こども園の施設維持管理、私立保育
所・認定こども園・地域型保育事業の整備補助・運営補助

さわやか
 2階

都市計画部

都市計画課

計画係
561-2375

561-2486
都市計画の決定・変更、都市計画マスタープラン・立地適正
化計画・草津市版地域再生計画に関すること、景観形成の推
進、都市計画法・草津市景観条例・草津市屋外広告物条例等
に基づく許可・届出等

4階地域振興担当

景観係 561-6507

都市再生課
まちなか再生係 561-2399

561-2486 中心市街地の活性化、草津まちづくり株式会社に関するこ
と、土地区画整理事業、市街地再開発事業に関すること 4階

都市整備係 561-6931

交通政策課 交通政策係 561-2343 561-2487 総合交通体系の整備計画、地域公共交通対策、交通安全運動
の推進、放置自転車対策、自動車・自転車駐車場の整備・管理 5階

開発調整課 開発調整係 561-2376 561-2486 開発行為等に関する指導・審査・許可・協議 4階

建築課
建築指導係 561-2378 561-2486 建築確認・許可・認定・指定等、長期優良住宅等認定事務、空

家等対策の推進 4階
建築・設備係 561-2396

建設部

道路課
管理用地係 561-2390

561-2487 街路事業、街路事業の測量、設計、施行および監督、道路の事
業決定、道路の維持 5階

道路係 561-2391

河川課 河川係 561-2397 561-2487 河川の維持、水防活動、河川等の測量、設計、施行および監
督、河川等の事業認可 5階

公園緑地課
管理・ロータス研究係 561-2393 561-2487 公園・緑地の事業認可、公園・緑地管理、児童遊園・広場等の

整備・管理 5階
整備係 561-6963

草津川跡地
整備課 整備管理係 561-6867 561-2487 草津川跡地の整備・管理 5階

プール整備事業
推進室 整備係 561-6807 561-2489 (仮称）草津市立プールの施設整備 7階

土木管理課 管理係 561-2389 561-2487 市道の認定・変更・廃止、道路・河川等の財産管理、道路・河川
等の占用、官民境界 5階

住宅課 住宅管理係 561-2395 561-2487 市営住宅の管理・家賃決定および徴収等、住宅施策 5階

部局 課名 係名等 電話番号 FAX 主な業務 階数

上下水道部

上下水道
総務課

総務経営係 561-6871

561-2481

水道事業の企画・総合調整・経営計画、指定給水装置工事
事業者の指定・取消、下水道事業の企画・総合調整・経営計
画、指定下水道工事店の指定・取消、上下水道料金の額の決
定・還付・充当・減額・減免の決定、徴収・滞納対策、公共下水
道受益者負担金の徴収・滞納対策、給水停止の決定、水道の
開始・休止などの届出、上下水道料金の収納、給水停止

2階料金管理係 561-2440

水道お客様センター 561-2441

給排水課 給排水係 561-2443 561-2481 給水工事の申込、給水装置、新規開栓・メーター新設、貯水槽水道届出・
指導、宅地内地排水設備の確認・申請等、制限行為の受付・審査・検査 2階

上下水道
施設課

管理係 561-2402
561-2481

給水装置・送配水管の維持管理、公共下水道施設（汚水）・農業
集落排水施設の維持管理、水洗化の普及・啓発、公共下水道事
業受益者負担金の額の決定、水道事業計画策定・認可申請、送
配水管新設・改良・移設工事設計・施工・監督、公共下水道事業
の計画策定・事業認可、公共下水道施設工事の設計・施工・監督

2階
整備係 561-2401

北山田浄水場 北山田町 562-1050 562-5012 北山田浄水場の運転管理、取水・導水・配水施設（配水管除
く）の維持管理、場内施設の維持管理、水道水の水質管理 －

ロクハ浄水場 追分南四丁目 563-3741 564-9040 ロクハ浄水場の運転管理、取水・導水・配水施設（配水管除
く）の維持管理、場内施設の維持管理、水道水の水質管理 －

会計管理者 会計課 出納・審査係 561-2410 561-2479 公金の審査、支払、収納、決算 1階

教育委員会
事務局

教育総務課

総務係 561-2425
561-2488

教育委員会の会議・教育委員・教育長に関すること、公立
学校施設の整備・諸工事、公立学校施設の建築計画、公立
学校施設の維持管理、中学校給食の準備・整備

6階施設係 561-2426
中学校給食整備係 561-6036

生涯学習課
生涯学習・青少年係 561-2427 561-2488 生涯学習、社会教育の普及・啓発、地域協働合校、文化芸術の

振興、青少年対策事業、青少年育成市民運動の推進 6階
文化振興係 561-2428

スポーツ保健課
スポーツ推進係 561-2432

561-2488
スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員、スポーツ推進諸団
体の育成指導、社会体育施設の管理運営・充実、学校保健・体
育・安全に関すること

6階
学校保健体育係 561-2423

文化財保護課 文化財保護係 561-2429 561-2488
文化財の調査研究、文化財の保存・活用にかかる企画・調整・
普及・啓発、指定文化財の保存・管理・助成、歴史資料等の収
集、保管・活用

6階

学校教育課

学校教育係 561-2430
561-2488

学校教育の指導助言・教育課程に関すること、学習指導、教科書
の採択、教職員の服務・監督・研修、学校の職員の配置異動、学
校の人権・同和教育、教育集会所、生徒指導・進路指導、特別支
援教育、児童生徒の転入学、就学奨励費、通学区域の設定・変更

6階人権教育係 561-2437
学事係 561-2421

学校政策推進課 学校政策推進係 561-6981 561-2488 ICT教育、学力調査、特色ある学校政策、学校図書館教育 6階

議会事務局 議事庶務課 議事庶務係 561-2413 561-2485 議会運営や議事調査等に関すること 3階

監査委員
事務局 561-2414 561-2488 定期監査、行政監査、随時監査（工事監査）、住民監査請求の

監査に関すること 6階

農業委員会
事務局 農地係 561-2415 561-2486 農業委員会の運営、農業者年金、農家台帳の整備、農地利用

最適化の推進に関すること 4階

選挙管理
委員会 総務課内 561-2301 561-2483 公職選挙法による選挙およびその他の選挙の管理・運営、選

挙に関する啓発事務 3階

※2019年1月現在 ※2019年1月現在

草
津
市
ガ
イ
ド
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津
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イ
ド
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