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部 課 係（担当） 主な仕事
総
務
部

総務課 総務係 本庁舎の管理、行政区域、行政協
力員、人権擁護、地縁団体、平和行
政、地域コミュニティ、栄典

秘書係 秘書、諸行事の調整
広報広聴係 市政の普及啓発・情報収集、広報

紙発行、陳情等の受理、市民と語
る会

行政係 条例等の審査・公布、文書管理、情
報公開、個人情報保護、不服申し
立て

総務課
新庁舎建設推進室

新庁舎建設推
進担当

新庁舎の建設

危機管理課 危機管理係 災害対策本部、防災会議、地域防
災計画、災害・国民保護その他危
機管理全般、老朽危険家屋

企画調整課 企画調整係 総合計画、国内交流、過疎計画、統
計調査、行政改革、指定管理者制
度、地方分権、男女共同参画、地域
活性化対策

情報政策係 ICTに関する施策
企画調整課
ふるさと納税推進室

ふるさと納税
推進担当

ふるさと応援寄附に関する施策

企画調整課
総合戦略推進室

総合戦略推進
担当

まち・ひと・しごと創生総合戦略、
定住対策

職員課 職員係 任用、給与、定数管理、服務
福利厚生係 福利厚生、職員研修

財政課 財政係 財政計画、予算、地方交付税、市
債、財政状況の公表

管財課 管財係 普通財産の管理、地籍調査、財産
区

公共施設政策
係

公有財産、空き公共施設等運用

用地係 公共事業用地の取得、登記

部 課 係（担当） 主な仕事
総
務
部

契約検査課 契約係 工事・物品等の入札、入札参加申
請

検査係 工事の検査等

組織図
■市議会 

部 係（担当） 主な仕事
議会事務局 総務係 儀式・交際、議員の報酬等

議事調査係 本会議・委員会・協議会運営、議
案・請願・陳情・意見書に関する事
務、市議会広報発行

■市長部局（水道事業等含む）

市
民
部

市民課 戸籍係 戸籍、人口動態、パスポート
市民係 住民基本台帳、印鑑証明等の交

付、埋火葬許可、自衛官等募集、出
張所（9）

マイナンバー
カード担当

マイナンバーカード

生活相談係 市民の相談、消費者保護、交通災
害共済、交通安全、防犯、市営墓地
管理、街灯、狂犬病の予防

市民課
市民サービスセンター

証明書の交付、市税等の収納

保険課 医療給付係 後期高齢者医療費、福祉医療費、
はり・きゅう・マッサージ施術費

国保係 国民健康保険
年金係 国民年金

税務課 諸税係 税証明等の交付、原動機付自転車
等の登録・廃車、軽自動車税・たば
こ税・入湯税

市民税第一係 個人市民税（普通徴収）、国民健康
保険税

市民税第二係 個人市民税（特別徴収）、法人市民
税

固定資産税係 固定資産税
収納課 総務係 市税の還付充当・口座振替

収納係 市税の徴収・滞納整理
収納課
特別滞納対策室

特別滞納対策
担当

市税等の滞納整理

環境課 環境企画係 廃棄物の減量、3Rの推進、ごみの
収集・運搬、環境マネジメントシ
ステム、地球温暖化対策

環境保全係 自然保護・地球環境美化、不法投
棄対策、公害相談、粗大ごみ処理・
最終処分、可燃ごみ焼却処理

施設業務係 し尿処理場
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本社　大館市釈迦内字上袋6番地6
http://www.otaki-elc.co.jp

TEL.0186-59-7131

自動車用LEDランプ基板製造
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部 課 係（担当） 主な仕事
福
祉
部

福祉課 総務係 寄附採納、社会福祉統計、民生委
員・児童委員、災害時要支援者避
難支援、各種募金、特別弔慰金、戦
没者慰霊式、日本赤十字社

保護第一係 生活保護、中国残留邦人支援
保護第二係
障害福祉係 障害者（児）福祉（身体・知的・精

神）
福祉相談係 生活困窮者自立相談支援

子ども課 子育て支援係 保育園、幼稚園、認定こども園、保
育料、子育て支援

児童相談係 家庭児童相談、児童手当、母子・寡
婦・父子福祉、児童発達支援セン
ター

長寿課 介護保険係 介護保険事業計画、介護保険料、
要介護認定・支援

高齢者福祉係 高齢者福祉、老人ホーム措置、敬
老事業、地域包括支援センター

健康課 健康企画係 市民の健康管理施策、予防接種、
感染症予防、献血、クリーニング
所・理容所等の開設受理

母子保健係 母子健康手帳、妊産婦・乳幼児健
診、子育て世代包括支援センター

成人健診係 健診、がん検診、健康ポイント
健康づくり係 健康増進計画、健康相談、食育推

進、食生活改善
健康課
医薬連携室

医薬関係機関との連携、休日夜間
急患センター

健康課
新型コロナ
ワクチン接種
対策室

新型コロナ
ワクチン接種
対策担当

新型コロナウイルスワクチンの
接種に関すること

産
業
部

農政課 農政係 農業施策の計画、公設総合地方卸
売市場、農作物の流通・消費拡大、
農作物の地産地消

生産振興係 農業経営、米の生産調整、病害虫
防除、果樹・園芸、畜産振興、担い
手対策

農村整備係 農業農村整備、土地改良区域内の
法定外公共用財産、農地の利用集
積

林政課 木材産業係 林業施策の計画、林業振興、木材
利用、木質バイオマス、森林組合

森林整備係 森林整備、保安林、鳥獣保護、国土
緑化

観
光
交
流
ス
ポ
ー
ツ
部

移住交流課 移住推進係 移住推進、生涯活躍のまち、空き
家バンク

交流企画係 教育旅行誘致、空港利用促進、国
際交流

観光課 管理係 温泉の開発及び施設管理
観光振興係 観光振興、観光施設整備、秋田犬
物産振興係 物産振興、きりたんぽまつり

スポーツ
振興課

スポーツ振興
係

スポーツ施設の整備・管理、社会
体育・スポーツ推進総合計画

スポーツ交流
推進係

イベントの誘致及び開催、合宿誘
致、スポーツコミッション

建
設
部

土木課 管理係 路線の認定・廃止・変更、道路等占
用、駐輪場、急傾斜地崩壊危険区
域内等行為許可

維持第一係 道路・橋・河川・排水路・街路樹の
維持管理、除雪、砂防維持第二係

改良係 道路計画、道路・橋の改良、河川の
改良

都市計画課 管理係 市営住宅
都市整備係 都市計画、住環境整備、都市下水

路、開発行為、都市景観、公共交
通、公園・緑地

建築指導係 建築確認、住宅建築相談・助成
営繕係 住宅政策、市有建築物の建築・修

繕
まちづくり課 市街地整備係 中心市街地政策、スカイパーキン

グ
区画整理係 土地区画整理
歴史まちづく
り係

歴史的風致維持向上計画、歴史と
文化を生かしたまちづくり

水道課 管理係 水道事業・工業用水道事業の経
営、決算、小規模水道、簡易給水施
設

料金係 水道料金・下水道使用料、開栓・閉
栓の受付

施設係 施設の維持管理、水質検査
管路維持係 管路の維持管理
給水計画係 給水関係諸届の受付処理、指定給

水装置工事事業者、流末装置

部 課 係（担当） 主な仕事
産
業
部

商工課 商工係 商工業の振興・雇用、中小企業施
策、伝統的工芸品

企業集積係 企業誘致、工業団地
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大館市の豊かな農業・農村のために

み ど り
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部 課 係（担当） 主な仕事
教
育
委
員
会
事
務
局

教育総務課 総務係 総合教育会議、教育委員会会議、
教育振興施策大綱、教育要覧、教
育行政の相談

施設係 教育財産管理、教育施設建設・整
備・営繕・維持管理

学校教育課 学事係 学校の組織編成、教育課程、通学
区域、学校給食センター、奨学資
金、小学校（17）、中学校（8）

学校教育課
教育研究所

教育に関する調査研究、専門研
修、教育相談

生涯学習課 生涯学習係 社会教育、生涯学習、社会教育等
団体の育成、視聴覚教育、芸術文
化、青少年健全育成、児童育成施
設、読書推進、図書館、松下村塾、
大館市民文化会館

生涯学習課
中央公民館

公民館管理係 公民館の管理・運営、各種講座、各
種学級、展示、地区公民館（11）、
勤労青少年ホーム、女性セン
ター、北地区コミュニティセン
ター

歴史文化課 企画博物係 文化財、天然記念物、市史編さん、
博物館の管理・運営、資料等の展
示・保管・調査・収集・研究、鳥潟会
館、長走風穴館、小畑勇二郎記念
館、民舞伝習館、秋田三鶏記念館

埋蔵文化財係 埋蔵文化財の発掘調査

■教育委員会

■消防
部 課 係（担当） 主な仕事
消
防
本
部

消防総務課 総務係 消防組織、公務災害、栄典・表彰、
消防団

予防課 予防係 防火対象物表示制度、火災予防全
般

警防課 警防係 車両運行管理、相互応援協定、警
防全般

警防課
通信指令室

通信指令係 119番の受信、通信指令、無線局
運用、災害情報収集、部隊編成

■行政委員会

病
院

部局 課 係（担当） 主な仕事

市
立
総
合
病
院

診療局
患者
サポート
センター

患者
サポート係

入退院支援、医療福祉・がん
医療・医療安全等の相談支
援、地域連携、患者紹介等、
セカンドオピニオン

看護部

事務局 経営企画課 経営企画係 病院事業の総合計画、経営、
予算、広報

用度係 会計、決算、物品
総務課 総務係 任用、給与、服務、医師臨床

研修、学生実習、公務災害
施設係 病院施設の維持管理、院内

外の環境整備、廃棄物
医事課 医事係 外来・入院事務、診療報酬、

診療関係
医療情報係 がん登録、診療記録の管理、

情報システムの運用
市
立
扇
田
病
院

診療局
看護部
事務局 総務係 病院事業計画、病院施設の

維持管理、院内外の環境整
備

医事係 外来・入院事務、診療報酬、
診療関係、相談支援、地域連
携、患者紹介等

課 係（担当） 主な仕事
選挙管理委員会
事務局

選挙係 選挙の執行、選挙人名簿の調製・
保管、啓発

農業委員会
事務局

農地振興係 農地等の利用関係の調整、総会、
各種審査・許可、農業者年金

監査委員
事務局

監査係 財務の執行・公営企業の監査、各
会計の決算審査、各種基金の運用
状況審査

固定資産評価審
査委員会事務局

（総務課総務係） 固定資産課税台帳に登録された
価格に関する不服の審査決定等

■病院

会計課 会計係 現金・有価証券の出納保管、決算、
指定金融機関

比内総合支所 地域振興係 支所の管理、地域活性化、特産振
興、道の駅ひない

市民生活係 税証明、市税等の収納、戸籍、印鑑
証明、埋火葬許可、国民年金、国民
健康保険、後期高齢者医療費

田代総合支所 地域振興係 地域活性化、特産振興、早口駅管
理、田代岳県立自然公園、五色湖
ロッジ、五色湖緑地公園

市民生活係 支所の管理、税証明、市税等の収
納、戸籍、印鑑証明、埋火葬許可、
国民年金、国民健康保険、後期高
齢者医療費

部 課 係（担当） 主な仕事
消防署 予防調査係 火災予防の企画、火災の原因・損

害調査、自主防災組織、婦人防火
クラブ

防災指導係 建築同意、防火管理者の指導・消
防計画、消防用設備等の指導、予
防査察

危険物係 危険物施設の許認可、危険物取扱
者の指導、危険物安全協会

警防救助係 水利保全、救助全般、車両・資機材
の維持管理、訓練計画の作成、火
災等の警戒及び防御

救急係 救急、資機材の維持管理、応急手
当等の普及啓発、医療機関等との
連絡調整

比内分署 区域内の火災・災害防御、救急等
の訓練、水利・資機材の維持管理、
救急、気象情報、火災の原因・損害
調査、予防査察

田代分署 区域内の火災・災害防御、救急等
の訓練、水利・資機材の維持管理、
救急、火災の原因・損害調査、予防
査察

北分署

部 課 係（担当） 主な仕事
建
設
部

下水道課 負担金係 負担金の賦課・徴収、下水道事業
の経営、決算

維持係 公共下水道の維持管理、改造資金
の融資あっせん、排水設備工事受
付処理

計画整備係 新設計画・設計施工、事業説明会
生活排水係 浄化槽（戸別含む）の設置、農業集

落排水施設、その他生活排水
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