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課　名 電　話 
（市外局番0258） 窓　口 住　所

子ども・子育て課

39-2300（直通）

さいわいプラザ４階

幸町2-1-1
（さいわいプラザ）

39-2393（児童館・児童クラブ専用）

39-2355（児童手当専用）

学務課 39-2239（直通）

学校教育課 39-2249（直通）

保育課
39-2219（直通）

39-2377（認定入園専用）

子ども家庭センター 36-3790（直通） さいわいプラザ６階

健康課 39-7508（直通） さいわいプラザ２階

市民課 39-7514（直通） アオーレ長岡東棟１階
住所変更・戸籍届出窓口

大手通1-4-10
（シティホールプラザ
アオーレ長岡）

福祉課
医療費助成 39-2319（直通）

アオーレ長岡東棟１階
福祉窓口障 害 活 動 39-2343（直通）

生活支援課 39-2338（直通）

国保年金課（国保給付係） 39-2006（直通） アオーレ長岡東棟１階
健康保険・年金窓口

人権・男女共同参画課 39-2746（直通） ながおか市民センター２階
ウィルながおか

大手通2-2-6
（ながおか市民センター）

環境業務課 24-2837（直通） 環境衛生センター 寿3-6-1

中之島支所 地域振興・市民生活課 61-2015（直通）

各支所各課にて
窓口対応いたします

中之島788

越路支所 地域振興・市民生活課 92-5011（直通） 浦715

三島支所 地域振興・市民生活課 42-2246（直通） 上岩井1261-1

山古志支所 地域振興・市民生活課 59-2330（直通） 山古志竹沢乙461

小国支所 地域振興・市民生活課 95-5900（直通） 小国町法坂793

和島支所 地域振興・市民生活課 74-3113（直通） 小島谷3434-4

寺泊支所 地域振興・市民生活課 75-3113（直通） 寺泊烏帽子平1977-8

栃尾支所
市民生活課 52-5836（直通）

金町2-1-5
地域振興課 52-5815（直通）

与板支所 地域振興・市民生活課 72-3190（直通） 与板町与板甲134

川口支所 地域振興・市民生活課 89-3112（直通） 東川口1974-26
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