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第２章 総務部 

 

第１節 総務課 

 

   〔総括概要〕 

 

    総務課の主な分掌事務は、組織機構、行政区域、事務の合理化、行政改革、指定

管理者、情報公開、個人情報保護、文書管理、条例規則の制定改廃、市議会との連

絡調整である。  

平成27年度は、重点事業として、新組織への円滑な移行、行政改革の推進、文書

管理の適正化に努めた。 

    組織機構については、効率的な行財政運営を実現し、なおかつ市民ニーズに的確

に対応した市民目線の分かりやすい組織機構の確立を目指し、部課長のヒアリング

を経て、庁議等において審議検討を行い、見直しを実施した。  

自治基本条例については、栃木市市民会議において同条例の施行状況の確認作業

を行うとともに、自治基本条例で施行が定められた栃木市住民投票条例を制定した。 

市の木・花・鳥及び市の歌については、市制5周年記念式典において公表した。  

行政区域については、地域の観光資源として有効活用する目的で、栃木県、群馬

県及び埼玉県の三県境を確定し、調印式及び記念プレートの設置を行った。  

非核平和事業では、平成 24 年 3 月の非核平和都市宣言を基に、原爆パネル展及び

戦争体験を聞く会等の啓発事業を実施し、広島平和記念式典に中学生を派遣した。

また、戦後 70 年の節目の年として、戦争体験文集の作成及び海老名香葉子講演会「残

された命 大切」の開催をした。 

    行政改革については、平成24年度に策定した行政改革大綱・財政自立計画に基づ

き、実施計画の進行管理に努め、行財政の健全化に向けた取組みを行った。  

    指定管理者制度については、すべての制度導入施設について管理状況評価を行い、

評価結果をホームページにおいて公表した。  

また、8施設の指定管理者の選定について、栃木市指定管理者選定委員会に諮問し

選定を行った。  

情報公開及び個人情報保護については、栃木市情報公開条例及び栃木市個人情報

保護条例の円滑な運用に努めた。また、情報公開・個人情報保護審査会を開催し、6

件の事案を審査した。  

文書管理については、文書の収受、配布、発送の迅速かつ的確な処理を行うとと

もに、平成25年度に制定した栃木市文書管理マニュアルに基づき、適正な文書管理

に努めた。また、執務室での保管期間が満了し、書庫へ引き継ぐ文書の保存場所を

確保するため、書庫整備を行った。  

市議会については、定例会及び臨時会を5回招集し、198件の議案等を提出した。  

また、条例、規則及び訓令については、150件の制定改廃を行った。なお、例規集

については平成 22年11月からデータベース化し、パソコンでの検索を可能としてい

る。 
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 行政管理担当   

 

１ 組織機構の見直し  

(1) 平成28年4月に実施するため平成 27年度に検討した見直しの概要 

  ア 本庁及び総合支所の役割見直しに伴う本庁各部の再編  

  イ 税務部門及び都市建設部門の本庁集約 

  ウ 行政課題への対応、業務範囲の拡大等に伴う課の新設又は分割  

 (2) 平成28年4月に実施するため平成27年度に検討した主な見直し事項 

  ア 係制の復活 

    市民目線の分かりやすい組織機構とするため、担当制を廃止し、係制を導入した。  

  イ 総合支所の再編 

    組織の二重構造を解消し、事務の効率化を図るため、各総合支所を地域づくり推

進課、市民生活課、産業振興課の3課体制にスリム化し、本庁の関係部の所属とした。  

ウ 総合政策部 

  ・秘書広報課から広報広聴担当を分割し、広報広聴部門を強化するとともに、本

市の魅力を市内外に発信し、都市ブランドを構築するため、シティプロモーショ

ン課を新設した。  

  ・蔵の街を活かしたまちづくりと、重伝建地区の町並み保存と整備を推進するた

め、蔵の街課を新設した。  

エ 財務部 

  ・歳入を確保し、歳出を抑制して健全な財政基盤を確立するため、理財部に財政

課を移管し、部の名称を財務部に改めた。  

  ・公共施設の統廃合を推進する部署として、公共施設再編課を新設した。  

オ 保健福祉部 

  ・部を分割し、こども未来部を新設した。保健福祉部には福祉総務課、障がい福

祉課、生活福祉課、高齢福祉課、地域包括ケア推進課及び健康増進課を配置し、

こども未来部には子育て支援課及び保育課を配置した。  

  ・県からの権限移譲による事務量の増加及び障がい福祉関係相談事務に対応する

ため、社会福祉課を福祉総務課及び障がい福祉課に分割した。  

  ・とちぎメディカルセンターの開業に伴い、地域医療対策室を廃止し、健康増進

課に地域医療に係る事務を所掌する地域医療対策係を新設した。  

カ こども未来部  

    ・市民に分かりやすい課名とするため、こども課の名称を子育て支援課に改めた。 

キ 産業振興部 

  ・本庁機能の強化を図るため、商工観光課を商工振興課及び観光振興課に、農林

課を農業振興課及び農林整備課に分割した。  

ク 建設水道部 

    ・建設関係事務の本庁集約に伴い、道路課及び河川緑地課を、道路河川整備課、

道路河川維持課、土木管理課及び公園緑地課に再編した。  
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    ・公営企業会計移行の準備を推進するため、下水道課を下水道業務課及び下水道

建設課に分割した。  

    ・市民に分かりやすい課名とするため、水道工務課の名称を水道建設課に改めた。 

ケ 都市整備部 

  ・蔵の街を活かしたまちづくりと、重伝建地区の町並みの保存と整備を推進する

ため、都市計画課伝建まちづくりチームの所掌する事務を総合政策部蔵の街課に

移管した。 

  ・都市計画法に基づく事務の一体化を図るため、建築課開発指導チームを都市計

画課に移管した。  

コ 教育委員会事務局 

  ・部制を導入し、教育部及び生涯学習部を配置した。  

  ・教育部は教育総務課及び学校教育課を再編し、教育総務課、学校教育課、学校

施設課及び保健給食課を配置した。  

  ・生涯学習課の公民館担当を公民館課とし、生涯学習部に生涯学習課、公民館課、

スポーツ振興課及び文化課を配置した。  

  ・各教育支所を廃止し、公民館チームは公民館課に、スポーツ振興チームはスポ

ーツ振興課に配置した。 

  ・蔵の街を活かしたまちづくりと、重伝建地区の町並みの保存と整備を推進する

ため、伝建推進室の所掌する事務を総合政策部蔵の街課に移管し、伝建推進室を

廃止した。 

 

２ 市政年報 

  平成26年度の栃木市政の大要を収録した市政年報を作成した。  

 ・配付部数  

配付先 
冊子版 

(冊) 

CD 版 

(枚) 
配付先 

冊子版

(冊) 

CD 版 

(枚) 

市議会議員 33 ‐ 市長､副市長､教育長  3 ‐ 

参与 1 ‐ 総務課 2 1 

情報推進課 ‐ 1 議事課 1 ‐ 

各総合支所(幹事課) 5 ‐ 生涯学習課 6 ‐ 

図書館 6 ‐ 監査委員事務局 1 ‐ 

 合  計 58 2 

 

３ 地縁による団体の法人認可  

  地縁による団体（自治会等）が不動産等に関する権利等を保有するための法人格を付

与する認可等を行った。 

  また、地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特

例が創設され、4月1日から施行されたことから、広報紙等に掲載し周知を図った他、各

地域自治会長会議において説明を行った。  
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 (1) 認可地縁団体登録 

  ・地縁による団体の法人認可登録件数  91団体 

 (2) 認可地縁団体印鑑登録  

  ・認可地縁団体の印鑑登録件数    63団体 

 (3) 各種申請及び届出状況               （単位：件）  

申 請 等 件数 申 請 等 件数 

認可申請 2 告示事項変更届 5 

規約変更認可申請  1 印鑑登録申請 2 

 (4) 証明書交付状況  

証明事項 手数料の額 件数（件） 請求額（円） 

認可地縁団体告示事項証明  1件につき200円 6 1,200 

認可地縁団体印鑑登録証明  1通につき200円 2   800 

合  計 8 2,000 

(5) 不動産に係る登記の特例制度の周知  

  ア 広報誌、ホームページへの掲載  

  イ 各地域自治会長会議での説明 

    ・栃木地域 5月18日（月）、大平地域 4月24日（金）、藤岡地域 5月10日（日）､ 

    ・都賀地域 4月14日（火）、西方地域 4月16日（木）、岩舟地域 5月10日（日）､ 

 

４ 自治基本条例 

  自治の基本理念及び基本原則並びに行政運営のルールを定めた自治基本条例の効果的

な運用を図るため、関連例規等の整備を行った。  

また、広く市民への周知を図るため、ホームページにおいての情報提供の他、市内で

開催されたイベントにおいて周知活動を行った。  

(1) 自治基本条例関連例規の整備 

  ア 栃木市住民投票条例及び栃木市住民投票条例施行規則  

    ・自治基本条例関連条文  第26条第5項 

    ・施行日        9月 1日 

  イ 栃木市パブリックコメント手続条例  

    ・自治基本条例関連条文  第28条第3項 

    ・施行日        6月19日 

(2) 周知活動（パンフレットの配布）  

ア 戦争体験を聞く会  

(ｱ) 藤岡公民館 大会議室 

・実 施 日 7月 4日（土） 

・配布部数 48部 

   (ｲ) 西方総合文化体育館 研修室 

・実 施 日 7月11日（土） 

    ・配布部数 66部 
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  イ 戦後70年平和事業 海老名香葉子講演会「残された命  大切」 

    ・実 施 日 8月 1日（土） 

    ・場  所 栃木市栃木文化会館 大ホール 

    ・配布部数 800部 

 (3) 行政視察の受入  

  ア 千葉県流山市  

・内 容  住民投票条例の策定内容について 

・受入日  1月18日（月） 

・人 数  4人 

 

５ 栃木市市民会議 

  栃木市自治基本条例の実効性を高めるとともに適切な運用を図るため、同条例第 44 

条に基づく栃木市市民会議を開催した。 

委員については、平成 25 年 10 月 1 日付けで委嘱した委員の 9 月末日での任期満了に

伴い、5 人の公募委員が退任したため、第 2 期栃木市市民会議公募委員募集要領を制定

し、新たに公募委員を募集した結果、1 人からの応募があった。 

また、自治基本条例部会では、委員から事前勉強会の提案があり、本年度 2 回目の会

議から、部会開催前に希望者による勉強会を開催し、意見交換等を行った。  

(1) 委員の構成 

・公募による者     20 人 

・関係団体を代表する者 30 人 

・学識経験を有する者   5 人 

・市職員         2 人    合計 57 人 

 (2) 会議の開催 

  ア 全体会 

  イ 自治基本条例部会   

 
開催日時 

場所 

参加者数 

（人） 
主な議案等 

第8回 

5月13日（水） 

午後7時～ 

市役所正庁 

45 

・平成27年度のスケジュールについて  

・事業仕分けの意見について  

・ふるさと応援寄附について  

第9回 

9月29日（火）

午後7時～ 

市役所正庁 

35 

・市の木花鳥の抽選について  

・総合計画外部評価について  

・栃木市の「事業仕分け」の考え方について  

第10回 

2月10日（水）

午後7時～ 

市役所正庁 

39 

・委嘱状交付 

・役員選任について  

・自治基本条例部会中間報告について  

・行政評価制度の改善について  
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 開催日時、場所  
参加者数 

（人） 
主な議案等 

第4回 

5月13日（水） 

午後8時20分～ 

市役所301会議室 

17 ・平成27年度の進め方について  

第5回 

7月22日（水） 

午後7時～ 

市役所501会議室 

8 ・条例の検証作業について 

第6回 

9月30日（水） 

午後7時～ 

市役所301会議室 

7 ・条例の検証作業について 

第7回 

11月25日（水） 

午後7時～ 

市役所301会議室 

8 ・条例の検証作業について 

  ウ 総合計画部会   

 総合計画部会については、総合政策課が事務局として運営した。 

 

６ 市の木・花・鳥の制定 

  11月13日に開催された市制5周年記念式典において、市の木・花・鳥を公表し、同日を

制定日とした。また、広報紙及び市ホームページに掲載するとともに、市役所本庁舎及

び各総合支所にパネルを掲示し、市民への周知を図った。  

・市の木 「トチノキ」 

・市の花 「アジサイ」 

・市の鳥 「カモ」 

 

７ 市の歌の制定 

  新しい栃木市の象徴を制定することにより、市民の一体感の醸成に寄与することを目

的として、11月13日に市の歌を制定した。制定に当たっては、市民の意見を反映させる

ため、平成26年に市民アンケートを実施し、歌詞のイメージを広く募集した。  

公表については、11月13日の市制5周年記念式典において、作詞者の麻衣氏、栃木第

五小学校合唱部60人及び栃木中央小学校6年生児童91人の合唱により発表した。  

  また、市の歌のCDを作成し、市内各施設、各小中学校、各保育園及び図書館等に配付

した。 

・タイトル  「栃木市民の歌～明日への希望～」  

・作詞、歌  麻衣 

  ・作曲、編曲 久石 譲 

 

８ 行政区域 

(1) 字の名称の変更  
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市町村の合併の特例に関する法律に基づき、旧大平町、旧藤岡町、旧都賀町、旧西

方町及び旧岩舟町に設置した地域自治区の設置期間が平成 27年3月31日で満了したこ

とに伴い、地域自治区の名称が消滅した後も引き続き同じ住所となるよう、4月1日か

ら字の名称を変更した。 

  ・対象地域 大平地域、藤岡地域、都賀地域、西方地域、岩舟地域  

(2) 街区の区域の変更 

栃木市箱森西部土地区画整理事業の実施に伴い道路等の形状が変更された箱森町の

一部について、現況に合わせるため街区の区域を変更した。  

・変更した街区の区域  栃木市箱森町の一部  

・実施期日      7月15日 

(3) 三県境（栃木県・群馬県・埼玉県）の確定 

平地にあって歩いて行ける三県境は、全国的にも稀であり、渡良瀬遊水地と旧谷中

村の歴史を伝える上で貴重な場所であることから、地域資源として有効活用する目的

で、栃木市・板倉町・加須市の3市町で測量を実施し、2月23日に協定を取り交わして

三県境を確定した。  

また、3月31日には加須市北川辺スポーツ遊学館において「栃木市・板倉町・加須市

三県境調印式」を開催し、3首長が行政区域境界確認書に調印すると伴に、三県境に記

念プレートを設置した。 

・三県境位置  北緯36度12分27秒、東経139度39分50秒 

 

９ 非核平和事業 

(1) 原爆パネル展 

  ア 開催状況 

開催期間 会場 来場者数(人) 

6月26日(金)～7月1日(水) 岩舟公民館 ロビー 184  

7月 3日(金)～  8日(水) 藤岡公民館 ロビー 66  

7月10日(金)～ 15日(水) 西方総合文化体育館  ロビー 69  

7月17日(金)～ 22日(水) 都賀公民館 ロビー 27  

7月28日(火)～8月2日(日) 栃木文化会館 展示室 124  

8月 5日(水)～ 18日(火) 大平公民館 2Ｆ廊下 115  

合    計 585  

  ※来場者数：折鶴回収数  

イ 展示内容  

(ｱ) 原爆投下後の惨状を収めた写真パネル等  

(ｲ)  各会場に折鶴作製スペースを設置  

（585 羽回収、平成 28 年度広島派遣にて原爆の子の像に奉納予定）  

(ｳ) 栃木文化会館では、【「戦争」に関する企画展示】を合わせて開催  

・原爆の図複製パネル展示  
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      原爆の図  第 1 部 幽霊 / 第 5 部 少年少女 / 第 7 部 竹やぶ 

           第 10 部 署名 / 第 15 部 長崎 

  丸木位里・丸木俊 作 原爆の図丸木美術館より借用  

   ・千人針、防空頭巾等の実物資料展示（埼玉県平和資料館より借用）  

   ・戦争に関するＤＶＤの放映  

(2) 戦争体験を聞く会  

   戦争の悲惨さや平和の尊さを再認識する機会として、戦地に出征した方や空襲を  

経験した方に戦時中の貴重な体験を話していただいた。  

 (3) 広島平和記念式典中学生派遣  

     ・派遣団員 市立中学校 2 年生男女各 1 人 計 28 人 

   ・随行   東陽中学校長（派遣団長）、学校教育課職員 1 人及び総務課職員 2 人 

計 4 人 

 開催日時 会場 内容 

説明会 6 月 26 日（金）18 時～ 
市役所 

正庁 

団長挨拶、自己紹介 

事業内容・行程等説明  

事前学習会 
6 月 26 日（金）説明会終了

後 

市役所 

正庁 

広島への原爆投下等に関する

事前学習 

壮行会 7 月 29 日（水）17 時 50 分～ 
市役所 

正庁 

市長、教育長挨拶  

団長挨拶、団員代表挨拶 

記念撮影 

戦後 70 年平和

事業海老名香

葉子講演会 

8 月 1 日（土）12 時 30 分～ 
栃木文化会館 

大ホール 

非核平和都市宣言唱和及びリ

ハーサル 

講演会への参加 

広島派遣 8 月 5 日（水）～7 日（金） ― 

広島市原爆死没者慰霊式・平

和祈念式参列  

広島平和記念資料館・平和記

念公園見学 

元安川灯ろう流し 

被爆体験講話受講 ほか 

報告会準備・ 

リハーサル 
8 月 16 日（日）9 時～ 

市役所 

正庁 

報告会の準備、リハーサル 

報告会 8 月 25 日（火）18 時～ 
市役所 

正庁 

研修内容の発表  

副市長挨拶 

講評（教育長） 

 開催日時 会場 来場者数(人) 

第 1 回 7月 4日（土）午前10時～ 藤岡公民館 大会議室  48  

第 2 回 7月11日（土）午前10時～ 西方総合文化体育館  研修室  66  

合 計 114  
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 (4) 戦後 70 年戦争体験文集の発行  

   ・寄稿者 22 人 

   ・配付先 図書館、市内小中高等学校及び公民館等 72 施設、市議会議員の他希望者 

(5) 戦後 70 年平和事業 海老名香葉子講演会「残された命  大切」 

   ・日時 8 月 1 日（土）14 時～15 時 30 分 

   ・会場 栃木文化会館  大ホール 

   ・入場料 無料 

   ・プログラム 主催者あいさつ、市内中学生（広島・オーストラリア派遣）による

非核平和都市宣言唱和、海老名香葉子講演会  

 

10 職員提案 

すべての職員が気軽に提案し、議論できる環境を整備し、課題意識や柔軟な発想力、

改善に対する意欲を高めることを目的として、平成 24 年 11 月から栃木市職員提案制度

「市長ホットライン」を実施している。本年度は、三段階の市長評価「なるほど！」、

「もうひとひねり」及び「次に期待」のうち、「なるほど！」となった職員提案につい

ては、その実施方法を検討する段階から提案者も参画できる制度に改めた。  

提案募集の結果、 6 人の職員から 6 件の提案があり、 4 件の提案について採用され、

うち 2 件については、既に実施に至っている。 

(1) 提案分野及び件数  

・市の政策、施策に関する分野 2 件 

・市の業務の改善に関する分野 4 件 

・組織や職場環境に関する分野  - 件 

・市長が特定の課題を設け提案を求める分野  ‐件 

(2) 市長評価が「なるほど」であった提案  

・若手職員に庁議を傍聴してもらう（実施済） 

・さらに一歩進めた、職員提案制度（実施済） 

・栃木市役所有害鳥獣捕獲隊の設立  

・立体駐車場内におけるヘッドライト点灯について  

 

11 後援事業 

  「栃木市の後援等に係る事務取扱要綱」、「栃木市イベント開催時の安全管理方針」

及び平成 26 年 10 月に作成した「栃木市の後援等受付マニュアル」により、各種団体の

主催する事業について、申請に基づき後援を行った。  

  ・後援実績 申請件数 26 件   内承認件数 26 件 

 

12 市章 

  栃木市章を適正かつ慎重に取り扱うため、市章を使用しようとする者から使用承認の

申請を受け、承認又は不承認を決定した。  

  ・使用承認申請件数 2件   内承認件数 1件 
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13 行政手続制度 

  行政手続法の改正に伴い、栃木市行政手続条例の一部を改正し、 4月1日から施行した

ことから、改正行政手続条例等について市職員の理解を深め、適正な行政運営を図るた

め、庁内説明会を開催した。 

  ・開催日 4月24日（金）、4月28日（火）、1月22日（金） 

 

14 平成27年9月関東・東北豪雨に係る復旧・復興支援総合窓口開設  

  平成27年9月関東・東北豪雨により被災された方が、復旧・復興支援関係の申請をする

際の利便性向上のため、申請に係る受付相談の総合窓口を開設した。  

 (1) 復旧・復興支援総合窓口 

   ・開設期間 10月22日（木）～11月20日（金）土日祝日を含む毎日  

   ・開設時間 午前8時30分～午後5時15分 

   ・開設場所 市役所本庁舎 4階 401会議室 

   ・利用者数 受付人数 535人 申請件数 404件 相談件数 421件 

 (2) 復旧・復興支援総合窓口出張窓口  

   ・開設日時 11月1日（日）午前8時30分～午後5時15分 

   ・開設場所 部屋地区公民館  

   ・利用者数 受付人数 21人 申請件数 10件 相談件数 32件 

 

15 行政改革 

  行政改革大綱・財政自立計画に基づき、平成27年度行政改革大綱・財政自立計画実施

計画を策定し、進行管理に努めた。  

また、市民会議が下記のとおり開催され、行政改革大綱・財政自立計画に対する意見

が提出された。 

7月30日（木） 市民会議総合計画部会  

8月 6日（木） 市民会議総合計画部会 

9月29日（火） 市民会議全体会  

 

16 指定管理者制度 

(1) 指定管理者選定委員会の開催  

開催日 内  容 

6 月 24 日（水） 制度説明等 

8 月 24 日（月） 管理状況評価（現地調査及びヒアリング）  

9 月 15 日（火） 指定管理者選定ヒアリング 

9 月 28 日（月） 指定管理者候補者（案）の選定  

 (2) 選定委員会による管理状況評価（3 次評価）を行った施設  

№ 施設名称 指定管理者名称  評価 

1 栃木市斎場 宮本工業所・五輪グループ  Ａ 
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2 栃木市都賀地域活動支援センター  社会福祉法人栃木市社会福祉協議会  Ａ 

3 栃木市大平児童館  学校法人しずわでら学園 Ａ 

4 とちぎ山車会館  一般社団法人栃木市観光協会  Ａ 

※評価はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 4 段階評価 

※上記施設以外は、指定管理者による自己評価（1 次評価）及び施設所管課による

評価（2 次評価）を実施  

(3) 公募により選定を行った施設  

№ 施設名称 指定管理者名称  備考 

1 とちぎ市民活動推進センター  特定非営利活動法人ハイジ  
 

2 栃木市勤労者総合福祉センター  
シダックス大新東ヒューマンサー

ビス株式会社 
 

3 栃木市栃木勤労青少年ホーム 
環境整備・いすゞビルメンテナン

ス共同企業体 
 

4 栃木市大平勤労青少年ホーム 
環境整備・いすゞビルメンテナン

ス共同企業体 
 

5 栃木市勤労者体育センター  
環境整備・いすゞビルメンテナン

ス共同企業体 
 

6 栃木市出流ふれあいの森 みかも森林組合  

7 
栃木市岩舟健康福祉センター（遊

楽々館） 

宮ビルサービス株式会社・有限会

社エヌエスリンク共同事業体  
 

8 栃木市岩舟総合運動公園 
宮ビルサービス株式会社・有限会

社エヌエスリンク共同事業体  
 

 (4) 公募外により選定を行った施設  

№ 施設名称 指定管理者名称 備考 

1 栃木市藤岡高齢者生きがいセンター  
公益社団法人栃木市シルバー

人材センター 

 

 

 文書法規担当   

 

１ 情報公開・個人情報保護関係  

(1) 市政情報センター及び市政情報コーナーの設置  

   情報公開の総合窓口として市役所 4 階に設置した市政情報センターにおいて、市民

の相談に応じるほか、各種行政資料を常時公開するとともに、各公民館の図書コーナ

ーにも市政情報コーナーを設け、各種行政資料を常時公開した。  

(2) 市民へのＰＲの実施 

情報公開制度及び個人情報保護制度の案内について、市ホームページに掲載した。 
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(3) 実施状況 

平成 27 年度には、情報公開請求が 80 件、個人情報開示請求が 11 件あり、状況は次

のとおりである。  

・請求件数及び公開等の決定状況（単位：件） 

情報公開 

請求件数 

公開等の決定状況   個人情報開

示請求件数 

開示等の決定状況  

公開 部分公開 非公開 開示 部分開示 非開示 

80 24 55 1 11 - 11 - 

(4) 審査会開催状況 

情報公開・個人情報保護審査会  

実施日 議題 

11月 2日（月） ・防犯カメラシステムの設置について（栃木市いまいずみ児童館及

びとちぎコミュニティプラザ）  

・栃木市公共施設予約システムの電子計算組織の結合について  

3月 7日（月） ・防犯カメラシステムの設置について（新大平下駅東口駐輪場）  

・防犯カメラシステムの設置について（第二公園）  

3月23日（水） ・建築確認図書のうち立面図の非公開処分に対する不服申立てにつ

いて 

・栃木市景観形成要綱にのっとり最終的に示した書類とその時の指

導内容が分かる書類の部分公開処分に対する不服申立てについて  

 

２ 告示 

・件数 415 件 

 

３ 栃木市公報の発行  

  ・年 12 回発行 第 61 号（4 月 15 日）～第 72 号（3 月 15 日） 

 

４ 文書管理関係 

(1) 文書の引継ぎ及び廃棄  

   保存年限が満了した文書が収納されているファイルを書庫へ引き継ぎ又は廃棄し、

引継ぎファイル一覧（引継リスト）及び廃棄ファイル一覧（廃棄リスト）を作成した。

（本庁のみ） 

  ア 文書の引継ぎ  

    ・引継ファイル件数  9,541 件 

  イ 文書の廃棄 

    ・廃棄ファイル件数  2,506 件 

ウ 廃棄文書一斉回収の実施  

    ・6 月 5 日（金） 
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(2) 文書取扱件数                          （単位：件） 

区 分 郵便文書 県文書使送車による県庁からの文書 合計 

収受文書 205,797 6,887 212,684 

発送文書 1,054,558 2,765 1,057,323 

 (3) 郵便に関する研修会の開催  

   郵便料金割引制度の利用を促進するため、主に郵便業務を担当する職員を対象とし

て、郵便料金特別割引制度に関する研修会を開催した。  

   ・開催日 10 月 29 日（木） 

   ・受講者数 63 人 

 

５ 文書印刷 

(1) 印刷機年間利用枚数     3,730,800 枚 

(2) コピー機年間利用枚数    5,982,795 枚 

(3) カラーコピー機年間利用枚数   151,996 枚 

 

６ 市議会関係 

招 集 日 会議別 提 出 議 案 等 

5 月 29 日（金） 定例会 
議案第 57 号～議案第 81 号 

報告第 2 号～報告第 14 号 

8 月 28 日（金） 定例会 

議案第 82 号～議案第 109 号 

報告第 15 号～報告第 24 号 

認定第 1 号～認定第 10 号 

10 月 21 日（水） 臨時会 議案第 110 号～議案第 116 号 

11 月 27 日（金） 定例会 
議案第 117 号～議案第 150 号 

報告第 25 号～報告第 29 号 

2 月 26 日（金） 定例会 
議案第 1 号～議案第 61 号 

報告第 1 号～報告第 5 号 

 

７ 条例、規則等の審査、制定及び改廃  

(1) 例規審査委員会  

   本市において制定する条例等の適正を期するため、条例等を審査し、立案を指導助

言する栃木市例規審査委員会を開催した。  

・委員会の開催  21 回    

・審議件数   318 件 

(2) 法令の制定・改廃等に伴い、本市の条例・規則等を整備した。（番号は暦年）  

ア 条例  

番号 題     名 公布年月日 施行年月日 

33 栃木市議会の議決すべき事件を定める  平成27年 5月29日 平成27年 5月29日 
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 条例   

34 栃木市パブリックコメント手続条例  平成27年 6月19日 平成27年 6月19日 

35 栃木市住民投票条例  平成27年 6月19日 平成27年 9月 1日 

36 栃木市横山郷土館条例  平成27年 6月19日 平成27年 7月 1日 

37 

栃木市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例  

平成27年 6月19日 平成27年 7月 1日 

38 

栃木市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

平成27年 6月19日 平成27年 6月19日 

39 

栃木市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例  

平成27年 6月19日 平成27年 6月19日 

40 
栃木市保育所条例の一部を改正する条

例 
平成27年 6月19日 平成28年 4月 1日 

41 
栃木市介護保険条例の一部を改正する

条例 
平成27年 6月19日 平成27年 6月19日 

42 
栃木市奨学金貸付条例の一部を改正す

る条例 
平成27年 6月19日 平成28年 4月 1日 

43 

栃木市行政手続における個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条

例 

平成27年 9月28日 平成28年 1月 1日 

44 
栃木市工場立地法に基づく準則を定め

る条例 
平成27年 9月28日 平成27年 9月28日 

45 
栃木市旧栃木警察署跡地土地利用事業

者審査委員会条例  
平成27年 9月28日 平成27年 9月28日 

46 
栃木市個人情報保護条例の一部を改正

する条例 
平成27年 9月28日 

平成27年10月 5日 

平成28年 1月 1日 

行政手続における

特定の個人を識別

するための番号の

利用等に関する法

律(平成25年法律

第27号)附則第1条

第5号に掲げる規

定の施行の日 

47 
栃木市職員の再任用に関する条例の一

部を改正する条例  
平成27年 9月28日 平成27年10月 1日 

48 栃木市行政財産使用料条例の一部を改 平成27年 9月28日 平成27年 9月28日 
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 正する条例   

49 栃木市税条例等の一部を改正する条例  平成27年 9月28日 平成28年 1月 1日 

50 
栃木市都市計画税条例の一部を改正す

る条例 
平成27年 9月28日 平成27年 9月28日 

51 
栃木市手数料条例の一部を改正する条

例 
平成27年 9月28日 

平成27年10月 5日 

平成28年 1月 1日 

52 
栃木市子ども・子育て会議条例の一部

を改正する条例  
平成27年 9月28日 平成27年10月 1日 

53 
栃木市営住宅条例の一部を改正する条

例 
平成27年 9月28日 平成27年 9月28日 

54 
栃木市災害見舞金支給の特例に関する

条例 
平成27年 9月28日 平成27年 9月28日 

55 
栃木市罹災救助基金条例を廃止する条

例 
平成27年10月21日 平成27年10月21日 

56 栃木市ふるさと応援基金条例  平成27年12月18日 平成27年12月18日 

57 栃木市行政不服審査会条例 平成27年12月18日 平成28年 4月 1日 

58 
行政不服審査法の改正に伴う関係条例

の整備に関する条例  
平成27年12月18日 平成28年 4月 1日 

59 
栃木市行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例 
平成27年12月18日 平成28年 1月 1日 

60 
栃木市部設置条例等の一部を改正する

条例 
平成27年12月18日 平成28年 4月 1日 

61 栃木市印鑑条例の一部を改正する条例  平成27年12月18日 平成28年 1月 1日 

62 
栃木市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例 
平成27年12月18日 

平成29年 1月 1日 

平成28年 1月 1日 

63 
栃木市手数料条例の一部を改正する条

例 
平成27年12月18日 

平成28年 1月 1日 

平成28年 4月 1日 

64 
栃木市健康福祉センター条例の一部を

改正する条例  
平成27年12月18日 平成28年 4月 1日 

65 
栃木市住民基本台帳カードの利用に関

する条例を廃止する条例 
平成27年12月18日 平成28年 1月 1日 

66 
栃木市議会委員会条例の一部を改正す

る条例 
平成27年12月18日 平成28年 4月 1日 

1 
栃木市長、副市長及び教育長の給与の

特例に関する条例  
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

2 栃木市地域支え合い活動推進条例  平成28年 3月24日 平成28年10月 1日 

3 栃木市いじめ防止対策推進条例  平成28年 3月24日 平成28年3 月24日 

4 
栃木市農業委員会の委員及び農地利用  

最適化推進委員の定数を定める条例  
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 
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5 
栃木市特別会計条例の一部を改正する

条例 
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

6 
栃木市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例の一部を改正する条例  
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

7 

栃木市議会の議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 

平成28年 3月24日 
平成28年 3月24日 

平成28年 4月 1日 

8 
栃木市長等の給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例 
平成28年 3月24日 

平成28年 3月24日 

平成28年 4月 1日 

9 
栃木市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例  
平成28年 3月24日 

平成28年 3月24日 

平成28年 4月 1日 

10 
栃木市聖地公園管理基金条例の一部を

改正する条例  
平成28年 3月24日 平成28年 3月24日 

11 

栃木市指定障がい福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例  

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

12 
栃木市高齢者デイサービスセンター条

例の一部を改正する条例 
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

13 

栃木市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例  

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

14 

栃木市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例  

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

15 
栃木市勤労青少年ホーム条例の一部を

改正する条例  
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

16 
栃木市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例  
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

17 
栃木市手数料条例の一部を改正する条

例 
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

18 
栃木市建築審査会条例の一部を改正す

る条例 
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

19 

栃木市地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

20 栃木市藤岡遊水池会館条例の一部を改 平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 
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正する条例 

21 

栃木市任期付市費負担教職員の任用、

給与等に関する条例の一部を改正する

条例 

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

22 

栃木市任期付市費負担教職員の任用、

給与等に関する条例の一部を改正する

条例 

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

23 
栃木市職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例 
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

24 
栃木市火災予防条例の一部を改正する

条例 
平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

25 
栃木市固定資産評価審査委員会条例等

の一部を改正する条例  
平成28年 3月24日 

平成28年 4月 1日 

平成28年 3月24日 

26 

栃木市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例  

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

27 

都賀町老人在宅介護支援センター設置

及び管理運営に関する条例を廃止する

条例 

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

28 

栃木市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

29 

栃木市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例  

平成28年 3月24日 平成28年 4月 1日 

30 
栃木市議会基本条例の一部を改正する

条例 
平成28年 3月24日 平成28年 3月24日 

31 
栃木市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例 
平成28年 3月31日 平成28年 4月 1日 

イ 規則  

番号 題     名 公布年月日 施行年月日 

35 
栃木市職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する規則の一部を改正する規則  
平成27年 4月22日 平成27年 4月22日 

36 
栃木市職員の育児休業等に関する規則

の一部を改正する規則 
平成27年 4月22日 平成27年 4月22日 

37 
栃木市公共施設予約システムの運用に

関する規則 
平成27年 5月 1日 平成27年 5月 1日 

38 
栃木市子ども・子育て支援法施行細則  

の一部を改正する規則  
平成27年 5月 8日 平成27年 5月 8日 
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39 
栃木市予防接種事故災害補償規則の一

部を改正する規則  
平成27年 5月15日 平成27年 5月15日 

40 
栃木市墓園条例施行規則の一部を改正

する規則 
平成27年 5月29日 平成27年 5月29日 

41 
栃木市予防接種に関する規則の一部を

改正する規則  
平成27年 6月15日 平成27年10月 1日 

42 
栃木市介護保険規則の一部を改正する

規則 
平成27年 6月22日 

平成27年 8月 1日 

平成27年 6月22日 

43 

栃木市基準該当居宅サービス事業者の

登録に関する規則の一部を改正する規

則 

平成27年 6月22日 平成27年 8月 1日 

44 

栃木市職員の初任給、昇格及び昇給等

の基準に関する規則の一部を改正する

規則 

平成27年 6月30日 平成28年 4月 1日 

45 
栃木市建築物の耐震改修の促進に関す

る法律施行細則  
平成27年 7月29日 平成27年 7月29日 

46 栃木市住民投票条例施行規則  平成27年 8月 7日 平成27年 9月 1日 

47 栃木市横山郷土館条例施行規則  平成27年 8月20日 平成27年 8月20日 

48 
栃木市建築基準法施行細則の一部を改

正する規則 
平成27年 8月27日 平成27年 8月27日 

49 

栃木市長期優良住宅の普及の促進に関

する法律施行細則の一部を改正する規

則 

平成27年 8月27日 平成27年 8月27日 

50 
栃木市都市の低炭素化の促進に関する

法律施行細則の一部を改正する規則 
平成27年 8月27日 平成27年 8月27日 

51 
栃木市障がい児者相談支援センター規

則 
平成27年 9月18日 平成27年10月 1日 

52 
栃木市個人情報保護条例施行規則の一

部を改正する規則  
平成27年10月 2日 

平成27年10月 5日 

行 政 手 続 に お け

る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の

番 号 の 利 用 等 に

関する法律 (平成

25年法律第 27号 )

附 則 第 1条 第 5号

に 掲 げ る 規 定 の

施行の日 

53 
栃木市災害見舞金支給の特例に関する

条例施行規則  
平成27年10月15日 平成27年10月15日 
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54 

栃木市税条例施行規則及び栃木市税に

関する文書の様式を定める規則の一部

を改正する規則  

平成27年11月18日 平成28年 1月 1日 

55 

女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律の特定事業主等を定める規

則 

平成27年11月26日 平成28年 4月 1日 

56 
栃木市営住宅条例施行規則の一部を改

正する規則 
平成27年12月10日 平成28年 1月 1日 

57 
栃木市児童手当事務取扱規則の一部を

改正する規則  
平成27年12月10日 平成27年12月10日 

58 
栃木市中小企業者に対する融資に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則  
平成27年12月18日 平成27年12月18日 

59 
栃木市こども医療費助成に関する条例

施行規則等の一部を改正する規則  
平成27年12月18日 平成28年 1月 1日 

60 
栃木市行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例施行規則  
平成27年12月25日 平成28年 1月 1日 

61 
栃木市生活保護法施行細則等の一部を

改正する規則  
平成27年12月25日 平成28年 1月 1日 

62 
栃木市危険物の規制に関する規則の一

部を改正する規則  
平成27年12月25日 平成28年 4月 1日 

63 
栃木市住民基本台帳カードの利用に関

する条例施行規則を廃止する規則  
平成27年12月25日 平成28年 1月 1日 

64 
栃木市地域づくり推進条例施行規則の

一部を改正する規則  
平成27年12月25日 平成28年 4月 1日 

65 

栃木市行政手続における個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条

例施行規則 

平成27年12月28日 平成28年 1月 1日 

1 
栃木市伝統的建造物群保存地区保存審

議会規則 
平成28年 2月15日 平成28年 4月 1日 

2 
栃木市自転車等の放置防止に関する条

例施行規則等の一部を改正する規則  
平成28年 2月15日 平成28年 4月 1日 

3 
栃木市企業立地促進条例施行規則の一

部を改正する規則  
平成28年 2月16日 平成28年 4月 1日 

4 
栃木市税条例施行規則の一部を改正す

る規則 
平成28年 2月16日 平成28年 4月 1日 

5 
栃木市予防接種に関する規則の一部を

改正する規則  
平成28年 2月29日 平成28年 4月 1日 

6 
栃木市補助金等交付規則の一部を改正

する規則 
平成28年 3月11日 平成28年 4月 1日 
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7 
栃木市下水道事業受益者負担に関する

条例施行規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月14日 平成28年 4月 1日 

8 栃木市財務規則の一部を改正する規則  平成28年 3月16日 平成28年 4月 1日 

9 

栃木市公の施設の指定管理者の指定手

続等に関する条例施行規則及び栃木市

住居表示に関する条例施行規則の一部

を改正する規則  

平成28年 3月17日 平成28年 4月 1日 

10 
栃木市住民投票条例施行規則の一部を

改正する規則  
平成28年 3月18日 平成28年 6月19日 

11 
栃木市個人情報保護条例施行規則の一

部を改正する規則  
平成28年 3月22日 平成28年 4月 1日 

12 
栃木市情報公開条例施行規則の一部を

改正する規則  
平成28年 3月22日 平成28年 4月 1日 

13 
栃木市情報公開・個人情報保護審査会

条例施行規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月22日 平成28年 4月 1日 

14 
栃木市税に関する文書の様式を定める

規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

15 
栃木市建設工事等執行規則の一部を改

正する規則 
平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

16 
栃木市介護保険規則の一部を改正する

規則 
平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

17 
栃木市社会福祉法人等の助成に関する

条例施行規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

18 
栃木市特定疾患者介護手当支給条例施

行規則等の一部を改正する規則  
平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

19 
栃木市保育の利用に関する規則の一部

を改正する規則  
平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

20 

栃木市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担額を定める

条例施行規則の一部を改正する規則  

平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

21 
栃木市風致地区条例施行規則等の一部

を改正する規則  
平成28年 3月23日 平成28年 4月 1日 

22 
栃木市職員の特殊勤務手当の支給に関

する規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月28日 平成28年 4月 1日 

23 
栃木市行政組織規則等の一部を改正す

る規則 
平成28年 3月28日 平成28年 4月 1日 

24 
栃木市学童保育の実施に関する条例施  

行規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月28日 平成28年 4月 1日 

25 栃木市いじめ問題再調査委員会規則  平成28年 3月28日 平成28年 4月 1日 
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26 
栃木市職員の給料等の支給に関する規

則の一部を改正する規則 
平成28年 3月28日 平成28年 3月28日 

27 
栃木市職員の単身赴任手当の支給に関

する規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月28日 平成28年 4月 1日 

28 
栃木市技能労務職員の給与に関する規

則の一部を改正する規則 
平成28年 3月28日 平成28年 3月28日 

29 
栃木市職員の地域手当の支給に関する

規則の一部を改正する規則 
平成28年 3月28日 平成28年 3月28日 

30 
平成 27年勧告改正条例の施行に伴う給

与の支給等の特例に関する規則  
平成28年 3月28日 平成28年 3月28日 

31 

生活保護法施行細則及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律施行細則の一

部を改正する規則  

平成28年 3月29日 平成28年 4月 1日 

32 
栃木市職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月30日 平成28年 4月 1日 

33 
栃木市職員の管理職手当支給に関する

規則の一部を改正する規則  
平成28年 3月30日 平成28年 4月 1日 

34 

栃木市職員の初任給、昇格及び昇給等

の基準に関する規則の一部を改正する

規則 

平成28年 3月30日 平成28年 4月 1日 

35 
栃木市職員級別職務分類規則を廃止す

る規則 
平成28年 3月30日 平成28年 4月 1日 

36 栃木市行政不服審査会条例施行規則  平成28年 3月30日 平成28年 4月 1日 

37 
栃木市藤岡遊水池会館条例施行規則の

一部を改正する規則  
平成28年 3月30日 平成28年 4月 1日 

38 
栃木市廃棄物処理施設条例施行規則の

一部を改正する規則  
平成28年 3月31日 平成28年 4月 1日 

39 
栃木市老人福祉法施行細則等の一部を

改正する規則  
平成28年 3月31日 平成28年 4月 1日 

ウ 訓令  

番号 題     名 公布年月日 施行年月日 

16 
栃木市物品購入等条件付き一般競争入

札実施規程 
平成27年10月28日 平成27年11月 1日 

17 
栃木市特定事業主行動計画策定等委員

会設置要綱の一部を改正する要綱  
平成27年11月26日 平成27年11月26日 

18 栃木市環境基本計画推進会議設置要綱  平成27年12月 1日 平成27年12月 1日 
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19 
障害児福祉手当及び特別障害者手当等

事務取扱規程の一部を改正する規程  
平成27年12月25日 平成28年 1月 1日 

20 

栃木市住民基本台帳ネットワークシス

テムの管理運営に関する規程の一部を

改正する規程  

平成27年12月25日 平成28年 1月 1日 

1 
栃木市職員の駐車場の使用に関する規

程 
平成28年 1月 5日 平成28年 4月 1日 

2 
栃木市人事発令書式規程の一部を改正

する規程 
平成28年 1月22日 平成28年 2月 1日 

3 
栃木市庁議等規程等の一部を改正する

規程 
平成28年 2月15日 平成28年 4月 1日 

4 
障害児福祉手当及び特別障害者手当等

事務取扱規程の一部を改正する規程  
平成28年 2月16日 平成28年 4月 1日 

5 
栃木市事後審査型条件付き一般競争入

札実施規程の一部を改正する規程  
平成28年 2月17日 平成28年 4月 1日 

6 
栃木市事務決裁規程等の一部を改正す

る規程 
平成28年 3月18日 

平成28年 4月 1日 

平成28年 3月18日 

7 
栃木市非常勤職員等の任用等に関する

要綱の一部を改正する要綱  
平成28年 3月23日 平成28年 3月23日 

8 
栃木市庁議等規程等の一部を改正する

規程の一部を改正する規程  
平成28年 3月28日 平成28年 3月28日 

9 栃木市職員人事評価実施規程  平成28年 3月28日 平成28年 4月 1日 

10 
栃木市農業委員会委員候補者選考委員

会規程 
平成28年 3月30日 平成28年 4月 1日 

 

８ 顧問弁護士 

市長その他市の執行機関の相談に応じ、行政執行上の問題について顧問弁護士 (1人)

から意見、助言等を受けた。  

  ・相談件数  2件 

 

９ 特定任期付職員（弁護士） 

  市長その他市の執行機関の相談に応じ、行政執行上の問題について庁内弁護士から意

見、助言等を受けた。  

  ・相談件数  64 件 


