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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、自治基本条例の運用、組織の見直し、行政区域の確認、

行政改革、地方分権への対応、指定管理者制度、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。  

    自治基本条例については、栃木市市民会議から栃木市自治基本条例の見直しに関

する提言書が提出されたことを受け、提言に対する市の対応をまとめた。  

組織の見直しについては、市民目線で効率的な、行政課題に的確に対応する組織

を目指し、部課長のヒアリングを行い、庁議等における審議を経て実施した。 

非核平和事業では、非核平和都市宣言の趣旨を踏まえ、同宣言の周知活動を行い、

原爆パネル展及び戦争体験を聞く会を開催したほか、広島平和記念式典に中学生を

派遣した。 

    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、全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、2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、3

件の事案を審査した。  

文書管理については、文書の収受、配布及び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、書庫へ引継ぐ文書及び栃木市役

所旧本庁舎等の整備に伴い、旧本庁舎等から移転する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、定例会を 4回招集し、171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、109件の制定改廃を行った。  

 

 行政管理係   

 

１ 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市民へ

の周知を図るため、ホームページにおける情報提供のほか、市内で開催されたイベント

において周知活動を行った。また、栃木市市民会議から自治基本条例の見直しに関する

提言書が提出されたことを受け、提言に対する市の対応についてまとめた。  
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２ 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。また、同条例の見直しに当たり施行状況及び改

善に関する事項を検証し、その結果を提言書としてまとめた。  

(1) 委員の構成 

・公募による者     19 人 

・関係団体を代表する者 29 人 

・学識経験を有する者   5 人 

・市職員         2 人    合計 55 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11日（水） 

午後7時25分～ 

市役所301会議室 

13 
・部会長の選任について 

・条例の検証作業について  

 
開催日時 

会場 

参加者数 

（人） 
主な議案等 

第11回 

5月11日（水） 

午後7時～ 

市役所正庁 

42 

・平成28年度のスケジュールについて  

・部会の振り分けについて  

・栃木市自治基本条例検証に関する要望等につ 

いての各課回答状況報告 

第12回 

7月27日（水）

午後7時～ 

市役所正庁 

43 
・栃木市自治基本条例の見直しに関する提言（中

間とりまとめ案）について  

第13回 

9月30日（金）

午後7時～ 

市役所正庁 

43 ・総合計画部会 外部評価実施結果について  

第14回 

12月20日（火）

午後7時～ 

市役所正庁 

34 

・栃木市自治基本条例の見直しに関する提言（案）

について 

・栃木市議会の議員定数について  

・政策的事業への意見照会に対する回答につい 

て 

第15回 

2月8日（水）

午後7時～ 

市役所正庁 

36 

・政策的事業への意見照会に対する回答について 

・栃木市自治基本条例の見直しに関する提言に対

する市の対応について  

・組織横断の3つのプロジェクトの進捗管理につ

いて 
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第9回 

7月1日（金） 

午後7時～ 

市役所301会議室 

12 
・条例の検証作業について 

・提言書の中間とりまとめについて  

第10回 

9月28日（水） 

午後7時～ 

市役所301会議室 

12 
・条例の検証作業について 

・提言書中間とりまとめに関する意見について 

第11回 

11月30日（水） 

午後7時～ 

市役所正庁 

15 
・栃木市自治基本条例の見直しに関する提言

（素案）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。 

 

３ 組織の見直し 

(1) 平成29年4月実施に向けた組織の見直しに関する基本方針  

  ア 現行組織の定着を図るため、大幅な見直しは行わない。  

  イ 現行組織の課題を検証し、解決に向けた見直しを行う。  

  ウ 新たな行政課題には、人的な配置を含め、的確に対応できる体制を整える。  

 (2) 平成29年4月に実施した組織の見直しの概要 

  ア 総務部 

    ・情報推進課の名称を情報システム課に変更した。  

  イ 保健福祉部 

    ・高齢福祉課と地域包括ケア推進課を統合して、地域包括ケア推進課とし、高齢

福祉関係事務の集約及び強化を図った。  

    ・子どもを安心して産み育てやすい環境を整備するため、健康増進課に子育て世

代包括支援センター係を新設した。また、健康増進課の母子保健第 1係、母子保健

第2係、成人保健第1係及び成人保健第 2係を、母子保健係及び成人保健係の 2係に

再編した。 

ウ 消防本部 

  ・消防署の消防第1課及び消防第2課に救助係を新設し、消防体制の強化を図った。  

 

４ 日曜窓口の開設 

 (1) 関係課会議 

   日曜窓口に関する事務調整会議を開催し、関係課6課で平成29年日曜窓口の開設につ

いて協議した。 

   ・会議開催 10月11日（火） 

 (2) 開設日時 

   ・3月12日（日）、19日（日）、26日（日） 各日午前8時30分～午後5時 

 (3) 開設窓口 

   ・市民生活窓口、保険医療窓口、税務窓口  
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５ 市政年報 

  平成27年度の栃木市政の大要を収録した市政年報を作成し、閲覧用に市政情報センタ

ーや各地域図書館等に設置したほか、市インターネットに掲載した。なお、市議会がタ

ブレット端末を導入したため、市議会議員への配布はデータにより行った。  

 ・冊子版及びＣＤ版配布部数  

配付先 
冊子版 

(冊) 

CD 版 

(枚) 
配付先 

冊子版

(冊) 

CD 版 

(枚) 

市長､副市長､教育長  3 ‐ 参与 1 ‐ 

総務課 2 1 監査委員（議員を除く) 1 ‐ 

情報推進課 ‐ 1 議事課（議会図書館）  1 ‐ 

各総合支所（幹事課） 5 ‐ 生涯学習課（地区公民館） 6 ‐ 

図書館 6 ‐ シティプロモーション課 1 ‐ 

 合  計 26 2 

 

６ 市の木・花・鳥・歌の普及啓発  

  市民の一体感の醸成に寄与することを目的に平成27年に制定された市の木「トチノ

キ」・市の花「アジサイ」・市の鳥「カモ」・市の歌「栃木市民の歌～明日への希望～」

の普及啓発活動を行った。  

(1) 市の木・花・鳥 

・市封筒及び市広報紙に市の木・花・鳥のイラスト等を掲載 

 (2) 市の歌 

・「栃木市民の歌～明日への希望～」のカラオケ配信（4月26日から） 

  ・本庁舎への電話の保留音 

・本庁舎内の定時放送  

・防災行政無線の定時放送  

・庁内でのラジカセの貸出し  

 

７ 非核平和事業 

(1) 原爆パネル展 

  ア 開催状況 

開催期間 会場 折り鶴回収数(羽) 

6月24日(金)～6月29日(水) 藤岡公民館 ロビー 125  

7月 1日(金)～  6日(水) 都賀公民館 ロビー 43  

7月 8日(金)～ 13日(水) 西方総合文化体育館  ロビー 43  

7月15日(金)～ 20日(水) 大平公民館 ２階通路 181  

7月22日(金)～ 27日(水) 岩舟公民館 ロビー 128  

8月 1日(月)～  6日(土) 栃木文化会館 展示室 190  
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合    計 710  

イ 内容  

(ｱ) 全会場で実施 

・原爆投下後の惨状を収めた写真パネルの展示 

・広島平和記念式典への中学生派遣活動記録の展示 

  ・折鶴作成スペースの設置 

（平成 29 年度広島派遣にて原爆の子の像に奉納予定）  

(ｲ) 栃木文化会館のみ実施 

・原爆の図丸木美術館所蔵の「原爆の図」複製画（作：丸木位里・丸木俊）  

       第 3 部「水」、第 4 部「虹」、第 6 部「原子野」、第 8 部「救出」、 

第 11 部「母子像」 

   ・埼玉県平和資料館所蔵の千人針、防空頭巾等の実物資料 

   ・戦争に関するＤＶＤの放映  

(2) 戦争体験を聞く会  

 広島での被ばく体験や戦時中の生活などを、実体験者等から直接聞くことで、戦争

の悲惨さや平和の尊さについて考える機会を設けた。 

ア 都賀公民館１階  講堂 

  ・日 時 7 月 2 日（土）午前 10 時～ 

  ・講 師 高橋久子氏「私の被爆体験」  

吉沢よし美氏「青雲の志に燃えて  渡満」 

    ・来場者 46 人 

  イ 大平公民館 2 階 第 1･2 会議室 

    ・日 時 7 月 16 日（土）午前 10 時～ 

    ・講 師 上野和子氏「学童疎開船  対馬丸の悲劇」 

         丹羽正明氏「戦時中の食糧事情」  

    ・来場者 79 人 

 (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   西方中学校長（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 
7 月 8 日（金） 

午後 6 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 
7 月 8 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 22 日（金） 

午後 6 時～ 

市役所 

正庁 

市長・教育長挨拶 

団長・団員代表挨拶、記念撮影 

広島派遣 
8 月 5 日（金） 

～7 日（日） 

広島市

ほか 

広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式参

列 
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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 20 日（土） 

午前 9 時～ 

市役所 

正庁 
報告会の準備、リハーサル 

報告会 
8 月 26 日（金） 

午後 6 時～ 

市役所 

正庁 

研修内容の発表 

副市長挨拶 

講評（教育長） 

 

８ 職員提案「市長ホットライン」  

全ての職員が、気軽に提案や議論が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に実施した。 

 (1) 提案件数                           （単位：件） 

評価 

年度 

なるほど もうひと

ひねり 
次に期待 合 計 

実施済 検討中 実施不可  

26 年度 3 - - 3 1 1 5 

27 年度 3 1 - 4 2 - 6 

28 年度 6 1 - 7 3 - 10 

(2) 市長評価が「なるほど」であった提案（提案順） 

ア 若手技術系職員の確保及び育成（～栃木市は君たちをまっている～）【検討中】  

イ 「社会貢献型自動販売機」の設置による「とちぎ夢ファーレ」財源の確保  

ウ 職員が自由に市政情報や街の魅力の発信を行う、サポーター型の facebook ページ

の作成 

エ 栃木市の各種補助金の逆引き辞典を市ホームページ上で公開  

オ 職員メールアドレスの様式変更  

カ フォトデータベースの構築  

キ 本庁 2 階の待合フロアに血圧測定器を複数台設置する  

 

９ 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」に基づき、各種団体

の主催する事業の後援申請に対し、承認又は不承認の決定を行った。  

  ・後援 申請件数 21 件（内承認件数 20 件、不承認件数 1 件） 

 

10 市章 

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

について相談を受けたが、使用申請はなかった。  

 

11 行政手続制度 
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(1) 行政手続に係る聴聞に関する事務の手引の制定  

国及び県からの権限移譲による許認可事務の拡大に伴い、今後聴聞手続を行う必要

が生じることが想定されることから、聴聞を行った場合の公正の確保と事務の迅速か

つ能率的な執行を図るため「行政手続に係る聴聞に関する事務の手引」を制定した。

（平成29年4月1日から運用）  

 (2) 行政手続法等による審査基準等の公表  

   各申請に対する審査基準及び不利益処分について、市として統一的に公開するため、

４月から同一様式での各申請窓口への備付け及び市ホームページへの掲載を行った。  

 

 行革推進係   

 

１ 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 22 日（水） 指定管理者制度説明等 

8 月 24 日（水） 管理状況評価（現地調査及びヒアリング）  

9 月 28 日（水） 指定管理者選定ヒアリング、候補者（案）の選定  

10 月 13 日（木） 指定管理者選定ヒアリング、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 栃木市渡良瀬の里 
株式会社 

メディカルフィットネスとちの木  
Ａ 

2 栃木市西方ふれあいプラザ  
社会福祉法人 

栃木市社会福祉協議会  
Ａ 

3 
栃木市大平まちづくり交流セン

ター（プラッツおおひら）  

株式会社 

プラッツおおひら  
Ｂ 

4 
栃木市いわふねフルーツパーク

センター 

株式会社 

観光農園いわふね  
Ｂ 

※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（第 1 次評価）及び施設所管課によ

る評価（第 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  

1 栃木市斎場 宮本工業所・五輪グループ  

2 栃木市大平児童館  学校法人しずわでら学園 

 (4) 公募外により選定を行った施設  
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№ 施設名称 指定管理者名称  

1 栃木地区急患センター  栃木市医師会 

(5) 自動更新制度により公募外選定を行った施設 

№ 施設名称 指定管理者名称  

1 栃木市渡良瀬の里  
株式会社 

メディカルフィットネスとちの木  

 

２ 行政改革 

  行政改革大綱・財政自立計画に基づき、平成28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、栃木市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。  

8月 1日（月）・2日（火）・5日（金） 市民会議総合計画部会 

9月30日（金） 市民会議全体会  

 

 文書法規係   

 

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

の相談に応じたほか、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。  

(3) 実施状況 

平成 28 年度には、情報公開請求が 82 件、個人情報開示請求が 21 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）               （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 

82 15 62 5 21 3 16 2 

(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 

8月18日（木） 

・栃木市栃木文化会館使用の際、駐車場対策等により使用しない会

場を使用申請した過去 3 年分の実態の分かる書類の部分公開処分に

対する審査請求について 
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3月22日（水） 

・エクセルファイル「マイナンバー管理台帳一覧（共有用）」の電

子計算組織の結合について  

・防犯カメラシステムの設置について（（仮称）いりふね・そのべ

統合保育園） 

 

２ 告示 

・件数 455 件 

 

３ 栃木市公報の発行  

  ・年 12 回発行 第 73 号（4 月 15 日）～第 84 号（3 月 15 日） 

 

４ 文書管理関係 

(1) 栃木市役所旧本庁舎等からの文書移転及び書庫整理  

   （仮称）文化芸術館等の整備に伴い、旧本庁舎等に保存されている文書を移転する

ため、大平総合支所別館に書庫を新設するとともに、不要文書の廃棄、文書管理シス

テムにおける書庫と書庫内文書の紐付け作業及び書庫整理等を行った。 

 (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 204,596 6,026 210,622 

発送文書 1,167,083 2,524 1,169,607 

 

５ 文書印刷 

(1) 印刷機年間利用枚数     4,513,935 枚 

(2) コピー機年間利用枚数    5,961,852 枚 

(3) カラーコピー機年間利用枚数    88,614 枚 

 

６ 市議会関係 

招 集 日 会議別 提 出 議 案 等 

6 月 10 日（金） 定例会 
議案第 62 号～議案第 101 号 

報告第 6 号～報告第 19 号 

9 月 2 日（金） 定例会 

議案第 102 号～議案第 114 号 

報告第 20 号～報告第 30 号 

認定第 1 号～認定第 10 号 

12 月 2 日（金） 定例会 
議案第 115 号～議案第 138 号 

報告第 31 号～報告第 35 号 

2 月 24 日（金） 定例会 
議案第 1 号～議案第 53 号 

報告第 1 号 
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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  28 回    

・審議件数   253 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 

32 
栃木市吾一からくり時計製作事業者審査委

員会条例 
平成28年 6月29日 平成28年 6月29日 

33 栃木市文化芸術施設等整備検討委員会条例  平成28年 6月29日 平成28年 7月 1日 

34 
 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 6月29日 平成28年 6月29日 

35 

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 6月29日 平成28年 6月29日 

36 栃木市手数料条例の一部を改正する条例  平成28年 6月29日 平成28年 6月29日 

37 

栃木市議会議員及び栃木市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例  

平成28年 6月29日 平成28年 6月29日 

38 
栃木市東日本大震災復興推進基金条例を廃

止する条例 
平成28年 6月29日 平成28年 6月29日 

39 
栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例  
平成28年 9月29日 

平成28年 9月29日 

平成29年 4月 1日 

40 
公の施設の相互利用に関する協定の締結に

伴う関係条例の整備に関する条例  
平成28年 9月29日 平成28年10月 1日 

41 
栃木市中小企業者に対する融資に関する条

例の一部を改正する条例 
平成28年 9月29日 平成28年 9月29日 

42 栃木市創業支援中村由美子基金条例  平成28年12月21日 平成28年12月21日 

43 
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12月21日 

平成28年12月21日 

平成29年 4月 1日 

44 
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12月21日 

平成28年12月21日 

平成29年 4月 1日 

45 

栃木市職員の給与に関する条例及び一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関す  

る条例の一部を改正する条例  

平成28年12月21日 
平成28年12月21日 

平成29年 4月 1日 

46 栃木市税条例等の一部を改正する条例  平成28年12月21日 
平成28年12月21日 

平成29年 1月 1日 
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   平成30年1月 1日 

47 
栃木市都市計画税条例の一部を改正する条

例 
平成28年12月21日 平成28年12月21日 

48 
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12月21日 

平成28年12月21日 

平成29年 1月 1日 

平成29年 4月 1日 

49 
栃木市重度心身障がい者医療費助成に関す

る条例の一部を改正する条例 
平成28年12月21日 平成29年 4月 1日 

50 

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12月21日 平成29年 4月 1日 

51 
栃木市営有料観光駐車場条例の一部を改正

する条例 
平成28年12月21日 平成29年 4月 1日 

52 
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12月21日 平成28年12月21日 

53 
栃木市消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部を改正する条例  
平成28年12月21日 平成29年 4月 1日 

1 栃木市名誉市民条例  平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

2 
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29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

3 
とちぎクリーンプラザ包括的業務委託事業

者審査委員会条例  
平成29年 3月23日 平成29年 3月23日 

4 栃木市消防基金条例  平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

5 
公の施設の利用等に関する処分を承認とす

ることに伴う関係条例の整理に関する条例  
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

6 
栃木市個人情報保護条例等の一部を改正す

る条例 
平成29年 3月23日 平成29年 5月30日 

7 
栃木市職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例の一部を改正する条例  
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

8 
栃木市職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例  
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

9 
栃木市技能労務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29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

10 
栃木市職員の配偶者同行休業に関する条例

の一部を改正する条例  
平成29年 3月23日 平成29年 3月23日 

11 栃木市介護保険条例の一部を改正する条例  平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

12 
栃木市学童保育施設条例の一部を改正する

条例 
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

13 栃木市遺児手当支給条例の一部を改正する  平成29年 3月23日 平成29年 3月23日 
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 条例   

14 
栃木市工場立地法に基づく準則を定める条

例の一部を改正する条例 
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

15 
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29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

16 栃木市文化会館条例の一部を改正する条例  平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

17 
栃木市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例 
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

18 
栃木市大平子どもセンター条例を廃止する

条例 
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

19 

栃木市障がい福祉サービス事業の設備及び

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29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

20 

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29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

21 
栃木市議会政務活動費の交付に関する条例

の一部を改正する条例  
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

22 
栃木市議会議員定数条例の一部を改正する

条例 
平成29年 3月23日 平成29年 3月23日 

23 
栃木市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例 
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

24 栃木市税条例等の一部を改正する条例  平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

イ 規則  

番号 題     名 公布年月日 施行年月日 

40 栃木市地域支え合い条例施行規則  平成28年 4月 1日 平成28年10月 1日 

41 
栃木市遺児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 4月 1日 平成28年 4月 1日 

42 
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28年 5月12日 平成28年 5月12日 

43 

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の一部を改正する規

則 

平成28年 5月13日 平成28年 5月13日 

44 

栃木市指定地域密着型サービス事業所及び

指定地域密着型介護予防サービス事業所の

指定等に関する規則の一部を改正する規則  

平成28年 6月 1日 平成28年 6月 1日 

45 
栃木市保育所等の設置認可等事務取扱規則

の一部を改正する規則  
平成28年 6月27日 平成28年 6月27日 

46 栃木市介護保険規則の一部を改正する規則  平成28年 7月 8日 平成28年 8月 1日 
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47 
栃木市建築基準法施行細則の一部を改正す

る規則 
平成28年 7月29日 平成28年 7月29日 

48 栃木市職員の退職管理に関する規則  平成28年 8月 1日 平成28年 8月 1日 

49 

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 8月24日 平成28年 9月 1日 

50 
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 8月24日 平成28年 9月 1日 

51 
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 9月13日 平成28年10月 1日 

52 
栃木市行政組織規則及び栃木市職員の職名

等に関する規則の一部を改正する規則  
平成28年 9月14日 平成28年 9月14日 

53 

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28年 9月23日 平成28年 9月23日 

54 

栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発

電設備設置事業との調和に関する条例施行

規則 

平成28年 9月29日 
平成28年 9月29日 

平成29年 4月 1日 

55 
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28年 9月29日 平成28年 9月29日 

56 
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10月28日 平成28年11月 1日 

57 
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12月26日 

平成28年12月26日 

平成29年 4月 1日 

58 
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12月26日 平成28年12月26日 

59 
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12月26日 平成28年12月26日 

60 
平成 28 年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12月26日 平成28年12月26日 

61 
栃木市消防団の組織等に関する規則の一部

を改正する規則  
平成28年12月28日 平成29年 4月 1日 

1 

栃木市重度心身障がい者医療費助成に関す

る条例施行規則及び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の一部を改正する規  

則 

平成29年 1月11日 平成29年 4月 1日 

2 
栃木市職員の住居手当の支給に関する規則

の一部を改正する規則  
平成29年 1月20日 平成29年 4月 1日 
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3 
栃木市遺児手当支給条例施行規則の一部を

改正する規則  
平成29年 2月 6日 平成29年 2月 6日 

4 
栃木市消防団員の分限及び懲戒の手続に関

する規則 
平成29年 3月 6日 平成29年 3月 6日 

5 栃木市財務規則の一部を改正する規則  平成29年 3月 6日 平成29年 4月 1日 

6 
栃木市指定管理者選定委員会規則の一部を

改正する規則  
平成29年 3月 8日 平成29年 4月 1日 

7 
栃木市社会福祉施策推進委員会規則の一部

を改正する規則  
平成29年 3月23日 平成29年 3月23日 

8 栃木市名誉市民条例施行規則  平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

9 
栃木市行政組織規則等の一部を改正する規

則 
平成29年 3月23日 平成29年 4月 1日 

10 

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29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

11 
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29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

12 
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29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

13 
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29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

14 
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29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

15 
栃木市消防職員の階級等に関する規則の一

部を改正する規則  
平成29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

16 
栃木市職員の配偶者同行休業に関する規則

の一部を改正する規則  
平成29年 3月27日 平成29年 3月27日 

17 
栃木市議会政務活動費の交付に関する規則

の一部を改正する規則  
平成29年 3月29日 平成29年 4月 1日 

18 
栃木市天幕使用条例施行規則等の一部を改

正する規則 
平成29年 3月29日 平成29年 4月 1日 

19 
栃木市営住宅条例施行規則の一部を改正す

る規則 
平成29年 3月29日 平成29年 4月 1日 

20 
栃木市大平子どもセンター条例施行規則を

廃止する規則  
平成29年 3月29日 平成29年 4月 1日 

21 
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29年 3月29日 平成29年 4月 1日 

22 
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29年 3月30日 平成29年 4月 1日 
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23 
栃木市建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律施行細則  
平成29年 3月31日 平成29年 3月31日 

ウ 訓令  

番号 題     名 公布年月日 施行年月日 

11 
栃木市大平地域包括支援センター介護予防

支援事業運営規程の一部を改正する規程  
平成28年 4月 1日 平成28年 4月 1日 

12 
栃木市社会福祉法人認可等審査会設置規程

の一部を改正する規程  
平成28年 4月20日 平成28年 4月20日 

13 
栃木市土地利用対策委員会設置要綱の一部

を改正する要綱  
平成28年 5月11日 平成28年 5月11日 

14 
栃木市公共施設適正配置計画推進会議設置

要綱 
平成28年 6月28日 平成28年 6月28日 

15 
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 7月12日 平成28年 7月12日 

16 
栃木市職員安全衛生管理規程の一部を改正

する規程 
平成28年 8月30日 平成28年 8月30日 

17 
栃木市新型インフルエンザ等対策本部に関

する規程の一部を改正する規程  
平成28年10月28日 平成28年10月28日 

18 
栃木市新型インフルエンザ等健康危機管理

対策委員会規程の一部を改正する規程  
平成28年10月28日 平成28年10月28日 

19 
都賀町老人在宅介護支援センター運営事業

実施要綱を廃止する要綱 
平成28年12月14日 平成28年12月14日 

20 
栃木市情報セキュリティ対策に関する規程

を廃止する規程  
平成28年12月20日 平成28年12月20日 

21 栃木市鳥インフルエンザ対策本部設置要綱  平成28年12月28日 平成28年12月28日 

1 
栃木市職員の駐車場の使用に関する規程の

一部を改正する規程  
平成29年 2月10日 平成29年 2月10日 

2 
栃木市千塚町上川原産業団地企業立地検討

委員会設置規程  
平成29年 3月13日 平成29年 4月 1日 

3 

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29年 3月22日 平成29年 3月22日 

4 
栃木市事務決裁規程等の一部を改正する規

程 
平成29年 3月24日 平成29年 4月 1日 

5 栃木市職員服務規程の一部を改正する規程  平成29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

6 栃木市嘱託員の任用等に関する要綱の一部  平成29年 3月27日 平成29年 4月 1日 

 を改正する要綱    

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29年 3月27日 平成29年 4月 1日 
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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  3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  52 件 


