
5 広報とちぎ　３月号 ２０２２（令和４）年２月１８日　発行今月の注目情報

総
合
政
策
部

総合政策課 政策総務係 ☎（21）2301
政策調整係 ☎（21）2302
統計係 ☎（21）2306

スポーツ連携室（課内室）スポーツ連携係 ☎（21）2591
秘書課 秘書係 ☎（21）2311
広報課 広報広聴係 ☎（21）2316

シティプロモーション係 ☎（21）2315
行財政改革推進課 行革・施設再編係 ☎（21）2344
デジタル推進課 情報システム係 ☎（21）2561

デジタル行政係 ☎（21）2562
危機管理課 危機管理係 ☎（21）2551
国体推進課 国体総務係

☎（21）2022国体競技係

経
営
管
理
部

総務課 行政管理係 ☎（21）2342
文書法規係 ☎（21）2345

職員課 人事研修係 ☎（21）2351
給与厚生係 ☎（21）2353

契約検査課 契約係 ☎（21）2361
検査係 ☎（21）2364

管財課 財産管理係 ☎（21）2601
庁舎管理係 ☎（21）2605

財政課 財政係 ☎（21）2321
税務課 税政係 ☎（21）2261

市民税係 ☎（21）2265
保険係 ☎（21）2263
資産税係 ☎（21）2271

収税課 納税管理係 ☎（21）2767
徴税係 ☎（21）2281
滞納処分係 ☎（21）2766

地
域
振
興
部

地域政策課 地域政策係 ☎（21）2453
地域づくり推進係 ☎（21）2331
栃木公民館係 ☎（24）0352
大宮公民館係 ☎（27）0073
皆川公民館係 ☎（22）1812
吹上公民館係 ☎（31）1792
寺尾公民館係 ☎（31）0002
国府公民館係 ☎（27）3002

大平地域づくり 地域づくり推進係 ☎（43）9205
推進課 市民係 ☎（43）9209

保健福祉係 ☎（43）9202
公民館係 ☎（43）5231

藤岡地域づくり 地域づくり推進係 ☎（62）0900
推進課 市民係 ☎（62）0903

　部屋出張所 ☎（67）2002
保健福祉係 ☎（62）0904
公民館係 ☎（62）4321

都賀地域づくり 地域づくり推進係 ☎（29）1100
推進課 市民係 ☎（29）1102

保健福祉係 ☎（29）1103
公民館係 ☎（27）5050

西方地域づくり 地域づくり推進係 ☎（92）0300
推進課 市民係 ☎（92）0306

　真名子出張所 ☎（92）7004
保健福祉係 ☎（92）0309
公民館係 ☎（92）0316

岩舟地域づくり 地域づくり推進係 ☎（55）7751
推進課 市民係 ☎（55）7754

保健福祉係 ☎（55）7759
公民館係 ☎（55）2500

蔵の街課 蔵の街推進係 ☎（21）2573
重伝建係 ☎（21）2571

市民スポーツ課 スポーツ振興係
☎（25）0930スポーツ施設係

渡良瀬遊水地課 ラムサール推進係 ☎（62）0919
ハートランド城係 ☎（62）1301

生
活
環
境
部

市民生活課 市民生活係 ☎（21）2121
戸籍係 ☎（21）2123
市民係 ☎（21）2126

交通防犯課 交通防犯係 ☎（21）2151
公共交通対策係 ☎（21）2153

保険年金課 国保係 ☎（21）2131
年金係 ☎（21）2134
医療給付係 ☎（21）2136

環境課 環境政策係 ☎（21）2420
環境保全係 ☎（21）2422

斎場整備室（課内室）斎場整備係 ☎（21）2428
クリーン推進課 ごみ減量係 ☎（31）2447

施設係 ☎（31）2446
人権・男女共同 人権推進係 ☎（21）2161
参画課 大平隣保館係 ☎（43）6611

厚生センター係 ☎（24）2444
男女共同参画係 ☎（21）2162

保
健
福
祉
部

福祉総務課 地域福祉係 ☎（21）2201
検査指導係 ☎（21）2237
保護経理係 ☎（21）2211
保護第１係 ☎（21）2212
保護第２係 ☎（21）2215

障がい福祉課 障がい福祉係 ☎（21）2203
障がい支援係 ☎（21）2205
障がい児者相談支援センター係 ☎（21）2219

高齢介護課 高齢福祉係 ☎（21）2241
介護保険係 ☎（21）2251
介護認定係 ☎（21）2253

地域包括ケア 地域包括ケア推進係 ☎（21）2244
推進課 栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2245

吹上地域包括支援センター係 ☎（31）1002
国府地域包括支援センター係 ☎（27）3855
大平地域包括支援センター係 ☎（43）9226
藤岡地域包括支援センター係 ☎（62）0911
都賀地域包括支援センター係 ☎（28）0772
西方地域包括支援センター係 ☎（92）0032
岩舟地域包括支援センター係 ☎（55）7782

健康増進課 健康医療係
☎（25）3512予防係

健康づくり係 ☎（25）3511
子育て世代包括支援センター係 ☎（25）3505

新型コロナウイルス
感染症対策室

（課内室）

感染症対策係 ☎（25）3512

こ
ど
も
未
来
部

子育て支援課 子育て支援係 ☎（21）2221
こども育成係 ☎（21）2165
学童保育係 ☎（21）2223
児童家庭係 ☎（21）2226
こどもサポートセンター係 ☎（20）7705

保育課 保育管理係 ☎（21）2231
入園支援係 ☎（21）2232
いまいずみ保育園係 ☎（22）1022
くらのまち保育園係 ☎（20）5151
おおつか保育園係 ☎（27）5343
はこのもり保育園係 ☎（23）4827
大平西保育園係 ☎（43）2545
大平南第１保育園係 ☎（43）2704
藤岡はーとらんど保育園係 ☎（62）2355
都賀よつば保育園係 ☎（29）1234
認定西方なかよしこども園係 ☎（92）2900
いわふね保育園係 ☎（55）7900

産
業
振
興
部

商工振興課 商工振興係 ☎（21）2371
中小企業支援係 ☎（21）2508

観光振興課 観光企画係 ☎（21）2373
フィルムコミッション・イベント係 ☎（21）2374

農業振興課 農政係 ☎（21）2381
生産振興係 ☎（21）2384
農村振興係 ☎（21）2383

農林整備課 農村整備係 ☎（21）2387
林務係 ☎（21）2388
獣害対策係 ☎（21）2289

産業基盤整備課 企業立地係 ☎（21）2376
基盤整備係 ☎（21）2377

都
市
建
設
部

道路河川整備課 企画調整係 ☎（21）2401
道路整備第１係 ☎（21）2406
道路整備第２係 ☎（21）2407

治水対策室（課内室）治水対策係 ☎（21）2785
道路河川維持課 道路河川管理係 ☎（21）2403

道路河川維持第１係 ☎（21）2408
道路河川維持第２係 ☎（21）2773

都市計画課 計画景観係 ☎（21）2431
開発指導係 ☎（21）2444

市街地整備課 まちなか再生係 ☎（21）2309
区画整理係 ☎（21）2775

公園緑地課 公園整備係 ☎（21）2413
公園維持係 ☎（21）2414

建築住宅課 住宅政策係 ☎（21）2451
建築整備係 ☎（21）2457
建築維持係 ☎（21）2455

建築指導課 建築指導係 ☎（21）2441
建築審査係 ☎（21）2442

会計管理者 会計課 審査係 ☎（21）2111
出納係 ☎（21）2114

議会事務局 議事課 議会総務係 ☎（21）2503
議事調査係 ☎（21）2505

上
下
水
道
局

上下水道総務課 経営係 ☎（25）2103
経理係 ☎（25）2106
料金係 ☎（25）2100

水道建設課 施設係 ☎（25）2101
建設管理係 ☎（25）2116
給水係 ☎（25）2105

下水道建設課 管理係 ☎（25）2109
建設係 ☎（25）2110
保全係 ☎（25）2111

消
防
本
部

消防総務課 消防総務係
☎（23）3527消防団係

予防課 予防係
☎（22）0072危険物係

査察係
警防課 警防係 ☎（23）0070救急管理係
通信指令課 指令第１係 ☎（22）0119 

ガイダンス 6指令第２係

消
防
署

消防第１課 消防係
☎（22）0119 
ガイダンス 5

救助係
指導係
救急係

消防第２課 消防係
☎（22）0119 
ガイダンス 5

救助係
指導係
救急係

藤岡分署 第１係
☎（62）3337第２係

大平分署 第１係
☎（43）3500第２係

都賀分署 第１係
☎（92）7084第２係

西方分署 第１係
☎（92）2203第２係

岩舟分署 第１係
☎（54）4119第２係

教
育
委
員
会
事
務
局

教育総務課 教育総務係 ☎（21）2461
教育政策係 ☎（21）2468

学校教育課 学務係 ☎（21）2473
教職員係 ☎（21）2471
指導係 ☎（21）2474

グローバル教育
推進室（課内室）

グローバル教育推進係 ☎（21）2268

学校施設課 学校管理係 ☎（21）2463
施設営繕係 ☎（21）2465

保健給食課 学校保健係 ☎（21）2482
学校給食係 ☎（21）2480

生涯学習課 生涯学習係 ☎（21）2486
青少年係 ☎（21）2489

文化課 文化振興係 ☎（21）2495
文化財係 ☎（21）2497

美術・文学館課 総務係
☎（25）5300学芸係

選挙管理委員会事務局 選挙係 ☎（21）2531
監査委員事務局 監査係 ☎（21）2541
農業委員会事務局 農委総務係 ☎（21）2393

農地調整係 ☎（21）2394

■市の組織を一部見直します

栃木市の行政組織一覧（令和４年 4月～）

市の組織は、令和４年４月１日から次表のとおりとなります。

主な見直し内容
課�の新設　令和４年度に開館する美術館、文学館の機動的かつ効率
的な運営を図るため美術・文学館課を新設。文化課の文化施設準
備係と学芸係を同課へ移管し、係の名称を総務係、学芸係とします。
課�の名称変更　行政手続のデジタル化を推進するため、情報シス
テム課の名称をデジタル推進課に変更し、デジタル行政係を新設。
係�の新設　学校教育課に教職員係を新設。
係の統合　
・�行財政改革推進課の行財政改革推進係と公共施設再編係を統
合�⇒�行革・施設再編係
・管財課の管財係と財産調査係を統合�⇒�財産管理係
・�地域政策課の地域づくり推進係と市民協働推進係を統合�⇒�地
域づくり推進係
・�渡良瀬遊水地課の企画調整係と環境保全ワイズユース係を統合
⇒�ラムサール推進係

・生涯学習課の生涯学習係と社会教育係を統合�⇒�生涯学習係
係の名称変更
・新型コロナウイルス感染症対策係⇒感染症対策係
総合支所の取扱い業務の追加
・�各総合支所地域づくり推進課地域づくり推進係の業務に、犬の
登録や注射済票の交付、クリーン推進員各支部に関すること、
違反ごみの現地確認やごみステーション移動の際の相談などの
業務を追加します。
�大宮地区、皆川地区、寺尾地区包括支援センター（サブセンター ) の運用変更
・�大宮地区包括支援センターの職員を国府地域包括支援センター
に、皆川地区および寺尾地区包括支援センターの職員を吹上地
域包括支援センターに集約し、大宮地区、皆川地区、寺尾地区
の包括支援センターは、９時30分～15時30 分の間職員を
輪番で配置する体制に変更。なお、不在時の電話等の対応は、
国府地域および吹上地域包括支援センターが行います。

問合先　総務課　☎ (21) ２３４２

※太字は、変更となる部署


