
令和５年４月１日からの栃木市の行政組織一覧

部名 課名 係名 電話番号
総合政策課 政策総務係 ２１－２３０１

政策調整係 ２１－２３０２
統計係 ２１－２３０６
ふるさと納税推進係 ２１－２１４４

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

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
カーボンニュートラル推進課 カーボンニュートラル推進係 ２１－２５９１
総務人事課 行政法務係 ２１－２３４２

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

大平地域づくり推進課 地域づくり推進係 ４３－９２０５
市民係 ４３－９２０９
保健福祉係 ４３－９２０２
公民館係 ４３－５２３１

藤岡地域づくり推進課 地域づくり推進係 ６２－０９００
市民係 ６２－０９０３
 部屋出張所 ６７－２００２
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保健福祉係 ６２－０９０４
公民館係 ６２－４３２１

都賀地域づくり推進課 地域づくり推進係 ２９－１１００
市民係 ２９－１１０２
保健福祉係 ２９－１１０３
公民館係 ２７－５０５０

西方地域づくり推進課 地域づくり推進係 ９２－０３００
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

岩舟地域づくり推進課 地域づくり推進係 ５５－７７５１
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

スポーツ課 市民スポーツ係
プロスポーツ連携係
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

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・男女共同参画課 人権推進係 ２１－２１６１

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

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
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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

地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進係 ２１－２２４４
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 ２９－１１０４
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
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係 ２５－３５１２

子育て支援課 子育て支援係 ２１－２２２１
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

こども家庭センター準備室（課内室） こども家庭センター準備係 ２１－２１９３
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

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
観光交流館係 ５１－１６８７
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
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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

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ー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
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通信指令課 指令第１係 ２２－０１１９
指令第２係  ガイダンス６

消防第１課 消防係 ２２－０１１９
救助係  ガイダンス５
指導係
救急係

消防第２課 消防係 ２２－０１１９
救助係  ガイダンス５
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

学芸係
選挙係 ２１－２５３１
監査係 ２１－２５４１
農委総務係 ２１－２３９３
農地調整係 ２１－２３９４

選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
農業委員会事務局
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