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平成28年度　鹿沼市の組織・業務案内・相談窓口

　今回の「くらしのガイド」は、より良い
サービスを皆さんに提供するため、新しく
なった市役所の組織と主な業務内容をご案
内します。
　今年度のくらしのガイドの発行は、今号
のみになります。各種業務の詳しい内容に
ついては、それぞれの担当部署へ問い合わ
せるか、市ホームページをご覧ください。

は平成28年度に新設された部署です。
■総務部

■財務部

総務課
総務係 ☎（63）2138 情報公開制度、個人情報保護制度
防災対策室 ☎（63）2158 災害時要援護者の支援、地域防災計画

企画課
企画調整係 ☎（63）2146 総合計画の推進及び企画調整、広域連携、都市交流、人口対策･地方創生の総括
統計係 ☎（63）2256 各種統計調査の実施

鹿沼営業戦略課
シティプロモーション係 ☎（63）2251 シティプロモーション、移住定住促進の総合窓口、空き家バンク
広報広聴係 ☎（63）2128 広報かぬまの発行、市民の意見・要望、車座談議、ホームページ

秘書課 秘書係 ☎（63）2131 秘書業務、儀式、褒章、表彰

人事課
人事係 ☎（63）2137 職員の採用、人事
給与厚生係 ☎（63）2136 職員の給与、福利厚生

情報管理課
情報化推進係 ☎（63）2252 地域情報化の推進
情報管理係 ☎（63）2139 庁内ICT化推進の総合調整

水資源対策課 水資源対策係 ☎（63）2263 思川開発事業の総合調整、水源地域整備計画の推進

財政課
総務係 ☎（63）2399 財産区、使用料手数料審議会
財政係 ☎（63）2151 予算編成、財政計画

財産管理課
公共施設活用係 ☎（63）2152 市有財産の総括、庁舎管理
用地係 ☎（63）2227 公共用地の取得・登記・補償

庁舎整備準備室 ☎（63）2481 庁舎整備

税務課

税制係 ☎（63）2117 軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
市民税係 ☎（63）2112 個人および法人市民税
資産税土地係 ☎（63）2113

固定資産税、都市計画税
資産税家屋係 ☎（63）2161

納税課
納税管理係 ☎（63）2116 市税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の収納

納税推進係 ☎（63）2114 市税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の滞納整理、納税相談

契約検査課
契約係 ☎（63）2278 工事等の入札・契約、入札参加資格審査
工事検査係 ☎（63）2149 建設工事の施工検査

保存版 このガイドは年間を通してご利用いただけますので、広報かぬまから抜き出してお役立てください。

くらしのガイドくらしのガイド
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■保健福祉部

■経済部

■環境部

厚生課
総務係 ☎（63）2257 民生委員・児童委員、戦没戦傷病者の援護、保護司、日本赤十字社
保護係 ☎（63）2173 生活保護

子育て支援課
こども支援係 ☎（63）2160 子育て支援総合窓口、学童保育
保育推進係 ☎（63）2231 公立保育施設の管理、あおば園
子育て認定係 ☎（63）2174 保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業

こども家庭課
こども給付係 ☎（63）2172 こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費、養育医療、児童手当、児童扶養手当、遺

い じ

児手当
家庭こども相談室 ☎（63）2177 子育て相談、児童虐待防止対策、婦人相談、ひとり親家庭自立支援

障がい福祉課
障がい福祉係 ☎（63）2176 身体・知的・精神障がい者の支援
障がい医療係 ☎（63）2127 重度心身障がい者医療費、福祉手当、補装具等の支給、自立支援医療

高齢福祉課
長寿推進係 ☎（63）2288 在宅福祉サービス、敬老事業、生きがいづくり
地域包括支援センター ☎（63）2175 介護予防事業、高齢者の相談

介護保険課
介護保険係 ☎（63）2283 介護サービス
介護認定係 ☎（63）2286 要介護認定

健康課
健康増進係 ☎（63）8311 がん検診、予防接種、犬の登録
市民健康係 ☎（63）8312 市民の健康づくり、保健指導、各種健康相談
母子健康係 ☎（63）2819 乳幼児健診、母子健康相談、各種子育て教室

産業振興課

総務係 ☎（63）2181 雇用対策、計量器検査
産業振興係 ☎（63）2196 総合的な産業振興、農林商工連携の推進
商工振興係 ☎（63）2182 商工業振興対策、中小企業制度融資、創業支援
産業誘致推進室 ☎（63）2266 企業誘致

観光交流課
観光PR係 ☎（63）2188 観光PR、観光イベントの支援、フィルムコミッション
観光施設係 ☎（63）2303 観光施設の整備・維持管理

農政課
農政係 ☎（63）2191 農業振興対策、新規就農者対策
農産振興係 ☎（63）2192 農畜産生産指導、環境保全型農業の推進
農村整備係 ☎（63）2193 土地改良事業、農業集落排水事業

林政課
木のまち推進係 ☎（63）2186 森林整備、地場産材需要拡大対策、森林認証
森林保全係 ☎（63）2187 林道事業の計画・設計・施工・監督、林道維持管理、野生鳥獣対策

環境課
総務係 ☎（64）3194 環境基本計画、省エネルギー・再生可能エネルギー推進、地球温暖化対策、３Rの推進
環境保全係 ☎（65）1064 きれいなまちづくり推進、不法投棄防止、土採取規制条例・土砂条例の適正運用
環境パトロール班 ☎（64）3219 土採取規制条例・土砂条例の適正運用・指導、不法投棄の監視・指導、クリーン鹿沼

放射能対策室 ☎（65）5759 放射能汚染対策

清掃課
事業係 ☎（64）3241 ごみ・し尿の収集、一般廃棄物処理業の許可、ごみ減量
施設係 ☎（64）3304 廃棄物処理施設の維持管理

下水道課
管理係 ☎（65）3241 浄化槽の普及促進、雨水活用設備の設置推進
料金係 ☎（65）3697 公共下水道の使用料、受益者負担金、公共設置型浄化槽の使用料、農業集落排水施設の使用料

下水道施設課
整備係 ☎（65）3607 公共下水道の整備、雨水排水対策
施設維持係 ☎（65）3687 下水の処理、公共下水道施設の維持管理

■市民部

生活課
総務係 ☎（63）2122 市民相談、消費者行政、斎場・墓地の管理
交通対策係 ☎（63）2163 リーバス、交通安全対策、放置自転車対策

地域活動支援課
協働のまちづくり推進係 ☎（63）2240 まちづくり推進、防犯対策、多文化共生、国際交流、地区コミュニティ活動の支援、防犯灯
空き家対策係 ☎（63）2243 空き家等適正管理対策

市民課
市民サービス係 ☎（63）2121 住民登録、住民票の写し・戸籍等各種証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカード交付、パスポート
戸籍係 ☎（63）2123 戸籍に関する届出

人権推進課
人権推進係 ☎（63）8351 人権に関する市民への啓発、人権相談
男女共同参画係 ☎（63）8352 男女共同参画の促進、女性相談、結婚対策

保険年金課
保険給付係 ☎（63）2166 国民健康保険、後期高齢者医療保険
国民年金係 ☎（63）2125 国民年金、老齢基礎・障害基礎年金

2016.5

■水道部

■教育委員会事務局

■都市建設部

■会計課

水道業務課
総務係 ☎（65）3142 給水装置工事事業者管理
料金係 ☎（65）3141 水道の開栓・閉栓および変更届の受付と水道料金の収納

水道施設課

計画係 ☎（65）5771 水道計画策定
水源係 ☎（65）0298 取水井・浄水場・配水池の維持管理、水質管理
施設係 ☎（65）3192 配水管布設工事
給水係 ☎（65）3143 給水装置工事受付、給・配水管の維持管理

教育総務課
総務係 ☎（63）2234 教育行政、奨学金・入学準備金の貸付
施設係 ☎（63）2238 学校教育施設の整備・営繕、小中学校施設の耐震化

学校教育課
学校教育係 ☎（63）2239 学校の調査・統計、教材・教具の整備、通学区域、スクールバス
指導係

☎（63）2236
児童生徒指導、就学指導

総合教育研究所 教育に関する専門的及び技術的事項の研究

生涯学習課
生涯学習係 ☎（63）3498 社会教育活動、生涯学習活動支援
青少年係 ☎（63）8323 青少年の健全育成、成人の日のつどい、青少年相談
自然体験交流センター ☎（64）8760 自然体験交流センターの運営

文化課
文化振興係 ☎（65）6741 文化・芸術の振興
文化財係 ☎（62）1172 文化財の保護・指定、まるごと博物館基本計画の推進

スポーツ振興課
スポーツ振興係

☎（63）2255
スポーツ・レクリエーションの普及活動

スポーツ施設係 スポーツ施設の整備・管理

建設監理課
総務係 ☎（63）2207 陸砂利採石、都市建設部入札
路政係 ☎（63）2208 市道の認定・廃止・変更、道路占用許可、市道との境界確認
地籍調査係 ☎（63）2262 地籍調査

都市計画課
都市計画係 ☎（63）2209 都市計画の企画調査・計画策定
開発指導係 ☎（63）2215 開発許可、宅地造成工事規制区域の許可

土木課

道路河川係 ☎（63）2212 市道・都市計画道路・河川の整備
公園緑地係 ☎（63）2214 公園緑地の設計・施工・監督・維持管理
区画整理係 ☎（63）2211 土地区画整理事業
新鹿沼駅西土地区画整理事務所 ☎（63）2396 新鹿沼駅西土地区画整理事業

維持課
道路維持係 ☎（63）2222 道路・交通安全施設の維持管理
河川維持係 ☎（63）2213 河川の維持管理

建築課
建築係 ☎（63）3495 市有建築物の新築・増改築の設計・監督
住宅係 ☎（63）2217 市営住宅の管理・運営・使用料の徴収、一般住宅施策

建築指導課
建築指導係 ☎（63）2242 建築物の許可・認定、建築物の耐震診断・改修
審査係 ☎（63）2430 建築物の確認・検査

審査係 ☎（63）2132 支払関係書類の審査
出納係 ☎（63）2133 公金の支払い・還付、税金・使用料・手数料の収納

■選挙管理委員会事務局

■監査委員事務局・公平委員会

■農業委員会事務局

選挙係 ☎（63）2154 選挙の実施・啓発

監査係 ☎（63）2156 財務に関する事務事業の執行の監査、人事公平事務

農地振興係 ☎（63）2184 農地の転用・売買・貸借、農業者年金
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■保健福祉部

■経済部

■環境部

厚生課
総務係 ☎（63）2257 民生委員・児童委員、戦没戦傷病者の援護、保護司、日本赤十字社
保護係 ☎（63）2173 生活保護

子育て支援課
こども支援係 ☎（63）2160 子育て支援総合窓口、学童保育
保育推進係 ☎（63）2231 公立保育施設の管理、あおば園
子育て認定係 ☎（63）2174 保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業

こども家庭課
こども給付係 ☎（63）2172 こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費、養育医療、児童手当、児童扶養手当、遺

い じ

児手当
家庭こども相談室 ☎（63）2177 子育て相談、児童虐待防止対策、婦人相談、ひとり親家庭自立支援

障がい福祉課
障がい福祉係 ☎（63）2176 身体・知的・精神障がい者の支援
障がい医療係 ☎（63）2127 重度心身障がい者医療費、福祉手当、補装具等の支給、自立支援医療

高齢福祉課
長寿推進係 ☎（63）2288 在宅福祉サービス、敬老事業、生きがいづくり
地域包括支援センター ☎（63）2175 介護予防事業、高齢者の相談

介護保険課
介護保険係 ☎（63）2283 介護サービス
介護認定係 ☎（63）2286 要介護認定

健康課
健康増進係 ☎（63）8311 がん検診、予防接種、犬の登録
市民健康係 ☎（63）8312 市民の健康づくり、保健指導、各種健康相談
母子健康係 ☎（63）2819 乳幼児健診、母子健康相談、各種子育て教室

産業振興課

総務係 ☎（63）2181 雇用対策、計量器検査
産業振興係 ☎（63）2196 総合的な産業振興、農林商工連携の推進
商工振興係 ☎（63）2182 商工業振興対策、中小企業制度融資、創業支援
産業誘致推進室 ☎（63）2266 企業誘致

観光交流課
観光PR係 ☎（63）2188 観光PR、観光イベントの支援、フィルムコミッション
観光施設係 ☎（63）2303 観光施設の整備・維持管理

農政課
農政係 ☎（63）2191 農業振興対策、新規就農者対策
農産振興係 ☎（63）2192 農畜産生産指導、環境保全型農業の推進
農村整備係 ☎（63）2193 土地改良事業、農業集落排水事業

林政課
木のまち推進係 ☎（63）2186 森林整備、地場産材需要拡大対策、森林認証
森林保全係 ☎（63）2187 林道事業の計画・設計・施工・監督、林道維持管理、野生鳥獣対策

環境課
総務係 ☎（64）3194 環境基本計画、省エネルギー・再生可能エネルギー推進、地球温暖化対策、３Rの推進
環境保全係 ☎（65）1064 きれいなまちづくり推進、不法投棄防止、土採取規制条例・土砂条例の適正運用
環境パトロール班 ☎（64）3219 土採取規制条例・土砂条例の適正運用・指導、不法投棄の監視・指導、クリーン鹿沼

放射能対策室 ☎（65）5759 放射能汚染対策

清掃課
事業係 ☎（64）3241 ごみ・し尿の収集、一般廃棄物処理業の許可、ごみ減量
施設係 ☎（64）3304 廃棄物処理施設の維持管理

下水道課
管理係 ☎（65）3241 浄化槽の普及促進、雨水活用設備の設置推進
料金係 ☎（65）3697 公共下水道の使用料、受益者負担金、公共設置型浄化槽の使用料、農業集落排水施設の使用料

下水道施設課
整備係 ☎（65）3607 公共下水道の整備、雨水排水対策
施設維持係 ☎（65）3687 下水の処理、公共下水道施設の維持管理

■市民部

生活課
総務係 ☎（63）2122 市民相談、消費者行政、斎場・墓地の管理
交通対策係 ☎（63）2163 リーバス、交通安全対策、放置自転車対策

地域活動支援課
協働のまちづくり推進係 ☎（63）2240 まちづくり推進、防犯対策、多文化共生、国際交流、地区コミュニティ活動の支援、防犯灯
空き家対策係 ☎（63）2243 空き家等適正管理対策

市民課
市民サービス係 ☎（63）2121 住民登録、住民票の写し・戸籍等各種証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカード交付、パスポート
戸籍係 ☎（63）2123 戸籍に関する届出

人権推進課
人権推進係 ☎（63）8351 人権に関する市民への啓発、人権相談
男女共同参画係 ☎（63）8352 男女共同参画の促進、女性相談、結婚対策

保険年金課
保険給付係 ☎（63）2166 国民健康保険、後期高齢者医療保険
国民年金係 ☎（63）2125 国民年金、老齢基礎・障害基礎年金

2016.5

■水道部

■教育委員会事務局

■都市建設部

■会計課

水道業務課
総務係 ☎（65）3142 給水装置工事事業者管理
料金係 ☎（65）3141 水道の開栓・閉栓および変更届の受付と水道料金の収納

水道施設課

計画係 ☎（65）5771 水道計画策定
水源係 ☎（65）0298 取水井・浄水場・配水池の維持管理、水質管理
施設係 ☎（65）3192 配水管布設工事
給水係 ☎（65）3143 給水装置工事受付、給・配水管の維持管理

教育総務課
総務係 ☎（63）2234 教育行政、奨学金・入学準備金の貸付
施設係 ☎（63）2238 学校教育施設の整備・営繕、小中学校施設の耐震化

学校教育課
学校教育係 ☎（63）2239 学校の調査・統計、教材・教具の整備、通学区域、スクールバス
指導係

☎（63）2236
児童生徒指導、就学指導

総合教育研究所 教育に関する専門的及び技術的事項の研究

生涯学習課
生涯学習係 ☎（63）3498 社会教育活動、生涯学習活動支援
青少年係 ☎（63）8323 青少年の健全育成、成人の日のつどい、青少年相談
自然体験交流センター ☎（64）8760 自然体験交流センターの運営

文化課
文化振興係 ☎（65）6741 文化・芸術の振興
文化財係 ☎（62）1172 文化財の保護・指定、まるごと博物館基本計画の推進

スポーツ振興課
スポーツ振興係

☎（63）2255
スポーツ・レクリエーションの普及活動

スポーツ施設係 スポーツ施設の整備・管理

建設監理課
総務係 ☎（63）2207 陸砂利採石、都市建設部入札
路政係 ☎（63）2208 市道の認定・廃止・変更、道路占用許可、市道との境界確認
地籍調査係 ☎（63）2262 地籍調査

都市計画課
都市計画係 ☎（63）2209 都市計画の企画調査・計画策定
開発指導係 ☎（63）2215 開発許可、宅地造成工事規制区域の許可

土木課

道路河川係 ☎（63）2212 市道・都市計画道路・河川の整備
公園緑地係 ☎（63）2214 公園緑地の設計・施工・監督・維持管理
区画整理係 ☎（63）2211 土地区画整理事業
新鹿沼駅西土地区画整理事務所 ☎（63）2396 新鹿沼駅西土地区画整理事業

維持課
道路維持係 ☎（63）2222 道路・交通安全施設の維持管理
河川維持係 ☎（63）2213 河川の維持管理

建築課
建築係 ☎（63）3495 市有建築物の新築・増改築の設計・監督
住宅係 ☎（63）2217 市営住宅の管理・運営・使用料の徴収、一般住宅施策

建築指導課
建築指導係 ☎（63）2242 建築物の許可・認定、建築物の耐震診断・改修
審査係 ☎（63）2430 建築物の確認・検査

審査係 ☎（63）2132 支払関係書類の審査
出納係 ☎（63）2133 公金の支払い・還付、税金・使用料・手数料の収納

■選挙管理委員会事務局

■監査委員事務局・公平委員会

■農業委員会事務局

選挙係 ☎（63）2154 選挙の実施・啓発

監査係 ☎（63）2156 財務に関する事務事業の執行の監査、人事公平事務

農地振興係 ☎（63）2184 農地の転用・売買・貸借、農業者年金

2016.5



342016.5

■コミュニティセンター
板荷コミュニティセンター ☎（63）8306

地区公民館と出張所の機能、地域の特徴を生かしたまちづくりを推進、
地域住民の自主的なコミュニティ活動を促進

西大芦コミュニティセンター ☎（63）8316
加蘇コミュニティセンター ☎（62）3569
北犬飼コミュニティセンター ☎（63）8326
南摩コミュニティセンター ☎（63）8336
南押原コミュニティセンター ☎（63）8346
東大芦コミュニティセンター ☎（65）4055
菊沢コミュニティセンター ☎（62）7619
北押原コミュニティセンター ☎（64）2702
東部台コミュニティセンター ☎（64）6421
粟野コミュニティセンター ☎（63）8356
粕尾コミュニティセンター ☎（63）8366
永野コミュニティセンター ☎（63）8376
清洲コミュニティセンター ☎（63）8386

は平成28年度に新設された部署です。

■消防本部
消防総務課 総務係 ☎（63）1153 消防出初式、消防統計、消防関係表彰、消防施設の整備

予防課
予防係

☎（63）1155
火災予防、火災統計、婦人防火クラブ、罹災証明、露店等の開設届出書

指導保安係 危険物製造所等の許認可、液化石油ガス設備工事届、煙火の消費許可、消
防用設備等の設置指導、建築物の確認同意、防火対象物の査察

地域消防課
地域消防係

☎（63）1156
消防団に関する事務、消防団通常点検

施設係 消防団施設の整備、消防水利施設の設置・維持管理

警防救急課
警防係

☎（63）1146
消防車両と資機材の整備、消防相互応援協定、開発行為の意見書、水防業務

救急推進係 救急救命士の養成・研修、応急手当の普及・啓発、救急車と資機材の整備
通信指令課 指令第１・２係 ☎（63）1141 119番受信、出勤指令、消防通信、非常招集

消防署 
　消防第１課 
　消防第２課

消防第１・２係
☎（63）1144
☎（63）1145

水火災その他の災害の警戒防御、消防水利の調査保全
救助第１・２係 各種災害の救助業務
救急第１・２係 急病その他傷病者の救急搬送
粟野分署 ☎（85）3221

水火災その他の災害の警戒防御、消防水利の調査保全、急病その他傷病者
の救急搬送東分署 ☎（76）2858

北分署 ☎（64）1145

■議会事務局

議事課
庶務係 ☎（63）2202 議員身分・報酬、議員共済会、議長会議
議事調査係 ☎（63）2203 議会の会議、議決事項の処理、会議録の調整保管

2016.5

鹿沼市役所 ( 本館・新館・東館）今宮町 1688-1
階別案内

３階 財務部 ◆契約検査課

２階
教育
委員会
事務局

◆教育総務課
◆学校教育課

１階 都市
建設部

◆道路維持課
　維持班

４階 ◆厚生室　　　　　◆組合事務所

３階
総務部

◆総務課　　　　　◆企画課
◆鹿沼営業戦略課　◆人事課
◆水資源対策課　　◆防災対策室

◆常任委員会室　　◆情報公開室
◆小会議室１・２

２階

◆市長室　　　　　◆副市長室
◆秘書課　　　　　◆正副議長室
◆議会事務局　　　◆議場
◆特別会議室

１階

財務部 ◆税務課　◆納税課　◆財産管理課

市民部 ◆市民課　　　　　◆保険年金課
保健
福祉部

◆厚生課　　　　　◆子育て支援課
◆こども家庭課　　◆障がい福祉課

◆会計課　　　　　◆総合案内
◆鹿沼市指定金融機関
◆鹿沼法務局証明サービスセンター
◆喫茶コーナー夢未来

地下 ◆互助会売店

５階

経済部
◆産業振興課　　◆観光交流課
◆農政課　　　　◆林政課
◆産業誘致推進室

◆選挙管理委員会事務局
◆監査委員事務局・公平委員会
◆農業委員会事務局
◆５０１・５０２会議室

４階 都市
建設部

◆建設監理課　◆都市計画課
◆土木課　　　◆維持課
◆建築課　　　◆建築指導課

３階
総務部 ◆総務課印刷室

◆３０１会議室　◆３０２会議室

２階

総務部 ◆情報管理課
財務部 ◆財政課

市民部 ◆生活課　　　◆地域活動支援課
◆人権推進課　◆消費生活センター

保健
福祉部 ◆生活相談・支援センター

１階 保健
福祉部

◆高齢福祉課
◆介護保険課

東館

その他の施設案内

本館

新館

市民情報センター 地図① 文化橋町1982-18 保健福祉部 ◆健康課
教育委員会事務局 ◆生涯学習課

環境クリーンセンター 地図② 上殿町695-7 環境部 ◆環境課　　　　◆清掃課
下水道事務所 地図② 上殿町673-1 環境部 ◆放射能対策室　◆下水道課　◆下水道施設課
水道部 地図① 千手町2599 水道部 ◆水道業務課　　◆水道施設課
市民文化センター 地図① 坂田山2-170 教育委員会事務局 ◆文化課
フォレストアリーナ 地図③ 下石川694-1 教育委員会事務局 ◆スポーツ振興課
消防本部 地図② 上殿町520-1 消防本部
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■コミュニティセンター
板荷コミュニティセンター ☎（63）8306

地区公民館と出張所の機能、地域の特徴を生かしたまちづくりを推進、
地域住民の自主的なコミュニティ活動を促進

西大芦コミュニティセンター ☎（63）8316
加蘇コミュニティセンター ☎（62）3569
北犬飼コミュニティセンター ☎（63）8326
南摩コミュニティセンター ☎（63）8336
南押原コミュニティセンター ☎（63）8346
東大芦コミュニティセンター ☎（65）4055
菊沢コミュニティセンター ☎（62）7619
北押原コミュニティセンター ☎（64）2702
東部台コミュニティセンター ☎（64）6421
粟野コミュニティセンター ☎（63）8356
粕尾コミュニティセンター ☎（63）8366
永野コミュニティセンター ☎（63）8376
清洲コミュニティセンター ☎（63）8386

は平成28年度に新設された部署です。

■消防本部
消防総務課 総務係 ☎（63）1153 消防出初式、消防統計、消防関係表彰、消防施設の整備

予防課
予防係

☎（63）1155
火災予防、火災統計、婦人防火クラブ、罹災証明、露店等の開設届出書

指導保安係 危険物製造所等の許認可、液化石油ガス設備工事届、煙火の消費許可、消
防用設備等の設置指導、建築物の確認同意、防火対象物の査察

地域消防課
地域消防係

☎（63）1156
消防団に関する事務、消防団通常点検

施設係 消防団施設の整備、消防水利施設の設置・維持管理

警防救急課
警防係

☎（63）1146
消防車両と資機材の整備、消防相互応援協定、開発行為の意見書、水防業務

救急推進係 救急救命士の養成・研修、応急手当の普及・啓発、救急車と資機材の整備
通信指令課 指令第１・２係 ☎（63）1141 119番受信、出勤指令、消防通信、非常招集

消防署 
　消防第１課 
　消防第２課

消防第１・２係
☎（63）1144
☎（63）1145

水火災その他の災害の警戒防御、消防水利の調査保全
救助第１・２係 各種災害の救助業務
救急第１・２係 急病その他傷病者の救急搬送
粟野分署 ☎（85）3221

水火災その他の災害の警戒防御、消防水利の調査保全、急病その他傷病者
の救急搬送東分署 ☎（76）2858

北分署 ☎（64）1145

■議会事務局

議事課
庶務係 ☎（63）2202 議員身分・報酬、議員共済会、議長会議
議事調査係 ☎（63）2203 議会の会議、議決事項の処理、会議録の調整保管

2016.5

鹿沼市役所 ( 本館・新館・東館）今宮町 1688-1
階別案内

３階 財務部 ◆契約検査課

２階
教育
委員会
事務局

◆教育総務課
◆学校教育課

１階 都市
建設部

◆道路維持課
　維持班

４階 ◆厚生室　　　　　◆組合事務所

３階
総務部

◆総務課　　　　　◆企画課
◆鹿沼営業戦略課　◆人事課
◆水資源対策課　　◆防災対策室

◆常任委員会室　　◆情報公開室
◆小会議室１・２

２階

◆市長室　　　　　◆副市長室
◆秘書課　　　　　◆正副議長室
◆議会事務局　　　◆議場
◆特別会議室

１階

財務部 ◆税務課　◆納税課　◆財産管理課

市民部 ◆市民課　　　　　◆保険年金課
保健
福祉部

◆厚生課　　　　　◆子育て支援課
◆こども家庭課　　◆障がい福祉課

◆会計課　　　　　◆総合案内
◆鹿沼市指定金融機関
◆鹿沼法務局証明サービスセンター
◆喫茶コーナー夢未来

地下 ◆互助会売店

５階

経済部
◆産業振興課　　◆観光交流課
◆農政課　　　　◆林政課
◆産業誘致推進室

◆選挙管理委員会事務局
◆監査委員事務局・公平委員会
◆農業委員会事務局
◆５０１・５０２会議室

４階 都市
建設部

◆建設監理課　◆都市計画課
◆土木課　　　◆維持課
◆建築課　　　◆建築指導課

３階
総務部 ◆総務課印刷室

◆３０１会議室　◆３０２会議室

２階

総務部 ◆情報管理課
財務部 ◆財政課

市民部 ◆生活課　　　◆地域活動支援課
◆人権推進課　◆消費生活センター

保健
福祉部 ◆生活相談・支援センター

１階 保健
福祉部

◆高齢福祉課
◆介護保険課

東館

その他の施設案内

本館

新館

市民情報センター 地図① 文化橋町1982-18 保健福祉部 ◆健康課
教育委員会事務局 ◆生涯学習課

環境クリーンセンター 地図② 上殿町695-7 環境部 ◆環境課　　　　◆清掃課
下水道事務所 地図② 上殿町673-1 環境部 ◆放射能対策室　◆下水道課　◆下水道施設課
水道部 地図① 千手町2599 水道部 ◆水道業務課　　◆水道施設課
市民文化センター 地図① 坂田山2-170 教育委員会事務局 ◆文化課
フォレストアリーナ 地図③ 下石川694-1 教育委員会事務局 ◆スポーツ振興課
消防本部 地図② 上殿町520-1 消防本部
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相　談
市では、市民のいろいろな悩みごと・困りごとの相談を受けています。

各種相談

■法律相談
　専門的な法律問題（土地、家屋、相続、金銭貸借、
借地借家など）
と　き　毎月第1・2・3金曜日（予約制）
　　　　午後1時30分～4時30分
※予約開始日は広報かぬまでお知らせします。
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　弁護士
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■登記相談
　相続・登記の手続き、境界測量、表示登記など
と　き　毎月第3火曜日（予約制）
※予約開始日は広報かぬまでお知らせします。
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　土地家屋調査士　午前10時～正午
　　　　司法書士　午後1時30分～3時30分
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■交通事故相談
　交通事故の示談方法、損害賠償金の請求方法など
交通事故全般（予約制）
と　き　毎月第1月曜日　午前10時～午後3時
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　県交通事故相談員
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■市民生活相談
　日常生活での困りごと、心配ごと
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　行政指導相談員
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■家庭こども相談、ひとり親・婦人相談
　家庭における児童の相談、ひとり親の悩み事など
問い合わせ　こども家庭課家庭こども相談室
　　　　　　☎（６３）2177

■障がい者相談
　ホームヘルプサービス、施設利用、日常生活用具給
付、補装具などについての相談
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係
　　　　　　☎（６３）2176

■人権相談
　日常生活における人権問題に関する相談
と　き　毎月第2木曜日　午前10時～午後3時
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　人権擁護委員
問い合わせ　人権推進課人権推進係
　　　　　　☎（６３）8351

■女性相談・DV相談
　女性に関する離婚や夫やパートナーからのDV
被害に関する相談
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後4時
ところ　人権推進課（新館2階）
相談員　女性相談員
問い合わせ　人権推進課男女共同参画係
　　　　　　☎（６３）8352

■行政相談
　国、県、市などの行政に関する苦情・要望・意見
と　き　毎月第3金曜日
　　　　午後1時30分～3時30分
ところ　市民情報センター、
　　　　粟野コミュニティセンター
※相談委員宅での相談にも応じます
・國立恵俊　☎（75）2399
・塚原芳和　☎（62）9725
・渡邉君子　☎（64）8446
・松山弘子　☎（77）2049
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（63）2122

■市政相談
　市で行っている仕事についての苦情、要望、意見
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
ところ　市役所本館3階
問い合わせ　鹿沼営業戦略課広報広聴係
　　　　　　☎（63）2128

■消費生活相談
　商品の購入、契約、解約、クーリング・オフに関する
トラブルなど消費生活全般、多重債務に関する相談
と　き　月～金曜日　午前9時～午後4時
ところ　市消費生活センター（市役所新館2階）
相談員　消費生活専任相談員
問い合わせ　消費生活センター
　　　　　　☎（６３）3313

相　談

2016.5

■発達相談
　専門相談員による乳幼児の発達や子育てに関する
相談（予約制）
問い合わせ　健康課母子健康係　☎（６３）2819

■健康相談
　保健師、栄養士による健康相談
問い合わせ　健康課市民健康係　☎（６３）8312

■のびのび発達相談
　心理職および市職員・学校教諭が市内幼稚園・保育
園を巡回し、必要に応じて保護者や保育士にアドバイ
スを行います。
問い合わせ　健康課母子健康係　☎（６３）2819

■高齢者相談
　日常生活や介護、施設入所などに関する総合相談
問い合わせ　地域包括支援センター
　　　　　　☎（６３）2175

■病態栄養相談
　栄養士による食生活・栄養相談（予約制）
※主治医から栄養指導連絡票をもらってください。
問い合わせ　健康課市民健康係　☎（６３）8312

■外国人相談
　日常生活で困っていること、聞きたいことなど
と　き　月～金曜日　午前9時～午後5時
ところ　市国際交流協会（まちなか交流プラザ1階）
対 応 言 語　ポルトガル語・スペイン語・英語・日本語
問い合わせ　市国際交流協会　☎（６３）2264

■生計の悩み相談
　生計の就労等の悩みを相談員が聞き、問題解決に
向けて支援します。
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
ところ　市役所新館2階
問い合わせ　生活相談・支援センターのぞみ
　　　　　　☎（６３）2167

■福祉の相談
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣が委嘱した
社会経験豊かな福祉の相談者です。現在、市内で
209人の委員が生活での困りごと、心配事や児童に
ついての相談を受けるなどの活動を行っています。
　生活や児童についてお悩みの人は、お近くの民生
委員・児童委員や主任児童委員にご相談ください。
問い合わせ　厚生課総務係　☎（６３）2257

■隣保館相談事業
　地域住民の生活上の各種相談（生活・健康・就労・
福祉など）各種相談を行っています。
問い合わせ　隣保館（万町）　☎（64）4776

■心配ごと相談（ふれあい福祉センター）
　市民のさまざまな問題に広く相談に応じ、在宅福祉
サービスや、地域福祉情報を提供します。
と　き　毎週月～金曜日　午前9時～午後4時
問い合わせ　市社会福祉協議会　☎（65）5191

■青少年の悩みごと相談
　思春期における青少年の悩み、ひきこもり、ニート、
非行に関する問題などの相談に応じます。
問い合わせ　青少年相談専用　☎（63）8324
メール相談　counseltoyoung@city.kanuma.lg.jp

■スポーツカウンセリング
　スポーツに関する相談
問い合わせ　フォレストアリーナ　☎（72）1300

■教育行政に関する相談
　教育相談以外の教育行政相談
問い合わせ　教育総務課総務係　☎（63）2234

■教育相談
と　き　月～金曜日　午前9時～午後5時
問い合わせ　総合教育研究所教育相談室
　　　　　　☎（63）0082
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相　談
市では、市民のいろいろな悩みごと・困りごとの相談を受けています。

各種相談

■法律相談
　専門的な法律問題（土地、家屋、相続、金銭貸借、
借地借家など）
と　き　毎月第1・2・3金曜日（予約制）
　　　　午後1時30分～4時30分
※予約開始日は広報かぬまでお知らせします。
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　弁護士
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■登記相談
　相続・登記の手続き、境界測量、表示登記など
と　き　毎月第3火曜日（予約制）
※予約開始日は広報かぬまでお知らせします。
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　土地家屋調査士　午前10時～正午
　　　　司法書士　午後1時30分～3時30分
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■交通事故相談
　交通事故の示談方法、損害賠償金の請求方法など
交通事故全般（予約制）
と　き　毎月第1月曜日　午前10時～午後3時
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　県交通事故相談員
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■市民生活相談
　日常生活での困りごと、心配ごと
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　行政指導相談員
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（６３）2122

■家庭こども相談、ひとり親・婦人相談
　家庭における児童の相談、ひとり親の悩み事など
問い合わせ　こども家庭課家庭こども相談室
　　　　　　☎（６３）2177

■障がい者相談
　ホームヘルプサービス、施設利用、日常生活用具給
付、補装具などについての相談
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係
　　　　　　☎（６３）2176

■人権相談
　日常生活における人権問題に関する相談
と　き　毎月第2木曜日　午前10時～午後3時
ところ　市民相談室（新館2階）
相談員　人権擁護委員
問い合わせ　人権推進課人権推進係
　　　　　　☎（６３）8351

■女性相談・DV相談
　女性に関する離婚や夫やパートナーからのDV
被害に関する相談
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後4時
ところ　人権推進課（新館2階）
相談員　女性相談員
問い合わせ　人権推進課男女共同参画係
　　　　　　☎（６３）8352

■行政相談
　国、県、市などの行政に関する苦情・要望・意見
と　き　毎月第3金曜日
　　　　午後1時30分～3時30分
ところ　市民情報センター、
　　　　粟野コミュニティセンター
※相談委員宅での相談にも応じます
・國立恵俊　☎（75）2399
・塚原芳和　☎（62）9725
・渡邉君子　☎（64）8446
・松山弘子　☎（77）2049
問い合わせ　生活課総務係
　　　　　　☎（63）2122

■市政相談
　市で行っている仕事についての苦情、要望、意見
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
ところ　市役所本館3階
問い合わせ　鹿沼営業戦略課広報広聴係
　　　　　　☎（63）2128

■消費生活相談
　商品の購入、契約、解約、クーリング・オフに関する
トラブルなど消費生活全般、多重債務に関する相談
と　き　月～金曜日　午前9時～午後4時
ところ　市消費生活センター（市役所新館2階）
相談員　消費生活専任相談員
問い合わせ　消費生活センター
　　　　　　☎（６３）3313

相　談
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■発達相談
　専門相談員による乳幼児の発達や子育てに関する
相談（予約制）
問い合わせ　健康課母子健康係　☎（６３）2819

■健康相談
　保健師、栄養士による健康相談
問い合わせ　健康課市民健康係　☎（６３）8312

■のびのび発達相談
　心理職および市職員・学校教諭が市内幼稚園・保育
園を巡回し、必要に応じて保護者や保育士にアドバイ
スを行います。
問い合わせ　健康課母子健康係　☎（６３）2819

■高齢者相談
　日常生活や介護、施設入所などに関する総合相談
問い合わせ　地域包括支援センター
　　　　　　☎（６３）2175

■病態栄養相談
　栄養士による食生活・栄養相談（予約制）
※主治医から栄養指導連絡票をもらってください。
問い合わせ　健康課市民健康係　☎（６３）8312

■外国人相談
　日常生活で困っていること、聞きたいことなど
と　き　月～金曜日　午前9時～午後5時
ところ　市国際交流協会（まちなか交流プラザ1階）
対 応 言 語　ポルトガル語・スペイン語・英語・日本語
問い合わせ　市国際交流協会　☎（６３）2264

■生計の悩み相談
　生計の就労等の悩みを相談員が聞き、問題解決に
向けて支援します。
と　き　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
ところ　市役所新館2階
問い合わせ　生活相談・支援センターのぞみ
　　　　　　☎（６３）2167

■福祉の相談
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣が委嘱した
社会経験豊かな福祉の相談者です。現在、市内で
209人の委員が生活での困りごと、心配事や児童に
ついての相談を受けるなどの活動を行っています。
　生活や児童についてお悩みの人は、お近くの民生
委員・児童委員や主任児童委員にご相談ください。
問い合わせ　厚生課総務係　☎（６３）2257

■隣保館相談事業
　地域住民の生活上の各種相談（生活・健康・就労・
福祉など）各種相談を行っています。
問い合わせ　隣保館（万町）　☎（64）4776

■心配ごと相談（ふれあい福祉センター）
　市民のさまざまな問題に広く相談に応じ、在宅福祉
サービスや、地域福祉情報を提供します。
と　き　毎週月～金曜日　午前9時～午後4時
問い合わせ　市社会福祉協議会　☎（65）5191

■青少年の悩みごと相談
　思春期における青少年の悩み、ひきこもり、ニート、
非行に関する問題などの相談に応じます。
問い合わせ　青少年相談専用　☎（63）8324
メール相談　counseltoyoung@city.kanuma.lg.jp

■スポーツカウンセリング
　スポーツに関する相談
問い合わせ　フォレストアリーナ　☎（72）1300

■教育行政に関する相談
　教育相談以外の教育行政相談
問い合わせ　教育総務課総務係　☎（63）2234

■教育相談
と　き　月～金曜日　午前9時～午後5時
問い合わせ　総合教育研究所教育相談室
　　　　　　☎（63）0082
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『ふくしめ～る』をご利用ください！
『ふくしめ～る』は、携帯電話で気軽に相談できるメール相談サービスです。

下記のメールアドレスかQRコードでアクセスし、相談内容を送信してください。

■障がい者支援について
《障がい福祉課》
障がい福祉係　☎（６３）2176
障がい医療係　☎（６３）2127
メールアドレス
syogaifukushi@city.kanuma.lg.jp

■高齢者に関する相談について
《高齢福祉課》
長寿推進係　　　　　　☎（６３）2288
地域包括支援センター　☎（６３）2175
メールアドレス
koureifukushi@city.kanuma.lg.jp

■介護保険について
《介護保険課》
介護保険係　☎（６３）2283
介護認定係　☎（６３）2286
メールアドレス
kaigo@city.kanuma.lg.jp

■その他　福祉に関する相談について
《厚生課》
総務係　☎（６３）2257
保護係　☎（６３）2173
メールアドレス
kousei@city.kanuma.lg.jp

メール相談の回答には数日かかることがあります。緊急を要するものは、直接各担当へ電話で連絡してください。
入力された内容や個人情報は、相談業務でのみ使用します。

●
●

■子育て支援について
■幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育
　事業について
《子育て支援課》
こども支援係　☎（６３）2160
子育て認定係　☎（６３）2174
保育推進係　　☎（６３）2231
メールアドレス
kosodate@city.kanuma.lg.jp

■こども、妊産婦、ひとり親の相談・支援について
《こども家庭課》
こども給付係　　　☎（６３）2172
家庭こども相談室　☎（６３）2177
メールアドレス
kodomokatei@city.kanuma.lg.jp

■子育て相談（妊娠中の人も含む）について
《健康課》
母子健康係　☎（63）2819
健康増進係　☎（63）8311
メールアドレス
kenkou@city.kanuma.lg.jp

■こころの健康相談、からだの健康相談について
《健康課》
健康増進係　☎（６３）8311
市民健康係　☎（６３）8312
メールアドレス
kenkou@city.kanuma.lg.jp

注意事項

2016.5
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