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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。

　広報かぬまでは、今年度から、皆さんの
日常生活に関わりの深い業務を「くらしの
ガイド」として順次紹介します。初回とな
る今回は、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。

は平成27年度に新設された部署です。

■総務部
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 防災対策

企画課
企画調整係 ☎（63）2146 総合計画の推進及び企画調整、地方創生、広域連携、都市交流
統計係 ☎（63）2256 各種統計調査の実施
鹿沼営業戦略室 ☎（63）2251 人口対策・定住促進の総合窓口、シティプロモーション

秘書課 秘書係 ☎（63）2131 秘書業務、儀式、褒章、表彰
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

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（南摩ダム）の総合調整

■財務部
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 管財係 ☎（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

■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・予約バス、交通安全対策、放置自動車対策

市民活動支援課
市民協働係 ☎（63）2218 まちづくり推進、防犯対策、国際交流
自治振興係 ☎（63）2240 地区コミュニティ活動の支援
空き家対策係 ☎（63）2243 空き家対策

市民課 市民サービス係 ☎（63）2121 住民登録、住民票・戸籍等各種証明書の交付、印鑑登録、
住基カード交付、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 人権に関する啓発・相談

男女共同参画係 ☎（63）8352 男女共同参画の促進、女性相談

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
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■保健福祉部
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、ファミリーサポートセンター
保育推進係 ☎（63）2231 公立保育施設の管理、あおば園、地域型保育事業
子育て認定係 ☎（63）2174 保育園、幼稚園、認定こども園

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、児童・児童扶養・遺児手当
家庭こども相談室 ☎（63）2177 子育て相談、児童虐待、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 生きがいづくり、在宅福祉サービス、敬老事業
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 介護サービス費の給付
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 成人に関する保健指導
母子健康係 ☎（63）2819 妊産婦・こどもに関する保健指導

■経済部

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
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、都市交流
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 林政係 ☎（63）2186 森林整備、地場産材需要拡大対策、野生鳥獣対策
森林土木係 ☎（63）2187 林道事業の計画・設計・施工・監督、林道維持管理

■環境部

環境課

総務係 ☎（64）3194 環境基本計画、省エネルギー・新エネルギーの推進、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、農業集落排水の使用料・受益者分

担金
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

■都市建設部

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・改修の補助
審査係 ☎（63）2430 建築物の確認・検査

■会計課
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
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■水道部
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

■教育委員会事務局
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

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

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

■選挙管理委員会事務局
選挙係 ☎（63）2154 選挙の実施・啓発

■監査委員事務局・公平委員会
監査係 ☎（63）2156 市の予算執行の監査、人事公平事務

■農業委員会事務局
農地振興係 ☎（63）2184 農地の転用・売買・貸借、農地利用状況調査、農業者年金

■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

■消防本部
消防総務課 総務係 ☎（63）1153 通常点検・出初式、消防統計、消防関係表彰、庁舎管理

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

消防課 消防係 ☎（63）1156 消防団に関する事務、水防業務
施設係 消防団施設の整備、消防水利施設の設置・維持管理、開発行為の意見書

通信指令課 指令第１係 ☎（63）1141 １１９番受信、出動指令、消防通信、非常招集指令第２係

消防署

救急推進係 ☎（63）1146 救急救命士の養成・研修、応急手当の普及・啓発
警防第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

■コミュニティセンター
板荷コミュニティセンター ☎（63）8306 菊沢コミュニティセンター ☎（62）7619
西大芦コミュニティセンター ☎（63）8316 北押原コミュニティセンター ☎（64）2702
加蘇コミュニティセンター ☎（62）3569 東部台コミュニティセンター ☎（64）6421
北犬飼コミュニティセンター ☎（63）8326 粟野コミュニティセンター ☎（63）8356
南摩コミュニティセンター ☎（63）8336 粕尾コミュニティセンター ☎（63）8366
南押原コミュニティセンター ☎（63）8346 永野コミュニティセンター ☎（63）8376
東大芦コミュニティセンター ☎（65）4055 清洲コミュニティセンター ☎（63）8386
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
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その他の施設案内
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　　　◆放射能対策室　　◆清掃課
下水道事務所 地図② 上殿町673-1 環境部 ◆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

新館

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

本館

◆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 ◆厚生室　　　　◆組合事務所 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　　　　◆建築指導課東館

３階 財務部 ◆契約検査課 ３階
総務部

◆総務課　　　　◆企画課
◆秘書課(広報広聴係)
◆人事課　　　　◆水資源対策課
◆防災対策室　　◆鹿沼営業戦略室 ３階

総務部 ◆総務課印刷室

◆301会議室　◆302会議室◆常任委員会室　◆情報公開室
◆小会議室１・２

２階
教育委
員会
事務局

◆教育総務課
◆学校教育課 ２階

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

２階

総務部 ◆情報管理課
財務部 ◆財政課

市民部
◆生活課　　　◆市民活動支援課
◆人権推進課　◆消費生活センター
◆生活相談・支援センター

１階 都市建
設部

◆道路維持課
　維持班 １階

財務部 ◆税務課　◆納税課　◆財産管理課
◆庁舎整備準備室

１階 保健
福祉部

◆高齢福祉課
◆介護保険課

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

鹿沼市役所（本館・新館・東館）今宮町1688-1
階別案内

市役所

消防本部
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