
廃棄物（ごみ・し尿）、資源環境

階数 部名 課名（係名） 電話番号 主な業務内容

1階

市民環境部
市民課 21-5111 住民基本台帳、戸籍、マイナンバー（個人番号）カード、パスポート
保険年金課 21-5110 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、保健事業

健康福祉部

子育て支援課 21ｰ5101 子育て支援、児童手当、保育園
人権・男女共同参画課 21-5184 人権福祉、男女共同参画
高齢福祉課 21-5100 高齢者福祉、介護保険、介護予防
社会福祉課社会福祉係 25-3064 社会福祉、地域福祉
社会福祉課障がい福祉係 21-5174 障がい福祉
社会福祉課生活保護係 21-5149 生活保護、生活困窮者自立相談支援

2階

会計管理者 会計課 21-5115 現金などの出納保管・決算
財務部 税務課 21-5113 市税の課税・徴収

市民環境部
生活安全課 21-5112 防犯、交通安全
環境課 21-5152 環境保全、環境学習
環境課廃棄物対策係 21-5138 廃棄物（ごみ・し尿）、資源環境

観光経済部
観光課 21-5170 観光行政の企画、観光施設、観光誘客宣伝、観光イベント
商工課 21-5136 商工業、しごとづくり事業
農林課 21-5171 農水産業、土地改良、林業、野生鳥獣

農業委員会事務局 21-5173 農業委員会、農業者年金、農地転用
農業公社 22-7770 農地の賃借、農作業受委託、市民農園
農業再生協議会 30-3050 米の需給調整、経営所得安定対策

3階

企画総務部

総合政策課 21-5131 総合計画、まちづくり基本条例、情報化推進
秘書広報課 21-5135 秘書、広報、広聴、シティプロモーション
総務課 21-5130 情報公開、防災、統計
人事課 25-7008 職員の定数管理、人材育成、職員給与

地域振興部 地域振興課 21-5147 地域振興、高齢化集落対策、自治振興、市民活動支援センター

財務部
財政課 21-5162 財政計画、予算編成
資産経営課 21-5132 公有財産管理、公共施設の適正配置、庁舎管理
契約検査課 21-5134 入札・契約、建設工事の検査

4階 議会事務局 議事課 21-5140 議会事務

所在地 日光市今市本町1番地

本庁舎
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階数 部名 課名 電話番号 主な業務内容

1階 建設部

都市計画課 21-5102 都市計画、開発行為、景観、屋外広告物
建設課 21-5161 市道建設、市有建物の建築
維持管理課 21-5160 市道の認定・廃止、市道・橋りょう・河川・都市公園の維持・管理
建築住宅課 21-5197 建築の指導・相談、建築確認・検査、市営住宅

2階 教育委員会
学校教育課 21-5167 教育委員会の総合的な企画、小・中学校関係
生涯学習課 21-5182 生涯学習、文化振興
スポーツ振興課 21-5183 スポーツ振興、各種大会企画・運営

3階 選挙管理委員会事務局 21-5180 選挙の執行・啓発
監査委員事務局 21-5143 定例監査・行政監査・決算審査

東庁舎

階数 部名 課名 電話番号 主な業務内容
3階 教育委員会事務局 国体推進課 25-6900 国体の総合的な企画・調整、各競技進営

西庁舎

部名 課名 電話番号 主な業務内容
教育委員会 文化財課 25-3200 文化財保護、世界遺産登録の推進

歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館 25-7333 資料館・記念館の運営

歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館

庁舎名 課名 電話番号 主な業務内容 所在地

日光庁舎
日光行政センター 54-1112 地域・地域団体の活動支援、窓口業務

御幸町4番地1日光観光課 53-3795 観光宣伝・観光行事・観光施設の維持管理
日光公民館 53-3700 164ページをご覧ください

藤原庁舎
藤原行政センター 76-4100 地域・地域団体の活動支援、窓口業務

鬼怒川温泉大原1406番地2藤原観光課 76-4111 観光宣伝・観光行事・観光施設の維持管理
藤原公民館 76-1200 164ページをご覧ください

足尾庁舎
足尾行政センター 93-3115 地域・地域団体の活動支援、窓口業務

足尾町通洞8番2号足尾観光課 93-3116 観光宣伝・観光行事・観光施設の維持管理
足尾公民館 93-3322 164ページをご覧ください

栗山庁舎
栗山行政センター 97-1112 地域・地域団体の活動支援、窓口業務

黒部54番地1栗山観光課 97-1136 観光宣伝・観光行事・観光施設の維持管理
栗山公民館 97-1139 164ページをご覧ください

日光・藤原・足尾・栗山庁舎

名称 電話番号 主な業務内容 所在地
南原出張所 26-1677

住民基本台帳・戸籍・国民健康
保険・後期高齢者医療・国民年
金・市税・高齢者福祉・子育て支
援・介護保険・交通対策・防犯な
どに関する窓口業務

土沢2086番地
落合地区センター 27-0002 小代439番地3
豊岡地区センター 21-8202 大桑町130番地3
大沢地区センター 26-0002 大沢町809番地1
塩野室地区センター 26-8012 沓掛260番地1
小来川地区センター 63-3111 中小来川2667番地1
清滝出張所 53-1010 清滝桜ケ丘町210番地7
中宮祠出張所 55-0078 中宮祠2478番地4
三依地区センター 79-0211 中三依319番地
湯西川地区センター 98-0026 湯西川709番地

地区センター・出張所

課名 電話番号 主な業務内容 所在地
健康課 21-2756 保健事業、健康づくり 平ケ崎109番地

今市保健福祉センター（平ケ崎）

課名 電話番号 主な業務内容
新型コロナウイルス対策センター 21-5154 新型コロナウイルス感染症対策・ワクチン接種

新型コロナウイルス対策センター
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課名 電話番号 主な業務内容 所在地
総務課 21-0186 人事、予算、施設管理 豊田442番地1
予防課 21-0368 火災予防、立入検査 豊田442番地1
警防課 21-0023 警防業務の総合調整 豊田442番地1
通信指令課 21-0016 消防部隊の管制、指令 豊田442番地1
今市消防署 21-0539 消防、救急 豊田442番地1
日光消防署 54-0050 消防、救急 石屋町408番地1
藤原消防署 76-1444 消防、救急 鬼怒川温泉大原1419番地2

消防本部

課名 電話番号 主な業務内容 所在地
下水道課 21-5150 下水道事業、下水道施設の維持 瀬尾1640番地34水道課 21-4532 水道事業、給水装置工事、水道施設整備

水道庁舎

開設施設名
市民課
保険年金課
税務課
開設日
火曜日・木曜日
※�国民の祝日及び年末年始（12月29日から翌年1月3日ま
で）を除く
開設時間
午後5時15分～午後7時
取扱業務
�戸籍、住民基本台帳、印鑑登録関係の諸届の受付
�戸籍、住民基本台帳、印鑑登録証明その他諸証明の交付
パスポートの交付
マイナンバーカードの申請・交付など
臨時運行許可
�国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の資格得
喪、変更等の諸届の受付
�国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者証等の交付
�国民年金第1号被保険者の資格得喪、変更等の諸届の受付
税関係証明の交付
軽自動車等の標識交付
固定資産税関係台帳の閲覧
�市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保
険料の収納

� 問合せ �市民課　　　　  TEL 21-5111
保険年金課　　  TEL 21-5110
税務課市民税係  TEL 21-5113

資産税係  TEL 21-5114
徴収係・収納係  TEL 21-5103

延長窓口

※�他の機関（市町村等）への問い合わせが必要な届け等につい
ては、取り扱えない場合がありますのでご注意ください。
※�マイナンバーカードの交付及び電子証明書の更新等につい
ては、第3土曜日の翌日曜日は手続きができません。
※�年末年始（12月29日から翌年1月3日）は、戸籍届書の受付、
死産届書の受付及び埋葬、火葬許可申請受付及び許可書の
交付のみ行いますので、市民課にご確認ください。

開設施設名
市民課
開設日
土曜日、日曜日、国民の祝日
※年末年始（12月29日から翌年1月3日まで）を除く
開設時間
午前8時30分～午後5時15分
取扱業務
�市民課関係
　・戸籍、住民基本台帳、印鑑登録関係の諸届の受付
　・戸籍、住民基本台帳、印鑑登録証明その他諸証明の交付
　・パスポートの交付（申請は平日午後5時15分まで）
　・�マイナンバーカードの申請・交付など（交付は4日前まで
に要予約）

　・臨時運行許可
�保険年金課関係
　・国民健康保険に関すること（受領のみ）
　・後期高齢者医療に関すること（受領のみ）
　・国民年金に関すること（受領のみ）
�税務課関係
　・�税関係の証明の交付（平日午後5時15分までに税務課に
連絡をし、予約した場合に限り交付できます）

　・�市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療
保険料の収納（納付書がある場合のみ）
その他
　・使用料、手数料などの収納（納付書がある場合のみ）
　・�こども、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障がい者の医療
費助成に関すること（受領のみ）

　・母子健康手帳の交付
　・予防接種に関すること（受領のみ）
　・児童手当に関すること（受領のみ）
　・介護保険に関すること（受領のみ）
　・し尿汲み取りに関すること（受領のみ）
　・各課への提出書類の受領と送付

�問合せ �市民課　　　　  TEL 21-5111

休日窓口
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