
中小企業・小規模企業への支援

問合せ 商工課商工業振興係 TEL 21-5136

中小企業融資制度

資金の種類 資金使途 融資限度額 返済期間 返済方法 保証人

運転資金
原材料の購入、商品の仕入れ、諸経費支払
等のために必要な資金※借換え可能（各
資金の既往借入金に限ります）

2,000万円 7年以内

月賦償還
（据置6カ月
以内） 個人：原則不要

法人：当該法人の代表
※ 保証協会の定めると
ころにより、不要とな
る場合があります。

設備資金
機械・設備の購入、店舗・工場・事業用建物
等の新築・改築及び改装、車両購入のため
に必要な資金

2,000万円 10年以内

商店街近代化資金 中小企業団体が、駐車場整備などの商店
街整備を行うために必要な資金 3,000万円 15年以内

大型店対策資金 大型店の進出対策として店舗改装及び専
門店化を図るために必要な資金 500万円 運転：5年以内

設備：7年以内

創業資金 新たな事業の開始、法人が新たに会社を
設立するために必要な資金 2,000万円 運転：5年以内

設備：7年以内

事業転換資金 事業転換または個人が新分野への進出を
図るために必要な資金 1,000万円 運転：5年以内

設備：7年以内

小規模企業者資金 小規模企業者が必要とする運転及び設備
資金

2,000万円。ただし2,000万円
から既存の保証協会の全ての保
証付融資残高を差し引いた額

運転：5年以内
設備：7年以内 月賦償還

（据置1年
以内）

災害対策資金
災害により、損傷した設備の復旧に係る
設備資金、または事業再建及び経営の安
定のために必要な運転資金

災害ごとに 運転：1,000万円
設備：2,000万円

運転：7年以内
設備：10年以内

　融資の保証料を市が全額助成する中小企業に対しての融資制度があります。借入れについては、直接、市内金融機
関にご相談ください。担保は、原則として不要ですが、取り扱い金融機関及び保証協会が必要と認めた場合は、担保が
必要となります。
融資制度一覧

中小企業特許等取得促進支援事業
　市内の中小企業者等が商品開発等に伴い、特許出願を行う際に係る費用の一部を補助します。
 補助対象経費及び補助率…特許権、実用新案権、商標権、意匠権の出願に要する経費の2分の1（特許権は上限20万
円、それ以外は上限10万円）
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�起業・創業に向けた相談事業などの実施について
　�　市内において起業をお考えの方、起業して間もな
い方などを支援するため、「日光市起業・創業支援サ
ロン」を開設しています。当サロンでは、アドバイ
ザーによる起業・創業や事業承継などに関する相談
業務をはじめ、ビジネスに関する各種セミナーのほ
か、先輩経営者による座談会や起業家同士の交流会
を定期的に開催しています。起業などをお考えの方、
興味のある方や経営などに関するお悩みをお持ちの
方は、お気軽にご利用ください。
場所 　�今市708番地7（如来寺通り、本澤屋だんご店

様隣り）
開設日 　�毎週金・土・日曜日及び毎月第2・4木曜日（午

後1時～9時）年末年始を除く※毎月第2・4
木曜日は相談予約があった場合のみ開設

個別相談 　�毎月第1・3・5土曜日、毎月第2・4木曜日
（午後1時～9時）及び毎月第3日曜日（午後
1時～5時）※毎月第2・4木曜日は相談予約
があった場合のみ実施

相談時間 　1回あたり1時間程度
相談料 　無料
対象者 　�市内において起業・創業を検討している方や

事業に関するお悩みをお持ちの方など（住所
要件は不問）

申込方法 　�①予約希望日、②お名前、③連絡先（電話番
号）、④簡単な相談内容を下記の申込先に、
お電話またはメールにて事前にお申込み
ください（要予約）

申込先 　�日光市起業・創業支援サロン�
TEL�25-7122�
E-mail：nsks5136@ebony.plala.or.jp

問合せ 商工課しごとづくり推進係 TEL 21-5136

起業・創業者等への支援

　市内中小企業者、小規模企業者等の新たな販路や事
業提携先等の開拓のため、展示会等の出展に伴う経費
の一部を補助します。
対象事業者
　市内に主たる事業所等を有する下記の者及び団体を
対象とします。
（1）�中小企業者、小規模企業者または個人事業者であっ

て、製造業、卸売業または小売業を営むもの
（2）複数の中小企業者等で構成する団体、協同組合等
補助内容

（1）補助率
　補助対象経費の2分の1（消費税相当額を除く）
（2）補助額
【県外出展事業】上限10万円
【海外出展事業】上限20万円
（3）対象経費
取引先や事業提携先の開拓、受発注の機会の確保を目

的に、県外及び海外において開催される販売を主目的と
しない展示会、見本市、商談会等への出展に伴う費用

　申請には一定の要件がありますので、詳しくは直接
お問い合わせください。

問合せ 商工課しごとづくり推進係 TEL 21-5136

展示会等出展事業

雇用対策
若年者雇用創出奨励金

　国が実施するトライアル（試行的）雇用を利用してい
ることを前提に、市内在住の若年者（45歳未満）の雇用
の安定と定着を図るため、一定の条件を満たして雇用
した事業者に奨励金を交付します。
�補助の内容…トライアル雇用期間終了後、6カ月間雇
用が継続された事業者に対し1人あたり24万円（4万
円×6カ月）交付。交付申請時、継続して雇用している
ことが条件になります。
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補助対象店舗 市が指定する対象業種の店舗（下記のとおり）

補助対象経費・
補助率

対象店舗の1カ月分の家賃（敷金、礼金、保証
金、管理費、共益金その他これらに類する費
用を除く）の2分の1（上限5万円）

交付期間 開業した日の属する月から12カ月分

空き店舗等対策家賃補助事業
　市内で空き店舗等を借りて開業しようとする方を対
象に、家賃の一部を補助します。対象業種などの要件が
ありますので、開業前にご相談ください。

 目的　外国人観光客の誘致を促進するため、民間事
業者及び団体に対し、商品メニュー等の多言語化対
応を支援します。（多言語化とは、日本語に加え1以上
の外国語により表記することを言います。）
�対象事業
　 商品メニュー、案内パンフレットその他の冊子を作
成する事業
　看板及び案内板を整備する事業
　ホームページの整備事業
�補助対象者　市内に事務所、店舗等を有する宿泊業
者、飲食事業者、土産品販売店等
対象経費
　企画及びデザインに要する費用
　案内看板等の作成及び設置に要する費用
　冊子等の作成及び印刷に要する費用
　ホームページの作成及び加工に要する費用
　翻訳に要する費用

日光市商品メニュー等多言語化促進事業補助金について

対象店舗 市が指定する対象業種の店舗（下記のとおり）
補助対象経費 店舗の改修等工事及び設備の設置

既存店舗 空き店舗等
補助率 3分の1 2分の1
補助限度額 30万円 50万円

補助限度額
地域加算

高齢化地域（日光地域の滝ヶ原地区、藤原地
域の三依地区、足尾地域全域、栗山地域全
域）は50万円

補助限度額
創業者加算

女性は20万円
若年者（※1）は30万円

商店リフレッシュ事業
　市内で空き店舗等を賃貸または所有して開業しよう
とする方や既に営業している方を対象に、改修等工事
費用及び設備設置費用を補助します。いずれの場合も
対象業種などの要件がありますので、工事着手前にご
相談ください。

※1 交付申請時点で40歳未満の方

[市が指定する対象業種]
・ 卸売業　・小売業　・飲食サービス業（持ち帰り・配達を含む）　・美容業（エステティック業、リラクゼーション業、   
ネイルサービス業等）　・理容業　・洗濯業　・教育、学習支援業（学習塾、教養・技術教授業）　・療術業
※日本標準産業分類に基づく

空き店舗等の対策� 問合せ 商工課しごとづくり推進係  TEL 21-5136

外国人誘客に関する補助� 問合せ 観光課観光交流推進係  TEL 21-5196

�補助金額　対象経費に3分の2を乗じた額とし、10万
円を限度とします。同一年度に1回に限ります。また、
予算の範囲内において交付します。
申請時に必要なもの
　   補助金等交付申請書（日光市補助金等交付規則様

式第1号）
　 事業計画書（日光市補助金等交付規則　様式第2号）
　 収支予算書（日光市補助金等交付規則　様式第3号）
　 見積書
　 市税完納証明書
　   営業の許可を受けていることを証する書類の写

し（営業許可が必要な業種に限ります）
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農地の利用権設定等
　農地の貸借・売買の申請代行等を行います。
農作業の受委託

　田植え、稲刈、育苗などの農作業の委託を受付け、受
託組織である日光受託集団連絡協議会へ斡旋します。
市民農園

　木和田島地区に、野菜や花を栽培できる市民農園を
開設しています。1区画20㎡、年間利用料4,500円（日光
市在住または市内事業所勤務の方）
体験農園

　野菜づくり等を体験できる農園を開園します。
　詳しくは農業公社までお問い合わせください。

一般財団法人日光市農業公社
�問合せ 一般財団法人日光市農業公社  TEL 22-7770

農業振興資金等の融資
　農業経営に必要な資金を融資する農業振興資金等に
ついては、上都賀農業協同組合等にご相談ください。
農用地区域の除外について

　農用地区域の農地を農業以外の目的に利用するため
には、あらかじめその農地を農用地区域から除外する
必要があります。農地転用等の計画がある場合は、事前
にご相談ください。
森林の立木伐採について

　市内の森林を伐採や、森林以外に転用する場所が「地
域森林計画区域」に該当する場合、事前に届出等が必要
です（保安林も同様の手続きがあります）。なお、届出の
提出先・問合先は次のとおりです。
農林課　TEL 21-5104
森林の土地を新たに取得した場合

　売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土
地を新たに取得した場合、所有した日から90日以内の
届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく届出
をした場合にはこの届出は不要です。なお、届出の提出
先・問合先は次のとおりです。
農林課　TEL 21-5104

農林業経営者の皆様へ
� 問合せ 農林課  TEL 21-5171

農業委員会
� 問合せ 農業委員会事務局  TEL 21-5173
農地の売買、貸し借り

　日光市内の農地の売買（所有権移転）、貸し借り（賃借
権その他の使用収益権）をする場合は、農地法第3条の
規定により農業委員会の許可が必要です。
　不耕作目的、投機・投資目的での農地取得などが規制
されるとともに、許可基準により許可にならない場合
がありますので、事前にご相談ください。
農地の利用権設定

　農業経営基盤強化促進法に基づき農地を効率的かつ
有効に活用するため、利用権設定の制度があります。貸
借期間を定め、農地の貸し借りの手続きを行うことが
できます。
農地の転用

　農地を農地以外のもの（住宅、工場、資材置場、駐車場
などの用地）にする場合は、許可が必要です。
　農業用施設（農業用道路など）については、許可基準
や転用制限の例外などがありますので、事前にご相談
ください。
※ 農振農用地区域内にある農地については、農振除外
または用途区分の変更がなされていない場合は、原
則として許可することができません。
　 許可を受けずに無断で転用した場合は、厳しい処分
のもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
※ 前述許可申請書の提出期限は毎月月末です。ただし、
月末が土・日、祝日の場合は、前の業務日に繰上げと
なります。

農地の相続税、贈与税の納税猶予制度
　農地を相続した方が今後とも農業経営を継続する場
合、一定の要件を満たしていれば農地に対する相続税
が猶予されます。「相続税納税猶予の証明願」は申告期
限の2カ月前までに提出してください。なお、農地の生
前一括贈与についても、納税猶予制度があります。
耕作証明書（軽油免税申請用）の交付について

　農業用に使用する軽油は、本人申請により「農業用軽
油免税証」が交付され、軽油引取税が免除されます。農
業委員会では、その農業用軽油免税の申請に必要な耕
作証明書（軽油免税申請用）を交付しております。
※ 農業用軽油免税申請は、栃木県鹿沼県税事務所
（TEL 0289-62-6202）で受付けいたします。
農業者年金制度

　農業者年金は、農業者の老後生活の安定と農業後継
者を育成することを目的とした制度です。
全国農業新聞

　全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である農業委
員会系統組織が発行する週刊の農業総合専門紙です。
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学校支援ボランティア活動支援
　自分の専門的知識や資格、特技を子どもたちのため
に活かしたいと考えている方へ、学校支援ボランティ
ア活動研修会を実施するとともに、学校支援ボラン
ティアを募集しています。
まちづくり活動支援

　生涯学習ボランティア活動を希望している方、まち
づくり・人づくりサークル活動に参加したい方へ、生涯
学習で活動している団体を紹介しています。
青少年リーダー養成・活動支援

　地域に貢献したいと思っている中高生や、学校外で
の活動を通じて自分を高めてみたいという中高生に対
し、活動を支援しています。
家庭教育振興

　家庭教育を応援するため、家庭教育講演会・家庭教育
学級を開催しています。
青少年育成事業

　子どもを対象とした体験活動事業を実施していま
す。
人権教育事業

　人権諸問題への理解の促進や人権意識の高揚を図る
ため、人権標語・ポスターの募集や人権講演会を開催し
ています。
少年指導センター事業

　青少年の健全育成のために街頭指導、相談事業およ
び社会環境の浄化活動を行っています。

区分 内容 問合先

今市地区少年
指導センター

今市地区（今市・藤原・栗山）
を17班に分けて巡回指導
を行っています。

生涯学習課
TEL 21-5182

日光地区少年
指導センター

日光地区（日光・足尾）を6班
に分けて巡回指導を行って
います。

日光公民館
TEL 53-3700

相談事業　　
（少年相談員）

非行問題に関する家庭や地
域での悩み事などの青少年
問題に対して相談を行って
います。

生涯学習課
TEL 21-5182

環境浄化活動 青少年に有害な環境を浄化
する活動を行っています。

生涯学習課
TEL 21-5182

� 問合せ 生涯学習課  TEL 21-5182

生涯学習

生涯学習

　毎年10月から12月にかけて、各地域で市民の芸術活
動の発表の場として市民文化祭を開催しています。
今市地域…日光市民文化祭「今市文化祭」

　 会場 　 中央公民館、今市文化会館、杉並木公園ギャ
ラリー

　 内容 　 華道、茶道、絵画、写真、書道、芸能、盆栽、文
芸、陶芸、研究発表、演劇など

日光地域…日光市民文化祭「文化を楽しむ集い」

　 会場 　日光公民館、今市文化会館
　 内容 　 華道、茶道、絵画、写真、書道、芸能など
藤原地域…日光市民文化祭「藤原文化のつどい」

　 会場 　藤原公民館、今市文化会館

　 内容 　華道、絵画、写真、書道、芸能など
足尾地域…日光市民文化祭「足尾芸術祭」

　 会場 　足尾市民センター
　 内容 　華道、絵画、写真、書道、芸能など
栗山地域…日光市民文化祭「栗山ふる里文化祭」

　 会場 　栗山公民館
　 内容 　絵画、写真、書道、手芸など

� 問合せ 生涯学習課  TEL 21-5182

日光市民文化祭

　市内の各公民館では、市民の皆さんの教養の向上・健
康の増進・豊かな心の醸成・生活文化の振興・社会福祉
の増進に寄与することを目的として、さまざまな教室
や講座、学級を開催しています。
　教室や講座、学級の内容などは、市ホームページ、市
広報紙等でご案内します。
　また、地域の団体やグループ、サークル活動の場とし
て会議室などを提供するとともに、生涯学習について
の各種相談をお受けしています。

公民館

貸館時間（利用できる時間）
中央公民館　午前8時30分から午後10時
その他の公民館
午前8時30分から午後10時（月曜日は午後5時まで）
※ ただし、いずれの公民館も午前（8時30分から正午ま
で）、午後（1時から5時まで）、夜間（6時から10時ま
で）の利用区分を設けています（調理室を除く）。
受付時間（窓口開設時間）

すべての公民館　午前8時30分から午後5時15分
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休館日
中央公民館
月曜日（祝日・振替休日等の場合は、翌平日）、年末年始
（12月29日から1月3日）
その他の公民館
祝日（振替休日等を含む）・年末年始（12月29日から1月
3日）
利用案内

　公民館は生涯学習や地域づくりの拠点施設です。各
種教室やサークルなどの生涯学習活動、自主的に活動
を行っているグループや団体の学習会や研修会などに
利用できます。
利用の制限

　公民館は社会教育法により、営利を目的とした事業
（塾・お稽古ごと、企業などの営業活動）、宗教的な活動、
特定の政党の利害に関する事業にはご利用いただけま
せん。また、公序良俗を乱すおそれがあると判断される
場合は、ご利用をお断りすることがあります。
　利用の許可は団体によってではなく、利用形態や目
的によって行います。そのため、過去にご利用いただい
た団体であっても、利用目的や形態によってはお断り
することがあります。必ず事前に利用したい公民館に
お問い合わせください。
施設使用料

　原則として有料です。使用する施設により使用料が
定められていますので、事前にお問い合わせください。
利用申込

　あらかじめ使用許可申請手続きが必要です。利用す
る日の3カ月前に当たる月の初日から5日前まで受け付
けます。利用申し込みの受付時間は、休館日を除く、午
前8時30分から午後5時15分です。

施設案内
所在地 　 平ケ崎160　TEL 22-6211   

軽運動室・講習室（茶室）・集会室・音楽室・料
理講習室を設置しています。

休館日
　月曜日（祝日・振替休日等の場合は、翌火曜日）
　年末年始（12月29日から1月3日）
貸館時間（利用できる時間）

　午前8時30分から午後5時
　※ ただし、午前（8時30分から正午まで）、午後（1時か
ら5時まで）の利用区分を設けています（料理講習
室を除く）。
受付時間（窓口開設時間）

　午前8時30分から午後5時15分

　中央公民館に隣接する勤労青少年ホームは、主に若
い方の活動の場として、各部屋を貸し出しています。
　また、市内在住または在勤の45歳未満の方を対象に、
さまざまな講座も開催しています。利用者会が主催す
るイベント等も開催され、市民が交流する機会・場所を
提供しています。
　各部屋の貸出しは、団体やサークルであれば、年齢を
問わずに貸し出しております。

勤労青少年ホーム
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学校開放
学校体育施設開放事業とは

　小・中学校の校庭、体育館を学校教育に支障のない範囲で、スポーツ活動を行う市民の団体等に開放する事業です。
お電話での申込みはお受けできません。
原則として有料です。使用料は申込みの際にお支払いください。
使用者側の理由によるキャンセルの場合、どのような理由であっても使用料はお返しできません。
許可後であっても、学校行事その他の都合により、使用をお断りすることがあります。
学校体育施設

使用できる方
1．市内に在住、在勤、在学する方で構成する団体（個人は不可）
2．1の団体の使用に支障のない範囲で、市外の方で構成する団体も使用できます。
※いずれの場合も、利益を目的としての使用はできません。

受付期間

上記1の団体の場合：�施設を使用する日の属する月の2カ月前の第3火曜日から使用日の1週間前までに使用申請書
を提出してください。

上記2の団体の場合：�施設を使用する日の属する月の1カ月前の第2火曜日から使用日の1週間前までに使用申請書
を提出してください。

申請手順
1．受付窓口で、団体登録を行ってください。その際、団体の名簿が必要になります。
2．使用希望施設ごとに使用申請書を提出してください。申請書は各窓口に備え付けてあります。
3．使用料を前納し、使用許可書を受け取ってください。使用許可書は、施設を使用する際に必要になります。

使用の際の
注意事項

児童・生徒が使う施設・器具です。大切に扱い、使用後の清掃・整頓をお願いします。ごみはお持ち帰りください。
学校近隣の居住者の迷惑にならないよう、配慮してください。
�施設・器具を破損した場合は、速やかに学校と管理指導員に、管理指導員を配置していない学校では、学校とス
ポーツ振興課に連絡してください。原則として、修理代は使用団体が負担することになります。
学校内は禁煙です。また、体育館内は飲食も禁止です。
体育館では、必ず室内専用シューズを履いてください。
節電・節水にご協力をお願いします。

受付窓口 施設
今市公民館（中央公民館内） 今市小学校、今市第二小学校、今市第三小学校、今市中学校、東原中学校
南原出張所 南原小学校
落合公民館 落合東小学校、落合西小学校、落合中学校
豊岡公民館 大桑小学校、轟小学校、小百小学校、豊岡中学校
大沢公民館 大沢小学校、大室小学校、猪倉小学校、大沢中学校
小林公民館 小林小学校、小林中学校
日光公民館 日光小学校、東中学校
小来川地区センター 小来川小中学校
清滝出張所 清滝小学校、安良沢小学校、日光中学校

受付窓口

　今市文化会館では、市民の福祉の増進及び文化の向
上を図るため、各種コンサート、演劇、映画鑑賞、文化講
演会などに利用されています。
所在地 　�平ケ崎160番地� �

TEL�22-6213

開館時間 　午前8時30分から午後10時

休館日 　�月曜日（祝日・振替休日等の場合は翌火曜
日）、年末年始（12月29日から1月3日）

利用申込 　�窓口に使用許可申請書等を提出してくだ
さい。電話・FAX・郵送での申し込みは取り
扱いません。申請には印鑑が必要です。

今市文化会館
申込期間 　�利用する日の1年前にあたる月の初日（休

館日の場合は翌日）から7日前まで

受付時間 　�午前8時30分から午後5時15分まで

受付順序 　�受け付けは先着順です。ただし、月の初
日の受付は、午前10時までに来館された
方々による受付順序の抽選を行い、その順
序で使用許可申請書を受け付けます。
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所在地 　�中央町29番地1� �
TEL�22-6216　FAX�22-7337

開館時間 　�� 4月～9月：午前9時～午後7時� �
10月～3月：午前9時～午後6時

休館日 　�月曜日（ただし祝日のときは開館）、年末年
始、特別整理期間

今市図書館

藤原図書館
所在地 　�鬼怒川温泉大原1404番地1� �

TEL�76-1203　FAX�76-3097
開館時間 　午前9時～午後6時
休館日 　�火曜日（ただし祝日のときは開館）、年末年

始、特別整理期間

日光図書館
所在地 　�御幸町4番地1（日光行政センター内）� �

TEL�53-5777　FAX�25-6116

開館時間 　午前9時～午後6時
休館日 　�月曜日（ただし祝日のときは開館）、年末年

始、特別整理期間

図書館
　日光市今市出身の彫刻家、故手塚登久夫氏の生涯と
作品の偉業をたたえ、その功績を後世に語り継ぐとと
もに、文化芸術の更なる振興発展に寄与する施設とし
て平成30年11月1日に開館しました。

日光市ふくろうの森手塚登久夫石彫館

所在地 　�今市504番地1
館直通
TEL�22-5211（土曜日、日曜日、祝日午前10時～午後4
時）
生涯学習課
TEL�21-5182（平日午前8時30分～午後5時15分）

ホームページ
http://www.city.nikko.lg.jp/shougaigakushuu/
annai.html

開館時間 　�午前10時～午後4時（入館は午後3時30分
まで）

開館日 　土曜日、日曜日、祝日
※ただし年末年始（12月29日～1月3日）を除く。

入館料 　無料

受付窓口 施設
中宮祠出張所 中宮祠小中学校
藤原公民館 鬼怒川小学校、下原小学校、藤原中学校
三依公民館 三依小中学校
足尾公民館 足尾小学校、足尾中学校
栗山公民館 栗山小中学校
湯西川公民館 湯西川小中学校

　杉並木公園ギャラリーは、市民の皆さんが文化活動
の成果を展示・発表したり、交流したりする市民ギャラ
リーとして平成7年に完成しました。
　公園の入り口に位置する東武上今市駅に併設された
ギャラリーには、約123平方メートルの展示室と休憩
コーナー、打ち合わせ室などがあります。文化活動の成
果を発表する場としてご利用ください。
所在地 　�今市533-5
基本使用料 　�1日1,040円（販売目的や入場料を徴収

する場合は1日7,000円）

利用申し込み 　�6カ月前から生涯学習課（TEL�21-
5182）へ

入館料 　無料
開館時間 　午前10時～午後6時
休館日 　�年末年始（12月29日～1月3日）ただし、利用

がない場合は休館になります。

杉並木公園ギャラリー

所在地 　�山内2388番地3（神橋から徒歩3分）� �
TEL�50-1200　FAX�50-1201� �
ホームページ　https://www.khmoan.jp

開館時間
午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）

休館日
月曜日（祝日の場合はその翌日）、展示替期間中、館内メ
ンテナンス期間中

入館料
市民の方
一般300円　 大学生200円　 高校生以下無料
市民以外の方
一般730円　 大学生510円　 高校生以下無料
※特別企画展開催時は別料金

小杉放菴記念日光美術館
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指定文化財の保護
　市指定文化財である獅子舞などの伝統芸能や天然記
念物の樹木などに対し、保存管理のための補助を行い
ます。また、文化財の情報発信や見学会を実施します。
国・県指定文化財の保護

　特別史跡・特別天然記念物「日光杉並木街道附並木寄
進碑」、史跡「日光山内」、名勝「華厳瀑及び中宮祠湖（中
禅寺湖）湖畔」の現状変更などの相談に応えます。
埋蔵文化財の保護

　市内に所在する周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の照
会や、取り扱いの対応を行います。
世界遺産の保存・活用

　世界遺産『日光の社寺』を後世に伝えるための計画の
策定や、環境調査（モニタリング）を実施します。
足尾銅山の世界遺産登録推進

　足尾銅山関係の近代化遺産群の保存・活用を図り、世
界遺産の登録推進を行います。
歴史民俗資料館・二宮尊徳記念館

　二宮尊徳の生涯や足跡についての資料や日光の原始
時代から現代に至るまでの歴史資料などを展示してい
ます。
　 所在地 　 今市304-1（東武上今市駅から徒歩5分、

今市郵便局隣）TEL 25-7333

　 開館時間 　 午前9時～午後5時
　 休館日 　 月曜日（祝日に当たる場合は除く）、祝日の

翌日、年末年始（12月29日～1月3日）、展
示替期間中

　 入館料 　無料

軟式野球
名称 所在地 内容 問い合わせ先

今市運動公園
野球場 今市1659番地 ナイター施設

あり
体育センター
22-6470

丸山公園
野球場

瀬尾
1640番地22

丸山公園
22-9466

豊岡運動公園
野球場

大桑町
136番地

ナイター施設
あり

豊岡公民館
21-8216

落合運動公園
野球場 明神2440番地 落合公民館

27-1111
塩野室運動公園
野球場兼
サッカー場

小林字
河原地内

小林公民館
26-8117

日光運動公園
野球場

所野
2832番地2

ナイター施設
あり

日光運動公園
54-1585

日光運動公園
スポーツ広場

所野
2832番地2

日光運動公園
54-1585

藤原運動公園
多目的広場

鬼怒川温泉
大原485番地

ナイター施設
あり

藤原公民館
76-1200

藤原運動場
野球場・
サッカー場

藤原
355番地1

藤原公民館
76-1200

下原運動場
野球場

鬼怒川温泉
大原2番地

藤原公民館
76-1200

足尾中央グラウ
ンド野球場

足尾町
2805番地4

足尾公民館
93-3322

スポーツ広場
名称 所在地 内容 問い合わせ先

今市運動公園
運動広場 今市1659番地 体育センター

22-6470
大谷川グリーン
パーク 大谷川河川敷 体育センター

22-6470

西川運動場 西川126番地2 西川運動場
78-0223

高畑運動広場 瀬尾2010番地
日光市公共施
設振興公社
22-9466

栗山運動場 日蔭570番地 栗山公民館
97-1139

スポーツ施設
　市内には、体育館や運動公園、運動場などがあり、さ
まざまなスポーツが楽しめます。

名称 所在地 内容 問い合わせ先

今市運動公園
体育センター

今市
1659番地

バレーボール、バス
ケットボール、バド
ミントン、卓球

体育センター
22-6470

豊岡運動公園
体育館

大桑町
136番地

バスケットボール、
バドミントン、卓球

豊岡公民館
21-8216

落合運動公園
体育館

明神
2440番地

バレーボール、バド
ミントン、卓球

落合公民館
27-1111

 原則として有料です。使用料は申込みの際にお支払
いください。
 使用者側の理由によるキャンセルの場合、どのよう
な理由であっても使用料はお返しできません。
施設により申込開始日が異なります。
体育館

文化財保護
� 問合せ 文化財課  TEL 25-3200

名称 所在地 内容 問い合わせ先

大沢体育館 大沢町
809番地1

バレーボール、バス
ケットボール、バド
ミントン、シッティ
ングバレーボール、
トレーニング室

大沢公民館
26-1975

日光体育館 相生町15番地

バレーボール、バス
ケットボール、バド
ミントン、卓球、柔
道

日光体育館
54-1187

清滝体育館 清滝桜ヶ丘町
210番地7

バレーボール、バス
ケットボール、バド
ミントン

清滝体育館
53-1010

足尾市民
センター
体育室

足尾町通洞
9番地1号

バレーボール、バス
ケットボール、バド
ミントン、卓球

足尾公民館
93-3322

湯西川体験
農業交流
センター
体育館

湯西川
1156番地

バレーボール、バド
ミントン

栗山行政セン
ター産業建設
係97-1133
湯西川地区セ
ンター
98-0026
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サッカー場
名称 所在地 内容 問い合わせ先

今市運動公園
サッカー場 今市1659番地 体育センター

22-6470
丸山公園
サッカー場

瀬尾
1640番地22 ナイター施設あり 丸山公園

22-9466
塩野室運動公園
野球場兼
サッカー場

小林字
河原地内

小林公民館
26-8117

日光運動公園
スポーツ広場

所野
2832番地2

日光運動公園
54-1585

藤原運動公園
多目的広場

鬼怒川温泉
大原485番地 ナイター施設あり 藤原公民館

76-1200
藤原運動場
野球場・
サッカー場

藤原355番地1 藤原公民館
76-1200

西川運動場
サッカー場 西川126番地2 西川運動場

78-0223

ゲートボール場
名称 所在地 内容 問い合わせ先

今市運動公園
ゲートボール場 今市1659番地 体育センター

22-6470
豊岡運動公園
ゲートボール場

大桑町
136番地

豊岡公民館
21-8216

落合運動公園
ゲートボール場 明神2440番地 落合公民館

27-1111
塩野室運動公園
ゲートボール場

小林字
河原地内

小林公民館
26-8117

藤原運動場
ゲートボール場 藤原355番地1 藤原公民館

76-1200

鬼怒川
レジャー公園
ゲートボール場

鬼怒川温泉
大原35番地1

鬼怒川・川治
温泉観光情報
センター
77-3111

足尾中央
グラウンド
ゲートボール場

足尾町
2805番地4

足尾公民館
93-3322

ホッケー場

グラウンド・ゴルフ
名称 所在地 内容 問い合わせ先

大谷川グリーン
パーク
グラウンド・
ゴルフ場

大谷川河川敷 体育センター
22-6470

小百川桜公園
グラウンド・
ゴルフ場

小百
1839番地2

日光市公共施
設振興公社
22-9466

かたくりの湯
グラウンド・
ゴルフ場

町谷
1866番地1

かたくりの湯
21-8671

ゴルフ場

弓道場

プール

テニス
名称 所在地 内容 問い合わせ先

丸山公園
テニスコート

瀬尾
1640番地22 ナイター施設あり 丸山公園

22-9466
豊岡運動公園
テニスコート

大桑町
136番地

豊岡公民館
21-8216

落合運動公園
テニスコート 明神2440番地 落合公民館

27-1111
塩野室運動公園
テニスコート

小林字
河原地内

小林公民館
26-8117

日光運動公園
テニスコート

所野
2832番地2 ナイター施設あり 日光運動公園

54-1585
藤原運動公園
テニスコート

鬼怒川温泉
大原485番地 ナイター施設あり 藤原公民館

76-1200

鬼怒川
レジャー公園
テニスコート

鬼怒川温泉
大原35番地1

鬼怒川・川治
温泉観光情報
センター
77-3111

足尾向原
テニスコート

足尾町向原
2479番地1

足尾公民館
93-3322

名称 所在地 内容 問い合わせ先

日光市
ホッケー場

根室609番地1
（今市青少年スポー
ツセンター内）

ナイター施設あり スポーツ振興課
21-5183

インラインホッケー　※5月～8月　夏季期間のみ

スケートボード
名称 所在地 内容 問い合わせ先

丸山公園
スケートボード場

瀬尾
1640番地22

丸山公園
22-9466

スケート
名称 所在地 内容 問い合わせ先

細尾ドーム
リンク

細尾町
676番地12

屋内リンク
30ｍ×60ｍ

細尾ドームリ
ンク
54-0474

霧降スケート
センター

所野
2854番地先

屋外リンク
1周400m

霧降スケート
センター
54-2401

栃木県立
日光霧降
アイスアリーナ

所野
2854番地先

屋内リンク
30m×60m

日光霧降アイ
スアリーナ
53-5881

名称 所在地 内容 問い合わせ先
細尾
ドームリンク

細尾町
676番地12

屋内リンク
30ｍ×60ｍ

日光運動公園
54-1585

名称 所在地 内容 問い合わせ先
日光運動公園
ゴルフ場

所野
2832番地2 ショートホール 日光運動公園

54-1585

名称 所在地 内容 問い合わせ先
下原運動場
弓道場

鬼怒川温泉
大原2番地

藤原公民館
76-1200

名称 所在地 内容 問い合わせ先

丸山公園
プール

瀬尾1640番地
22

児童向けプール・
幼児向けプール・
ウォータースライ
ダー

丸山公園
22-9466
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本会議のインターネット中継
　インターネットを通じて本会議のライブ映像及び録
画映像を配信しています。パソコンのほか、スマート
フォンやタブレットでも視聴できます。

請願と陳情
　市政についての要望や意見等があるときは、誰でも
請願書や陳情書を提出できます。議員の紹介があるも
のを「請願」、紹介がないものを「陳情」といいます。
　請願・陳情書は、日本語を用いて、趣旨、提出年月日、
請願・陳情者の住所、氏名（法人の場合はその名称及び
代表者の氏名）を記載し、署名又は記名押印のうえ、議
長あてに提出してください。
　なお、定例会ごとに締切日がありますので、詳細は議
会事務局にお問い合わせください。

議員定数
　日光市の議員定数は、条例で24名と定めています。

市議会の役割としくみ
　明るく住みよい日光市をつくるために、市民が代表
者を選び、その代表者に市政運営をゆだねています。
　この代表者が市議会議員と市長です。市議会議員は
市議会を構成し、市長、議員がそれぞれの立場から提案
した条例や、市長が提案した予算等について話し合い、
市の意思を決定します。

議会� 問合せ 議会事務局議事課  TEL 21-5140

議会の公開
　会議は全て公開で行い、簡単な手続きで傍聴するこ
とができます。
　育児で忙しい方にも本会議の一般質問を傍聴してい
ただけるよう託児サービスを行っています。
　また、手話通訳者の配置や、磁気ループ補聴器の貸し
出しも行っています。
　詳細については議会事務局にお問い合わせください。

委員会
常任委員会

　市の仕事は様々な分野にわたっていることから、日
光市議会では3つの常任委員会を設置し、それぞれ分担
しながら専門的な審査・調査を行っています。
議会運営委員会

　市議会を円滑に、かつ効率的に運営するため、各会派
から選出された委員により話し合いを行い、定例会・臨
時会の会期（開催期間）や議案の取扱いなど、議会運営
にかかわる事項について協議を行います。
特別委員会

　特定の案件を審査・調査するために本会議の議決に
より必要に応じて設置します。
広報広聴委員会

　日光市議会の情報を広く市民に提供し、また、広く市
民の意見を聴くことで開かれた議会の推進を図るた
め、副議長、各常任委員会の委員長、議会運営委員会の
委員長・副委員長及び各会派から選出された委員で構
成しています。

本会議
　議員全員が議場に集まって、市の最終的な意思を決
定するための重要な会議が「本会議」です。提出された
条例や予算などの議案に対する審議や市政全般に対す
る質問などを行います。

定例会と臨時会
　市議会には、「定例会」と「臨時会」があります。定例会
は、年4回（2月・6月・9月・12月）、臨時会は必要に応じ
て開催します。

広報活動（議会活動を市民に知らせる）
議会広報紙の発行
議会ホームページによる情報発信
広聴活動（市民の意見を聴く）
市民との意見交換会の開催（議会報告会）
議会に対する意見・要望の受け付け（議会への手紙）
アンケート調査の実施
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期日前投票ができる場所 時間

今市地域

市役所 午前8時30分～午後8時
落合地区センター
豊岡地区センター
大沢地区センター
塩野室地区センター
南原出張所

午前8時30分～午後5時

日光地域

日光行政センター 午前8時30分～午後7時
小来川地区センター
清滝出張所
中宮祠出張所

午前8時30分～午後5時

藤原地域
藤原行政センター 午前8時30分～午後7時
三依地区センター 午前8時30分～午後5時

足尾地域 足尾行政センター 午前8時30分～午後6時

栗山地域
栗山行政センター 午前8時30分～午後6時
湯西川地区センター 午前8時30分～午後5時

選挙� 問合せ 選挙管理委員会事務局  TEL 21-5180

不在者投票
　仕事や旅行などの理由で、投票日に投票所へ行くこ
とも、期日前投票もできない方は、住所地以外（滞在先）
の市町村で、公示（告示）日の翌日から投票日の前日ま
での間に、不在者投票をすることができます。
　事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって
手続きをしてください。

選挙公報
　各候補者の政見や経歴などが掲載された選挙公報を
新聞折込で配布します。
　また、市役所、各行政センター、各地区センター・出張
所などにも設置しますのでご利用ください。

代理投票、点字投票
　投票所では、身体が不自由な方など自分で投票用紙
に候補者名等を記入できない方のために、代理投票を
行なっています。補助者（投票所係員）が代わりに投票
用紙に記入します。
　また、目の不自由な方は、点字投票をすることができ
ます。

投票所入場券
　投票の際、投票所入場券をお持ちください。投票所入
場券は、公示（告示）日以降に、郵送で配布になります。
入場券が届きましたら、住所、氏名、投票所を確認して
ください。
　入場券は、投票の際に選挙人名簿での本人確認のた
めに使いますが、お持ちにならない場合でも投票でき
ます。
　入場券に誤りがあったときは、選挙管理委員会事務
局、または投票日当日に投票所の係員に申し出てくだ
さい。

期日前投票
　投票日に仕事や旅行などの予定があり、投票所に行
けないと見込まれる方は、市役所などにおいて、公示
（告示）日の翌日から投票日の前日までの間に、期日前
投票ができます。
※ 地区センター、出張所では土・日・祝日の期日前投票
はできません。
※ 投票所により日時などが変更になる場合もあります
ので、選挙啓発チラシなどでご確認ください。

投票できる方
　投票するためには、選挙人名簿に登録されていなけ
ればなりません。選挙人名簿の登録は、年4回と、選挙の
都度行なわれますが、その登録資格は次のとおりです。
なお、選挙時登録は投票日を基準とします。
①日本国民であること。
②年齢が満18歳以上であること。
③ 住民票が作成された日から引き続き3カ月以上日光
市に住所を有すること。
④ 犯罪などにより公民権を停止されているなど欠格事
由に該当しないこと。
　なお、転入、転居、転出などで住所が変わったときは、
必ず市民課、各行政センター、各地区センター・出張所
で手続きをしてください。

期日前投票所
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広報広聴� 問合せ 秘書広報課広報広聴係  TEL 21-5135

広報紙の発行
　市広報紙を毎月25日に発行します。
　市の政策、市からのお知らせ、地域の話題などをお届
けしますので、ご利用ください。市広報紙は、各自治会
を通じて配布するほか、本庁舎、各行政センター・地区
センター・出張所・市内コンビニエンスストアなどに配
置しています。

　市民の皆さんの声を市政に反映し、住みよいまちづくりを目指して、さまざまな方法で広報広聴活動を行います。

　情報公開制度は、開かれた市政を推進するため、市の
持っている行政情報を公開し、市政に関する理解と信
頼を深めていただこうという制度です。
　この制度は、公開することを原則としていますが、個
人のプライバシーや公共の利益を守るために公開でき
ないものもあります。
　なお、請求に対する決定に不服がある場合は、書面に
より審査請求をすることができます。

　パブリックコメント（市民意見募集）制度とは、市が、
重要な政策などを定めようとする場合に、あらかじめ政
策の案や計画を公表して、その案などについて広く市民
の皆さんから意見を募集し、出された意見を考慮した上
で最終的な意志決定を行う手続のことをいいます。

　パブリックコメントを実施する際には、市広報紙や
ホームページなどでお知らせします。

情報公開制度� 問合せ 総務課総務係  TEL 21-5130

パブリックコメント制度� 問合せ 秘書広報課広報広聴係  TEL 21-5135

①請求：請求者から実施機関へ
② 公開、非公開の決定（原則として請求から15日以内）：実施機関から
請求者へ
③ 審査請求（決定に不服がある場合）：請求者から実施機関へ
④諮問：実施機関から情報公開審査会へ
⑤答申：情報公開審査会から実施機関へ
⑥ 審査請求後の公開、非公開の決定：実施機関から請求者へ

請
求
者

実
施
機
関

情
報
公
開
審
査
会

①請求

②公開、非公開の決定（原則として15日以内）

③審査請求（決定に不服がある場合）

④審査請求後の公開、非公開の決定

④諮問

⑤答申

日光市LINEアカウント
　日光市公式アカウントを友達登録すると、定期的に
市政情報や観光情報が配信されます。ぜひご利用くだ
さい
LINEID名：@nikkocity

ホームページ
（https://www.city.nikko.lg.jp）
　市からのお知らせ、イベント情報や観光情
報などを市ホームページで発信します。また、
市へのご意見、ご質問、ご要望などもお気軽に
お寄せください。

市政に関する要望、提言は
　手紙、はがき、FAX、電子メールなどで広く市民の皆
さんの意見を聴取し、市政に反映させます。

郵送の宛先 　〒321-1292　今市本町1番地　日光市長宛

FAX 　21-5137
メールアドレス 　hishokouhou@city.nikko.lg.jp
ホームページから 　問い合わせフォームへ
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情報公開制度
請求できる方 どなたでも情報公開の請求をすることができます。
請求の方法 所定の様式に、住所、氏名、請求する内容など必要な事項を記入の上、窓口に提出してください。

対象となる文書 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、議会
の各実施機関が保有する公文書

公開の方法 公開は、公開決定通知書でお知らせします。お知らせした日時、場所で公文書を閲覧していただくか、公
文書の写し（コピー）をお渡しすることもできます。

公開できない情報

次のいずれかに該当する情報が記載されている公文書は、公開できないことがあります。
�個人に関する情報があり、特定の個人が識別され、または識別される可能性がある情報
�法人その他の団体または事業を営む個人に関する情報であって、それらの事業の正当な利益を害す
るおそれがある情報
国などとの協力関係または信頼関係を著しく害するおそれがある情報
公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
行政が行う審議や調査などで、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるおそれがある情報
�市や国などが行う入札、検査、争訟などの事務事業の目的が失われ、またはこれらの事務事業の公正
かつ適正な遂行に著しい支障が生じるおそれがある情報
法令等の定めにより、公開することができない情報

公開の費用 公文書の閲覧は、無料です。公文書のコピーを希望する場合には、コピー代を負担していただきます。コ
ピーの郵送を希望する場合は、郵便代も必要です。

審査請求 部分公開、非公開の決定に対して不服がある場合には、決定通知書が届いた日から3カ月以内に、実施
機関に対して書面により審査請求をすることができます。

　市役所本庁舎1階に、情報公開コーナーを設置しています。市の行政資料や各種計画などを閲覧することができま
すので、ぜひご利用ください。

地域コミュニティ・市民団体への支援� 問合せ 地域振興課市民協働推進係  TEL 21-5147

　市では、きめ細かな行政サービスを行うため、市民の皆さんをはじめ、さまざまな方の住所や氏名、その個人情報を
保有しています。
　このため、個人情報の取り扱いの方法などのルールとなる条例を定め、個人情報の適正な保護および利用に努めて
います。
　条例では、市のルールのほか、個人情報を取り扱う事業者（法人など）のルール、市民の皆さんが市の保有する個人
情報の開示などを請求する権利（本人に関する情報に限ります）、市民の皆さん一人ひとりが個人情報の保護の重要
性を認識することなどを定めています。

個人情報保護制度� 問合せ 総務課総務係  TEL 21-5130

市民団体まちづくり活動支援事業
　人と地域が輝くまちづくり「市民が主役のまちづく
り」を推進するため、市民活動団体がまちづくりのため
に自主的に行う活動に必要な経費の一部を補助します。

自治会活動支援事業
　市内には現在224の自治会があり、それぞれの地域
で様々な活動を通して、親睦を深めながら地域づくり
に取り組んでいます。市では地域コミュニティの活性
化のため、自治会の活動を推進し、自治会が行う活動に
必要な経費の一部を補助します。

　市では、地域コミュニティや市民活動の活性化のために、自治会や市民活動団体に対するさまざまな支援を行って
います。
　また、日光市内のみに事務所を設けるNPO法人に関する相談、認証、事業報告などの各種届出を受け付けています。

日光市市民ボランティア活動補償制度
　市民活動団体や自治会等が市内でボランティア活動
を行う際に負ったケガや賠償事故を補償します。

所在地 日光市今市304番地1
電話番号 TEL�22-2271
休所日 12月29日から翌年1月3日

使用時間 午前9時から午後11時（午後7時以降は会議室利
用時のみ）

日光市民活動支援センター
　日光市民活動支援センターはNPO法人やボランティ
ア活動といった市民活動をサポートする施設です。当
施設は市内に居住、通勤、通学し、市民活動を行う、又は
行おうとする方が使用できます。
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	くらしのガイド完成版データ（議会へ）_Part170
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