
部 課 係 電話番号 業務内容

総
務
部

総務課

総務文書係 ☎83-8106 組織機構・事務管理・情報の公開

人事研修係 ☎83-8099
職員の任免・服務・賞罰・配置・給
与・旅費・共済・職員の研修・人材
育成・福利厚生・安全衛生管理な
ど

契約検査係 ☎83-8145 入札・契約・建設工事の検査に関することなど

財政課
財政係 ☎83-8104 予算編成・財政事情の報告公表など

管財係 ☎83-8103 市有財産・庁舎管理・施設の災害共済に関することなど

デジタル
戦略課

デジタル政策係 ☎83-8394 地域情報化の推進や情報ネットワークシステムの管理など

システム管理係 ☎83-8496 電算システムの運用管理、電算処理業務の研究、開発など

税務課

諸税係 ☎83-8112 税務証明・軽自動車税・たばこ税・入湯税に関することなど

市民税係 ☎83-8113 市民税の賦課に関することなど

固定資産税係 ☎83-8114 固定資産税、都市計画税の賦課に関することなど

納税課
収納管理係 ☎83-8115 市民税の徴収・収納管理、納税相談に関することなど

納税推進係 ☎83-8489 市税等の滞納整理、納税相談に関することなど

総
合
政
策
部

総合政策課

総合政策係 ☎83-8102 長期計画の策定・総合戦略の進行管理・総合調整・公共交通など

統計係 ☎83-8109 統計調査・資料の収集に関することなど

交通政策係 ☎83-8469 公共交通、交通ネットワークの構築など

秘書広報課

秘書係 ☎83-8098
秘書・市長発案の制作・渉外・儀
式・海外姉妹都市および友好都
市に関することなど

広報広聴係 ☎83-8100 市政の普及宣伝・広報紙の編集に関することなど
シティプロ
モーション係 ☎81-6947 シティプロモーション・移住定住に関することなど

プロジェクト
推進課

複合交流拠点
整備係 ☎83-8059 複合交流拠点整備に関することなど

井頭周辺整備係 ☎83-8196 井頭周辺活性化事業に関することなど

市民協働推進室 ☎83-8141 自治会、地域づくり、男女共同参画に関することなど
出会い結婚サポートセンター ☎83-1234 結婚相談支援に関すること
市民活動推進センター

（コラボーレもおか） ☎81-5522 ＮＰＯ・ボランティアの支援・コミュニティに関することなど

市
民
生
活
部

市民課
窓口係 ☎83-8117

戸籍・住民票の発行、印鑑登録
および証明書の発行、個人番号
カードの交付など

戸籍係 ☎83-8118 戸籍、戸籍の附票等の台帳管理など

くらし
安全課

交通防犯係 ☎83-8110 市民生活の安全安心・防犯・交通安全に関することなど

危機管理係 ☎83-8396 消防団、防災、国民保護等に関することなど

国際交流係 ☎83-8719 国際交流・外国人の相談に関することなど

消費生活センター ☎84-7830 消費生活に係わる苦情相談に関することなど

環境課

環境保全係 ☎83-8125 環境の保全・狂犬病予防・墓地に関することなど

環境対策係 ☎83-8127 公害防止の指導、監視測定、公害調査など

ごみ減量係 ☎83-8126 一般廃棄物の収集・ごみの適正処理の指導など

リサイクルセンター ☎81-5045 剪定枝・落ち葉・草のリサイクル施設
根本山自然観察センター ☎83-6280
鬼怒水辺観察センター ☎84-6439

真岡市の行政組織案内
　令和4年度の真岡市の行政組織のご案内です。市役所に電話でお問い合わせの際は、直接担当課に連絡してください。
� 市外局番は0285です

部 課 係 電話番号 業務内容

市
民
生
活
部

国保年金課

国民健康保険係 ☎83-8123 国民健康保険に関することなど
国民年金係 ☎81-3534 国民年金に関することなど

高齢者医療係 ☎83-8593 後期高齢者医療制度に関することなど
保険税係 ☎83-8594 国民健康保険税に関することなど

二宮支所

市民窓口 ☎74-5002
戸籍・住民票の謄抄本、印鑑登録
および証明書の交付および�発
行、転入・転出の受付など

税務収納窓口 ☎74-5003 市税、水道料、保育料、各種使用料の収納など

福祉国保窓口 ☎74-5004
国民健康保険、後期高齢者医療、
国民年金、介護保険などの申請
受付に関することなど

健
康
福
祉
部

健康増進課

地域医療係 ☎81-6946 予防接種、感染症に関すること

健康づくり係 ☎83-8122 特定健診、がん検診、健康づくり、保健指導に関することなど
ワクチン接種
推進係 ☎83-8080 コールセンター

真岡市健康増進施設
（井頭温泉） ☎83-8822 愛称“いちご”の湯

休日夜間急患診療所 ☎82-9910 休日や夜間の医療対応

社会福祉課
社会福祉係 ☎81-6943

民生委員・児童委員、災害時の被
災者支援、戦没者遺族等の援護、
人権擁護に関することなど

障がい福祉係 ☎83-8129 障がい者に関することなど

生活支援係 ☎83-6063 生活保護、生活困窮者の自立支援に関することなど

いきいき
高齢課

高齢者福祉係 ☎83-8195 高齢者の福祉サービスに関することなど

介護保険係 ☎83-8094
被保険者の資格得喪、各種介護
に対する給付金、介護保険料の
賦課など

介護認定係 ☎83-8197 介護保険の要介護認定に関することなど

地域支援係 ☎83-8132
介護予防、地域包括支援セン
ターの企画・運営に関すること
など

老人研修センター ☎83-1277
地域包括センター ☎83-6335 高齢者の介護に関する相談など

こども
家庭課

子育て支援係 ☎83-8131 出産準備手当て、児童手当に関することなど

家庭相談係 ☎82-1113 児童虐待やＤＶ事案に関することなど

母子健康係 ☎83-8121 母子保健、子育て世代包括支援センターに関することなど
第一子育て
支援センター ☎84-1545 育児支援に関することなど

第二子育て
支援センター ☎84-4100 育児支援に関することなど

真岡駅子ども広場 ☎83-8881

保育課

保育係 ☎83-8035 保育所（公立・私立）など保育施設に関することなど

施設管理係 ☎83-8461 認定こども園の指導監査や保育所施設整備等について
真岡保育所 ☎82-2200
中村保育所 ☎82-4003
西田井保育所 ☎83-1043
物部保育所 ☎75-0305

産
業
部

商工観光課

商工業係 ☎83-8134
商業の振興対策・商業の診断お
よび指導、工業の育成強化・工業
団体の指導に関することなど

勤労者係 ☎83-8134 勤労者の福利厚生・職業訓練に関することなど

観光係 ☎83-8135 観光の振興対策・物産会館の運営に関することなど
勤労者研修交流施設

（チャットパレス） ☎80-3311 愛称“いちご”チャットパレス

真岡木綿会館 ☎83-2560
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※最新の情報については市ホームページ等をご確認ください。

部 課 係 電話番号 業務内容

産
業
部

もめん茶屋 ☎81-7215
久保記念観光文化交流
館（観光協会） ☎82-2012

SLキューロク館 ☎83-9600
久下田駅前どんとこい広場

農政課
農政係 ☎83-8137 農政の総合窓口、担い手の育成に関することなど

農業振興係 ☎83-8139
園芸作物・畜産の振興に関する
こと、土地改良事業・農村公園の
維持管理に関することなど

農産物販売交流施設い
がしら（あぐりっ娘） ☎81-1141

二宮尊徳物産館（道の駅
にのみや） ☎73-1110 愛称　道の駅にのみや“いちご”愛菜館

生産調整
推進室

生産調整係 ☎81-3117 米の生産調整に関することなど

公社指導係 ☎83-9931 農地利用集積円滑化事業に関することなど

建
設
部

建設課

管理係 ☎83-8147
指導の認定、道路台帳の整備・土
木事業に係る公共用地の取得・
補償に関することなど

維持係 ☎83-8148 指導、橋梁、河川の維持管理に関することなど

道路建設係 ☎83-8149 道路改良、側溝整備、災害復旧に関することなど

建築係 ☎83-8150 建築指導、住宅対策、空き家バンクに関することなど

住宅係 ☎83-8694 市営住宅、子育て世代住宅取得支援事業に関することなど

都市計画課

計画係 ☎83-8152 都市計画の総合調査および計画・土地利用など

開発指導係 ☎83-8153 開発許可事務に関することなど
公園保全係 ☎83-8724 公園、街路樹等の維持管理など
総合運動公園整備係 ☎81-9055 総合運動公園の整備に関すること

産業団地整備室 ☎83-8706 産業団地の整備に関すること

都市整備課

管理係 ☎83-8155 土地区画整理事業完了地区に関することなど

亀山北指導係 ☎83-8156 亀山北地区の土地区画整理事業に関することなど

中郷・萩田
指導係 ☎83-8193 中郷・萩田地区の土地区画整理事業に関することなど

会計課 会計係 ☎83-8164
現金・物品等の出納、保管、公金
支払い収納、現金、有価物証券の
出納、保管に関することなど

上
下
水
道
部

水道課

庶務係 ☎83-8167 給水装置工事の申込み、上水道の普及宣伝に関す�ることなど

料金担当 ☎83-8166 水道料金、水道検針に関することなど

工務係 ☎83-8168 水道施設の工事設計および施行、配水管等の管理

浄水係 ☎83-8697 水道用水の供給および水質に関することなど

下水道課

業務係 ☎83-8160 下水道事業の普及宣伝・下水道使用料など

工務係 ☎83-8161 下水道整備計画に関することなど

維持係 ☎83-8162 下水道設備の維持管理に関することなど

水処理センター ☎82-7313 水処理センターの維持管理・水質検査など

議会事務局
議事課

庶務係 ☎83-8176 予算、庶務等事務に関することなど

議事調査係 ☎83-8698 会議、議事調査、議会だより作成に関することなど

教
育
委
員
会

学校教育課

総務係 ☎83-8180 教育委員会の会議、奨学資金に関することなど

教育政策係 ☎81-9052 ICT教育の推進、学力向上に関することなど

施設係� ☎83-8182 市立小中学校の施設の保全に関することなど

指導係 ☎83-8181 市立小中学校の教育および、児童生徒に関することなど

適応指導教室 ☎83-9488

部 課 係 電話番号 業務内容

教
育
委
員
会

生涯学習課 
生涯学習係 ☎82-7150 生涯学習の推進、公民館に関することなど

青少年係� ☎82-7152 青少年健全育成に関することなど

真岡市立図書館 ☎84-6151
真岡市立二宮図書館 ☎74-0286
青年女性会館 ☎82-7151
少年指導センター ☎82-7152

公民館

公民館 ☎82-7151
真岡西分館 ☎84-6781
山前分館 ☎82-2802
大内分館 ☎82-2704
中村分館 ☎82-2902
二宮分館 ☎74-0107
にのみや野外
活動センター ☎73-2277

文化課

文化振興係 ☎83-7732 文化団体の育成、文化祭、文化芸術の振興など

文化財係 ☎83-7735 文化財の保護、埋蔵文化財、市史など

久保講堂 ☎83-7735
歴史資料保存館 ☎75-0070

スポーツ
振興課

管理係
☎84-2811

体育館等スポーツ施設の管理など

指導係 各種スポーツの指導に関するこ
となど

国体・障害者スポーツ大
会推進室 ☎81-7676 国体・障害者スポーツ大会に関すること

市民会館 ☎83-7731 愛称�市民“いちご”ホール

生涯学習館
☎74-2788 愛称�にのみや“とちおとめ”ホール
☎74-3373 受付専用

二宮尊徳資料館 ☎75-7155
総合体育館 ☎84-2811
二宮体育館 ☎74-3177

第一学校給食センター
☎82-3564
☎82-3845

第二学校給食センター ☎74-0321
自然教育センター ☎83-1277
科学教育センター ☎83-6611

農業委員会
 事務局

農政係 ☎83-8742 農作業標準賃金、農業者年金に関することなど

農地係 ☎83-8188 農地の売買・貸借、農地転用に関することなど

監査委員 事務局 ☎83-8190 監査、出納検査、決算審査など

選挙管理委員会 ☎83-8190 各種選挙の執行管理、選挙啓発、選挙人名簿の調製など

社会福祉協議会 ☎82-8844
真岡市シルバー人材センター ☎84-1110

真岡鐵道 ☎84-2911 真岡駅周辺愛称“いちご”SLワールド

真岡市農業公社 ☎83-9931
もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 ☎83-5501 愛称“いちご”ゴルフクラブ
芳賀地区エコステーション ☎81-1244
環境クリーンセンター ☎72-2522

43

本
庁
舎
・
二
宮
支
所
案
内

２１０６真岡市2(SG40)行政最終.indd   43 2022/05/26   11:36:56




