
職員定数 1,373 人

令和４年４月１日現在 定数内の職員数 1,178 人

　 　 　
  

　

　

(指) まちなか交流センター

　

　

　

　

　

やはた保育所 ［11］ 桑保育所 ［6］ 絹保育所 ［7］
もみじ保育所 ［8］ 中久喜保育所 ［9］ 網戸保育所 ［6］
出井保育所 ［6］ 間々田北保育所 ［7］ 城北保育所 ［10］

小 山 市 行 政 組 織 機 構 図

議　会 事務局 事務局長 議事課 ［9］ 庶務係 ［3］ 議事調査係 ［5］

［10］ ［1］

秘書課 ［7］ 政策調整担当 ［1］ 秘書係 ［3］

DX推進室 ［2］

総合政策課 ［10］ 企画政策(地方創生推進)係 ［3］ 政策調整係 ［3］

シティプロモーション課 ［10］ シティプロモーション係 ［5］ 移住定住推進係 ［4］

財政課 ［9］ 財政管理係 ［3］ 主計員 ［4］

自然共生課 ［6］ 渡良瀬遊水地係 ［3］ 生物多様性係 ［2］

［108］ ［1］
市民税課 ［24］ 市税管理係 ［9］

総合政策部 部長 納税課 ［25］ 納税管理係 ［8］

市民税第二係 ［8］

資産税課 ［23］ 土地係 ［10］ 家屋係

徴収支援係 ［3］ 徴収対策班 ［13］

［12］

行政総務課 ［14］ 行政総務係 ［5］ 法務係 ［4］

市民税第一係 ［6］

統計係 ［3］

文書館 ［3］

行政改革課 ［6］ 行政経営係 ［3］ 公共施設マネジメント係 ［2］ 　

職員課 ［19］ 職員係 ［6］ 給与厚生係 ［7］

工事検査担当［82］ ［1］

職員研修所 ［1］
総務部 部長

管財課 ［21］ 工事契約係

財産整備管理室 ［12］ 本庁舎整備係 ［1］ 管理運用係 ［10］

［4］ 物品契約係 ［4］

［3］

情報政策課 ［11］ ICT推進係 ［5］ 情報システム係 ［5］

人権・男女共同参画課 ［6］ 人権推進係 ［2］ 男女共同参画係

市民安全相談係 ［3］

交通対策係 ［5］ 消費生活センター

国際政策課 ［7］ 多文化共生推進係 ［3］

市民生活安心課 ［15］ 市民協働係 ［3］ 施設整備係 ［2］

交流推進係 ［2］

市長部局 環境課 ［18］ ごみ減量対策係 ［8］ 環境保全係 ［5］

戸籍係 ［5］

小山東出張所 ［4］ 総務係 ［3］

環境政策係 ［4］

市民課 ［25］ 庶務係 ［7］ 窓口係 ［12］

市
長

副
市
長

小山城南出張所 ［6］ 総務係 ［5］

総務係 ［6］
［143］

大谷出張所 ［6］ 総務係 ［6］
市民生活部 部長

間々田出張所 ［7］

豊田出張所 ［5］ 総務係 ［4］

中出張所 ［3］

［1］

生井出張所 ［3］

寒川出張所 ［3］

絹出張所 ［5］

国保年金課 ［26］ 国民健康保険係 ［11］ 国民年金係

穂積出張所 ［3］

桑出張所 ［6］ 総務係

［5］ 後期高齢者医療係 ［4］

特定健診推進係 ［3］

［5］

［7］

保護第一係 ［10］ 保護第二係 ［5］ 保護第三係 ［4］

福祉課 ［43］ 福祉管理係 ［5］ 障がい福祉係 ［7］

ひきこもり相談支援室 ［3］ ひきこもり相談支援係 ［3］

子育て家庭支援課 ［15］ 子育て政策係 ［2］

障がい支援係

家庭支援係 ［6］

子ども家庭相談係 ［6］
子育て支援相談室ほ
ほえみ

保健福祉部 部長 保育所(9カ所) ［70］

［223］ ［1］

学童保育係 ［3］

保育施設係 ［3］

(指) 駅南児童センター (指) 城北児童センター

こども課 ［18］ 幼保係 ［7］ 保育食育指導係 ［4］

［9］ 介護認定審査係 ［4］

地域支援係 ［7］ 在宅医療介護連携係 ［3］

高齢生きがい課 ［30］ 生きがい推進係 ［6］ 高齢支援係

母子健康包括支援
センター

母子健康係 ［15］

成人健康係 ［12］ 健康栄養推進担当 地域医療推進係 ［1］

健康増進課 ［46］ 健康増進係 ［10］ 健診推進係 ［4］



(指) 勤労青少年ホーム (指) 勤労者体育センター

(指) 生涯学習センター

大谷公民館 間々田公民館 生井公民館
寒川公民館 豊田公民館 中公民館
穂積公民館 桑公民館 絹公民館

(指) 中央公民館 (指) 文化センター
　 　 　

(指)は、直営施設から指定管理施設となったもの

農政課 ［17］ 農政・食育係 ［3］ 農業振興係 ［5］ 生産振興係 ［4］

環境創造型農業推進係 ［1］ 鳥獣対策係 ［2］

［54］ ［1］ 国営栃木南部地区推
進室

商業観光課

農村振興係 ［5］

産業観光部 部長 ほ場整備係 ［3］

農村整備課 ［15］ 管理指導係 ［3］ 環境整備係 ［3］

［2］

ブランド創生推進室 ブランド創生推進係 ［2］

［12］ 観光まちづくり係 ［4］ 商業振興係 ［3］ まちなか商業推進係

企業誘致・工業団地
開発推進室

企業誘致・工業団地
開発推進係

［2］

治水対策課 ［10］ 建設総務係 ［2］ 排水強化企画係

工業振興課 ［9］ 工業振興係 ［2］ 結城紬振興係 ［4］

［3］ 排水強化整備係 ［4］

建設水道部 部長 道路課 ［28］ 管理用地係 ［7］ 整備第一係 ［6］ 整備第二係 ［5］

［58］ ［1］ 保全維持係 ［8］

建築第一係 ［5］ 建築第二係 ［5］

設備係 ［4］

建築課 ［19］ 住宅管理係 ［4］

［3］

［68］ ［1］
市街地整備課 ［11］

思川西部・粟宮地区
支援係

［3］

開発指導係 ［4］

新交通・バス推進係 ［4］

都市整備部 部長 まちづくり推進課 ［11］ まちづくり推進係 ［3］

都市計画課 ［16］ 都市政策係 ［3］ 事業推進係 ［3］

東部地区支援係 ［4］ 粟宮新都心推進係技監
［1］

地籍対策係 ［3］

まちなか再生推進係 ［4］ 再開発推進係

公園管理係 ［6］

建築指導課 ［14］ 建築指導係 ［5］ 審査係 ［5］ 空き家対策係 ［3］

公園緑地課 ［14］ 緑化推進係 ［3］ 公園整備係 ［4］

学校適正配置推進係 ［3］

学校支援係 ［8］

［5］

教育総務課 ［17］ 総務政策係 ［2］ 教育政策係 ［2］

会計管理者 出納室 ［10］ 審査係 ［4］ 出納係

［2］

教育委員会 小学校24校 ［10］

教育指導係 ［3］

児童生徒指導係 ［4］ 幼稚園係

学校教育課 ［22］ 学務管理係 ［6］ 食育推進係 ［3］

［135］
中学校10校 ［3］

義務教育学校1校 ［1］

教育研究所 ［3］ 教育研究係

［6］ 人権教育係 ［2］ 青少年係 ［3］

［1］

学校給食共同調理場11カ所

教育長 教育部長 生涯学習課 ［14］ 生涯学習係

文化財係 ［5］

博物館 ［6］ 業務係 ［3］

青少年育成指導センター

公民館
(9カ所)

文化振興課 ［12］ 文化振興係 ［3］ 歴史のまち推進係

車屋美術館 ［4］ 業務係 ［4］

生涯スポーツ課 ［15］ スポーツ振興係 ［4］

［3］

施設管理係 ［6］ 施設整備係 ［3］

国体推進課 ［19］ 総務企画係 ［4］ 競技式典係 ［9］

［その他の指定管理施設］
中央市民会館、城南市民交流センター、間々田市民交流センター、桑市民交流センター、市営駐車場（2カ所）、公共駐輪場（8カ所）、
学童保育施設(33カ所）、ふれあい健康センター、道の駅思川、絹ふれあいの郷、まちの駅、市営住宅

宿泊輸送係 ［5］

中央図書館 ［8］ 総務係 ［6］ 学校図書館支援担当 ［1］ 図書館情報推進担当 ［1］



 

［1］

監査委員 事務局 事務局長 監査係 ［3］

(併)

選挙管理委員会 書記長 書記次長 ［1］ 書記

［4］ ［1］

公平委員会 書記長 書記 (併)

［3］

［4］ (併)

農業委員会 事務局 事務局長 農政対策係 ［2］ 農地調整係

市     長 建設水道部 上下水道総務課 ［13］ 総務係 ［4］

［4］ 農地利用最適化推進係 ［3］

［10］ ［1］
固定資産評価
審査委員会

書記 (併)

［4］ 水道施設係 ［4］

下水道工務係 ［5］ 下水道施設係 ［6］

経理係 ［5］ 営業推進係 ［3］

［37］

上下水道施設課 ［24］ 計画係 ［4］ 水道工務係

消防団係 ［3］

消防本部 消防長 危機管理監 課付 ［10］

消防総務課 ［20］ 庶務係 ［2］ 経理係 ［3］

保安係 ［3］

通信指令課 ［11］ 通信第１係 ［5］ 通信第２係 ［5］

［222］ ［1］
予防課 ［7］ 予防係 ［3］

消防署  署 長 副署長 消防・救急業務推進係 ［9］

危機管理課 ［9］ 防災企画係 ［3］ 危機管理係 ［4］

救急第１係 ［7］ 救急第２係 ［6］
分署・分遣所

［9］

消防第１係 ［8］ 消防第２係 ［9］

［59］ ［1］ ［1］
指導第１係 ［9］ 指導第２係

間々田分署 ［21］ 第１係 ［10］ 第２係 ［10］

大谷分署 ［21］ 第１係 ［10］ 第２係 ［10］

豊田分署 ［19］ 第１係 ［9］ 第２係 ［9］

野木分署 ［21］ 第１係 ［10］ 第２係 ［10］

絹分遣所 ［13］ 第１係 ［6］ 第２係 ［6］

桑分署 ［19］ 第１係 ［9］ 第２係 ［9］



定数外職員数　66人

上記のうち市職員数　(6)人

※市職員数のうち定数内職員数 3人

令和４年４月１日現在

30 (3) 9 (1)

9 (1) 3 野木町派遣1 3 下野市派遣1

10 下野市派遣1 8 1

24 (2)

4 1 2

1

4 3

〔参　考〕

【小山広域保健衛生組合】　（出向）

管理者 事務局 事務局長

1(1) 7 (1) 上三川町派遣1

施設管理課 管理係

建設政策課 政策係 建設係

総務課 総務係

【（社福）社会福祉協議会】　（派遣）

会長 事務局 事務局長 次長 地域福祉係 9 (1) 高齢者サポート係 5

1 (1) 1 　　あすてらすおやま（とちぎ擁護センター） 　　基幹型高齢者サポートセンター

　　地域包括支援センター

福祉事業係 8

　　こども発達支援センター
　　相談支援事業所

　　ホームヘルプサービス

【（公社）シルバー人材センター】

理事長 事務局 事務局長 総務係 業務係

1

【小山市土地開発公社】　（併任）

理事長 事務局 事務局長

(併) (併)

【(一財）小山市勤労者共済サービスセンター】

理事長 事務局 事務局長 次長 共済係

業務係

1

【（公財）小山市体育協会】　（派遣）

会長 理事長 　事務局

3 (1)

【他自治体派遣等職員】（派遣等）

環境省派遣（職員課付） 広域連合派遣（国保年金課付）

農林水産省派遣（職員課付） 栃木県消防防災航空隊（消防本部消防総務課付）

国土交通省派遣（割愛） 自治体国際化協会派遣（国際政策課付）

栃木県派遣（職員課付）

法務省出入国在留管理庁派遣（割愛）


