栃木県犯罪被害者等支援ハンドブック
その２

平成２７年度(改訂版)
栃
木
県

6．各機関・団体における支援業務
＜総合的な対応＞（P117～P144）
(1)栃木県、(2)市町、(3)警察、(4)海上保安庁、(5)法テラス
(6)公益社団法人被害者支援センターとちぎ、(7) 公益財団法人 犯罪被害救援基金
＜司法関連＞（P145～P155）
(8)地方裁判所・簡易裁判所、(9)家庭裁判所、(10)検察庁、(11)栃木県弁護士会
(12) 栃木県司法書士会
＜刑事施設・保護観察所等＞（P156～P161）
(13)矯正管区、(14)刑事施設、(15)少年鑑別所、(16)少年院、(17)地方更生保護委員会
(18)保護観察所
＜人権・外国人対応＞（P162～P164）
(19)法務局・地方法務局、(20)地方入国管理局、(21)公益財団法人栃木県国際交流協会
＜医療・福祉＞（P165～P175）
(22)栃木県精神保健福祉センター、(23)栃木県健康福祉センター・各市福祉事務所
(24)栃木県健康福祉センター（宇都宮市の場合は宇都宮市保健所ほか）
(25)社会福祉協議会、(26)地域包括支援センター、(27)障害者虐待防止センター
(28)栃木県障害者権利擁護センター、(29)栃木県医療安全相談センター
(30)栃木県臨床心理士会、(31)栃木県社会福祉士会
＜就労関連＞（P176～P181）
(32)労働基準監督署、(33)ハローワーク、(34)総合労働相談コーナー
(35)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部栃木職業能力開発促進センター
(36)労政事務所、(37)とちぎジョブモール
＜女性・子ども＞（P182～P192）
(38)配偶者暴力相談支援センター、(39)とちぎ男女共同参画センター、(40)宇都宮市女性相談所
(41)とちぎ性暴力被害者サポート「とちエール」、(42)民間シェルター
(43)母子家庭等就業・自立支援センター、(44)児童相談所
(45)乳児院・児童養護施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設
(46)母子生活支援施設、(47)ファミリー・サポート・センター、(48)栃木県教育委員会
(49)市町教育委員会、(50)学校、(51)独立行政法人日本スポーツ振興センター
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＜交通事故＞（P193～P201）
(52)交通事故相談所、(53)栃木県交通安全活動推進センター
(54) 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
(55)公益財団法人交通事故紛争処理センター、(56)一般社団法人日本損害保険協会
(57)一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構、(58)財団法人自動車事故被害者援護財団
(59) 独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）、(60)公益財団法人交通遺児育成基金
(61) 公益財団法人交通遺児育英会
＜その他＞（P202～P206）
(62)公益財団法人栃木県暴力追放県民センター、(63)消費生活センター
(64)社会福祉法人いのちの電話、(65)日本年金機構、(66)全国健康保険協会栃木支部
(67)税務署
別表１～市町窓口一覧（P207～P231）
別表２～地域包括支援センター一覧（P232～P237）

注）・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
・（対象要件等）の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。
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総合的な対応

（１）栃木県
（組織の紹介）
犯罪被害者相談窓口を設け、犯罪被害者等への相談業務を行っています。また、国・
地方公共団体やその他の関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供を行い、
犯罪被害者等が必要な支援をスムーズに受けられるよう、関係機関・団体との連絡、
調整を行っています。
１ 犯罪被害者総合相談窓口業務
（支援概要）
犯罪被害者等が犯罪等の被害によって直面している諸問題に関して総合相談業務
を行い、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・団体が行っている支援に関す
る情報提供や助言を行うとともに、円滑な支援のため関係機関・団体との連絡調整を
行っています。
担当窓口
栃木県県民生活部くらし安全安心課生活安全担当
住
所
宇都宮市塙田 1-1-20 栃木県庁本館 7 階
電話番号
028-623-2154
受付時間
土日祝日を除く 8:30～17:15
２ 薬物乱用相談
（支援概要）
覚せい剤・大麻・危険ドラッグ等の乱用に関する相談を受け付けています。
担当窓口
栃木県保健福祉部薬務課
住
所
宇都宮市塙田 1-1-20 栃木県庁本館 5 階
薬物相談電話
028-623-3779
薬物相談電話受付時間
土日祝日を除く 8:30～17:15
薬物相談メール
yakuran184@proof.ocn.ne.jp 24 時間受付
３ ひきこもり、ニート、不登校等に関する相談
（支援概要）
ひきこもり、ニート、不登校等、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・
若者等（年齢不問）やその家族等の相談を受け付け、関係機関と連携して支援を行い
ます。
＜担当窓口＞
担当窓口
住
所
相談電話
受付時間
相談メール

栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター
（ポラリス☆とちぎ）
宇都宮市下戸祭 2-3-3
028-643-3422
日月祝日・年末年始を除く 10:00～19:00
soudan@polaris-t.net
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総合的な対応

４ 犯罪被害者等の県営住宅への優先入居
（支援概要）
犯罪により従前の住宅に居住することが困難となった犯罪被害者等（配偶者からの
暴力被害者等を除く。）が県営住宅の入居募集に応募した場合に、抽選において優先
措置があります。また、国の通知に基づき、提供可能住戸があるときに限り、一時的
な入居ができる場合があります。
（対象要件等）
県営住宅の入居者資格を満たす方で、下記のいずれかに該当することが客観的に証
明できる方
(1) 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった被害者等
(2) 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該
住宅に居住し続けることが困難となった被害者等
５ 配偶者等からの暴力被害者の県営住宅への優先入居
（支援概要）
配偶者及び生活の本拠をともにする交際相手からの暴力被害者が県営住宅の入居
募集に応募した場合に、抽選において優先措置があります。また、提供可能住戸があ
るときに限り、一時的な入居ができる場合があります。
（対象要件等）
県営住宅の入居資格を満たす方で、下記のいずれかに該当する方
(1) 配偶者暴力防止等法による配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設に
おいて保護を受けてから５年以内の被害者
(2) 配偶者暴力防止等法に基づき配偶者及び生活の本拠をともにする交際相手に
対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出されてから５年以内の被害者
＜県営住宅に関する相談窓口＞
機関名
住所
住宅供給公社
宇都宮市竹林町
中央支所
1030-2 河内庁舎内
住宅供給公社
栃木市神田町 6-6
栃木支所
下都賀庁舎別館内
住宅供給公社
矢板市鹿島町 20-11
矢板支所
矢板土木事務所内
那須プラザ
那須塩原市末広町 53

電話番号
028-626-3198
0282-23-6604
0287-44-0737
0287-74-5901

佐野プラザ

佐野市高砂町 2791
0283-85-7871
鹿嶋屋ビル 1 階
わたらせプラザ 足利市通 3-2589
0284-20-1717
足利織物会館内
○ 受付時間 土日祝日を除く 8:30～17:15

県営住宅の所在地
宇都宮市、鹿沼市、日光市
真岡市、上三川町、芳賀町
栃木市、下野市、
小山市、壬生町
矢板市、さくら市
高根沢町
那須塩原市、大田原市
那須町
佐野市
足利市

○ ※一時的な入居については、栃木県住宅課にお問い合わせください。
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総合的な対応

（２）市町（各市町により、対応窓口が無い場合や支援項目の名称が違う場合があります。）
（組織の紹介）
犯罪被害者相談窓口を設け、犯罪被害者等への相談業務を行っています。また、
市町として取り組むべき被害者対策の基本方針として、被害者に対応する職員の育
成、犯罪被害者支援機関との連携の強化を掲げ、関係機関との連携や職員研修体制
の整備等を行っています。
１ 犯罪被害者相談業務
（支援概要）
犯罪被害者等が犯罪等の被害によって直面している諸問題に関して相談業務を行
い、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・団体が行っている支援に関する情
報提供や助言を行うと共に、円滑な支援のため関係機関・団体との連絡調整を行って
います。
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。）
２ 消費生活相談業務
（支援概要）
悪質商法等に巻き込まれた被害者への助言・あっせんを行っています。
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。）
３ 生活保護制度
（支援概要）、（対象要件等）
資産、能力等すべてを活用した上でも生活に困窮する者に対し、健康で文化的な生
活水準を維持することができる最低限度の生活を保障するため、厚生労働省で定める
最低生活費から収入を差し引いた差額を、保護費として支給するとともに，その自立
を助長します。
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。）
４ 高額療養費の支給、高額療養資金貸付制度
（高額療養費の支給）
同じ月内に同一保険医療機関に支払った自己負担額が一定の金額を超えた場合、そ
の超えた金額が申請により支給される制度です。
（高額療養資金貸付制度）
国民健康保険加入者が病院の窓口での支払に困る場合、その支払の一部を貸付する
制度です。
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。）
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総合的な対応

５ 遺族基礎年金
（支援概要）
国民年金加入中の方または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡したとき、
死亡した方に生計を支えられていた子や子がいる配偶者に支給します。
（対象要件等）
(1)

被保険者が死亡したとき、又は被保険者であった方で日本国内に住所のある 60

歳以上 65 歳未満の方が死亡したときに、死亡した被保険者の保険料納付済期間が
被保険者期間の 3 分の 2 以上あること。
または、死亡日前 1 年間の国民年金の保険料を納付しなければならない期間に、
保険料の滞納がないこと。
(2)

死亡した方に生計を維持されていた 18 歳に達した年度の年度末までの子、又は

国民年金法の 1、2 級の障害の状態にある 20 歳未満の子、あるいは、その子と生
計を同一にしており、死亡した方に生計を維持されていた配偶者であること。
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
６ 障害基礎年金
（支援概要）
国民年金加入中にかかった病気やけががもとで一定以上の障害が残った場合など
に一定額を、支給します。身体的な障害のみならず、精神的な障害についても、受給
できる可能性があります。
（対象要件等）
(1)

病気やけがの初診日に被保険者である方や被保険者であった方で日本国内に住

所のある 60 歳以上 65 歳未満の方が以下の要件に該当していること。
ア

初診日から 1 年 6 か月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日に、国
民年金法の 1、2 級の障害の状態にあるとき。
初診日から 1 年 6 か月を経過した日以降に、障害の状態が増進し、65 歳にな
るまでに 1 級または 2 級の状態にあるとき。

イ

保険料納付済期間が被保険者期間の 3 分の 2 以上あること。
または初診日前 1 年間の、国民年金の保険料を納付しなければならない期間に、
保険料の滞納がないこと。
初診日が 20 歳前にある場合は、20 歳になったときに国民年金法１、２級の障
害の状態にあること。

（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。）
７ 特別障害給付金
（支援概要）
国民年金任意加入対象者であった方が、当時、任意加入していない期間にかかった
病気やけががもとで一定以上の障害が残っている場合などに一定額を支給します。

- 120 -

総合的な対応

（対象要件等）
国民年金任意加入対象であった平成 3 年 3 月 31 日以前の学生や昭和 61 年３月以前
の厚生年金、共済組合等加入者の配偶者の方で、当時、国民年金に任意加入していな
かった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金１，２級相当の障害の状態にあると
き。
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
８ 特別障害者手当
（支援概要）、（対象要件等）
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要
とする状態にある在宅の 20 歳以上の方に対して、手当を支給します。
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
９ 身体障害者手帳・療育手帳の交付
（支援概要）
身体に障害のある方本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。手帳の
取得により、更生医療の給付や補装具費の支給などの障害福祉サービスの利用、重度
心身障害者医療費の助成、日常生活用具の給付・貸与、各種手当の給付、各種税の減
免及び控除、公共施設（県）の使用料等の免除、ＮＨＫの受信料の減免、携帯電話料
金の割引、運賃の割引などのサービスが障害の程度に応じて受けられます。＊診断書
作成料は有料です。
（対象要件等）
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、
呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能、肝臓機能に永続する障害がある方
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
１０ 精神障害者保健福祉手帳の交付
（支援概要）
精神疾患を有する方に、本人の申請により手帳を交付しています。手帳の取得によ
り、自立支援医療費支給制度申請の簡素化、各種税の減免及び控除、公共施設（県）
の使用料等の免除、ＮＨＫの受信料の減免、携帯電話料金の割引などが受けられます。
※ 診断書作成料は有料です。

（対象要件等）
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病及び
その他の精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があると認め
られた方
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
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総合的な対応

１１ 自立支援医療費支給制度
（支援概要）、（対象要件等）
障害者総合支援法に基づいて、身体・知的・精神の障害にかかわらず、市町等が福
祉サービスを提供しております。
自立支援医療費の支給としては、精神通院医療（精神疾患があり通院による精神医
療が継続的に必要な程度の方）、育成医療（身体上の障害・疾患があり手術等が必要
な 18 歳未満の児童）、更生医療（身体障害者手帳を持っており障害を回復・軽減す
るために必要な医療を要する 18 歳以上の方）にかかる費用の自己負担額上限額が原
則として 1 割になります。ただし、所得に応じ負担上限額があります。
※ 自立支援医療費以外に介護給付費、訓練等給付費があります。

（窓口）別表 1 参照（＊詳細については、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
１２ 重度心身障害者医療費助成
（支援概要）
心身に重度の障害のある方が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担分を
助成します。ただし、入院に係る食事療養費は除きます。
（対象要件等）
(1)

身体障害の程度が 1～2 級の方

(2)

知的障害の程度が知能指数 35 以下の方

(3)

知的障害の程度が知能指数 50 以下で、身体障害の程度が３～４級の障害と重複

している方
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
１３ こども医療費助成
（支援概要）
お子さんが医療保険による診療を受けた場合その自己負担額の助成を受けること
ができます。
（対象要件等）
＊小学 6 年生まで、中学 3 年生まで、高校 3 年生までと市町により差異があります。
(1) 小学 6 年まで（宇都宮市）
(2) 高校 3 年まで（日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、芳賀町、野
木町、塩谷町、那須町）
(3) 中学 3 年まで（上記以外の市町）
＊いすれの学年も対象学年が終了する 3 月 31 日まで
＊ただし、以下のいずれかに該当する児童は対象にならない。
ア 各種医療保険に加入していない児童
イ 生活保護を受けている児童
ウ 児童福祉施設などに措置により入所している児童
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（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
１４ ひとり親家庭医療費助成
（支援概要）
母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童や親（配偶者のいない養育者を
含む。）に対して、保険診療にかかった医療費の自己負担額について一部を支給しま
す。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費及び入院に係る
食事療養費は除きます。
（対象要件等）
市町内に住所があり、離婚、死別、遺棄などの理由で父（母）と生計を同じくして
ないか、又は父（母）が一定の障害の状況にある児童（18 歳に達する日以後の最初
の 3 月 31 日まで）を監護している母（父）又は養育している方
ただし、所得額により、支給できない場合がある。
（窓口）別表 1 参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
１５ 母子父子寡婦福祉資金貸付金
（支援概要）
母子家庭の母や父子家庭の父、その扶養している児童及び寡婦などに対し、その経
済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉の向
上を図るため、各種資金の貸付けを行います。
（対象要件等）
(1)

20 歳未満の子を扶養している母子家庭の母とその児童

(2)

20 歳未満の子を扶養している父子家庭の父とその児童

(3)

寡婦（かつて母子家庭の母であった方）、40 歳以上の配偶者のいない女子で
あって現に児童を扶養していない方（扶養している子のない方は、前年の所得が
一定額以下の方）

（窓口）別表 1 参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
１６ 高等職業訓練促進給付金
（支援概要）
母子家庭の母及び父子家庭の父が、看護師等の定められた資格を取得するため、２
年以上養成機関で修業する場合に、修学期間の全期間（上限 24 か月）、訓練促進費
が支給されます。
（対象要件等）＊以下の要件にすべて該当する方。なお、入学前の事前相談が必要です。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得基準にあること
(2) 修業年限 2 年以上の養成機関で一定の過程を修業し、対象資格の取得が見込まれ
るもの
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められるもの
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(4) 過去に訓練促進費の支給を受けていないこと
（窓口）別表１参照（＊お住まいの市（町部については管轄の栃木県健康福祉センターP145）窓口へ
お問い合わせ下さい。）

１７ 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
（支援概要）
実施主体である地方公共団体が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母に
対して、講座修了後に受講料の一部を支給します。
（対象要件等）
以下の要件すべてに該当する方。なお、講座受講開始前の事前相談が必要です。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得基準にあること
(2) 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有して
いないこと
(3) 当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められるもの
であること
(4) 原則過去に訓練給付金を受給していないこと
（窓口）別表１参照（＊お住まいの市（町部については管轄の栃木県健康福祉センターP145）窓口へ
お問い合わせ下さい。）

１８ 母子家庭等就業・自立支援事業
（支援概要）
母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業相談から就業支援講習会、就業
情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービス等を提供します。
（対象要件等）
母子家庭等（夫の暴力により母と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失わ
れているが、止むを得ない事情により離婚の届け出を行っていない者等を含む。）
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
１９ 母子・父子自立支援プログラム策定事業
（支援概要）
福祉事務所等において、自立が見込まれる支援対象者の実情に応じた自立支援プロ
グラムを策定し、ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターと緊密に連携し
つつ、きめ細やかな就業支援等を行います。
（対象要件等）
原則、児童扶養手当受給者とし、児童扶養手当受給者のうち生活保護受給者につい
ては対象外としています。
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
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２０ 遺児手当
（支援概要）
父母の一方又は両方が死亡した児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目
的として、児童１人につき月額 3,000 円を支給します。
（対象要件等）
(1) 県内に住所があり、次のいずれかに該当する方に対し、住民税所得割が非課税の
場合に支給されます。
(2)父母の一方が死亡した児童を監護している父又は母で現に配偶者を有しないとき
(3)父母以外の方が父母の一方又は両方が死亡した児童と同居、監護し生計を維持し
ているとき
（児童を養育する方がいないときは、児童のうち年長の方に対して支給されます。）
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
２１ 児童手当
（支援概要）
以下の対象要件等に該当する児童を養育している方に対して、一定額を支給します。
（対象要件等）
市町内に住所があり、中学校修了前（15 歳に達する日以後の最初の３月 31 日まで）
の児童を養育している方。ただし、請求者の前年（１月から５月までの月分の手当に
ついては前々年）の所得が所得制限限度額以上ある場合は、特例給付が支給される。
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
２２ 児童扶養手当
（支援概要）
以下の対象要件等に該当する児童を監護する父、母又は養育する者に対して、一定
額を支給します。
（対象要件等）
市町内に居住地を有し、18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日までの間にあり
（20
歳未満で政令で定める程度の障害を有する児童を含む）、次のいずれかの状態にある
児童を監護する父又は母、父又は母に代わってその児童を養育する者
(1) 父母が婚姻を解消した児童
※父は児童と生計を同じくしている場合に限る。
(2) 母又は父が死亡した児童
(3) 母又は父に１年以上遺棄されている児童
(4) 母又は父が重度の障害を有する児童
(5) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

など

ただし、様々な支給制限がある。
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
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２３ 障害児福祉手当
（支援概要）、（対象要件等）
精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする状態に
ある在宅の 20 歳未満の方に対して、手当を支給します。
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
２４ 特別児童扶養手当
（支援概要）、（対象要件等）
精神又は身体に障害を有する 20 歳未満の児童を家庭で監護している父母、又は父
母にかわってその児童を養育している人に対し、手当を支給します。
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
２５ 要保護及び準要保護児童生徒援助費
（支援概要）
経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校給食
費、学用品費等を就学援助費として支給します。
（対象要件等）
小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護受給者又はそれに準
ずる程度に困窮し、援助が必要と認められる方。
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。）
２６ 幼稚園就園奨励費補助事業
（支援概要）
幼稚園に就園している幼児を持つ世帯の経済的な負担を軽減するため、入園料や保
育料の一部を補助します。
（対象要件等）
市町内に住所を有し、幼稚園に就園する 3 歳児・4 歳児・5 歳児の保護者の方
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。）
２７ 第３子以降保育料免除
（支援概要）
保育所入所児童のうち、第３子以降の３歳未満児の保育料を免除します。
国の制度では、兄弟が同時入所した場合の保育料を２人目は 1/2、３人目は無料
としていますが、この制度は同時入所に関係なく、第３子以降３歳未満児の保育料を
免除するものです。
（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問い合わせ下さい。）
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２８ その他の幼稚園保育料減免事業費補助
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
２９ 一時預かり
（支援概要）
様々な事情によって一時的に家庭において保育できない場合、主として昼間におい
て一時的に就学前の子どもを預かります。利用料金は有料です。
（対象児童）
主として保育所等に通っていない、又は在籍していない集団保育が可能な乳幼児
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
３０ 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
（支援概要）
保護者が疾病、育児疲れその他の身体上若しくは精神上の理由により家庭において
児童を養護することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急・一時的
に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設等において一時的に養育・保
護を行っています。＊利用料が発生する場合があります。
（対象要件等）＊以下の事由に該当する家庭の児童、母子等
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
３１ 無料法律相談
（支援概要）
経済的問題で法律相談ができないことのないよう、民事・家事・行政に関する法律
問題につき弁護士や司法書士等が無料の法律相談等を実施している市町もあります。
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
３２ 住民票の写しの交付等の制限
（支援概要）
配偶者からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為
の被害者は、加害者による住所探索を防ぐために、市町村長に対して、住民基本台
帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付を
制限する支援措置を申し出ることができます。申出を受けた市長村長は、警察、配偶
者暴力相談支援センター等の意見を聴くなどし、同支援措置の必要性について確認を
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行った上で、支援措置を行います。
（対象要件等）
１

配偶者による暴力の被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を
受けるおそれがあるもの

２

ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるお
それがあるもの

３

児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ
があるもの、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

４

その他１～３に揚げるものに準するもの

（窓口）別表１参照（＊詳しくは、お住まいの市町窓口へお問合せください。）
３３ 登録型本人通知制度
（支援内容）
住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を抑止するため、住民票の写しなどの証明
書を第三者に交付した場合、事前に登録した方に対して、交付した事実を通知するも
のです。
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
３４ 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
（支援概要）
犯罪により従前の住宅に居住することが困難となった犯罪被害者等（配偶者からの
暴力被害者等を除く。）は公営住宅に優先的に入居できる場合があります。
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
３５ 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
（支援概要）
犯罪により従前の住宅に居住することが困難となった犯罪被害者等（配偶者からの
暴力被害者等を除く。）が住宅に困窮する場合に、提供可能住戸があるときに限り、
公募によらないで公営住宅への入居ができる場合があります。
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
３６ 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
（支援概要）
配偶者（事実婚や元配偶者も含む）や交際相手からの暴力被害者は公営住宅に優先
的に入居できる場合があります。
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
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３７ 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
（支援概要）
配偶者（事実婚や元配偶者も含む）や交際相手からの暴力により従前の住宅に居住
することが困難となった被害者等が住宅に困窮する場合に、提供可能住戸があるとき
に限り、公募によらないで公営住宅への入居ができる場合があります。
（窓口）別表１参照（＊実施市町が限られております、別表を確認してください。）
３８ 児童虐待発見時、または、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した際の通告
虐待された子どもへの対応の詳細は(P33)を確認してください。
（窓口）別表１参照
３９ 死亡の届出
（窓口）別表１参照（＊詳細は(P16)に記載の死亡の届出を確認して下さい。）

（３）警察
（組織の紹介）
公的機関として被害の届出を最初に受理することが多く、また、被疑者の検挙、被
害の回復・軽減、再発防止等の面で犯罪被害者等と最も密接に関わり、犯罪被害者等
を保護する役割を担う機関の１つです。
１ 事件・事故への対応
発生した事件・事故について捜査を行い、被疑者の検挙、被害者の救護・保護にあ
たります。
＜被害者への教示用窓口＞
○事件・事故の緊急電話
電話番号
受付時間
１１０番
24 時間
○上記以外の事件・事故
担当窓口
住所
宇都宮中央警察署
宇都宮市下戸祭 1-1-6
宇都宮東警察署
宇都宮市今泉町 2996-2
宇都宮南警察署
宇都宮市みどり野町 1-8
小山警察署
小山市神鳥谷 1738-5
足利警察署
足利市千歳町 94-7
栃木警察署
栃木市箱森町 40-14
那須塩原警察署
那須塩原市方京 2-15-1
佐野警察署
佐野市浅沼町 573-6
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電話番号
028-623-0110
028-662-0110
028-653-0110
0285-31-0110
0284-43-0110
0282-25-0110
0287-67-0110
0283-24-0110

受付時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
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鹿沼警察署
真岡警察署
下野警察署
大田原警察署
今市警察署
さくら警察署
矢板警察署
日光警察署
那須烏山警察署
茂木警察署
那珂川警察署

鹿沼市上殿町 1000-5
真岡市荒町 115
下野市下古山 2451-41
大田原市紫塚 1-1-4
日光市今市 1378-1
さくら市馬場 786-1
矢板市中 2001-1
日光市稲荷町 2-2-2
那須烏山市初音 3-6
茂木町茂木 209-2
那珂川町北向田 85

0289-62-0110
0285-84-0110
0285-52-0110
0287-24-0110
0288-23-0110
028-682-0110
0287-43-0110
0288-53-0110
0287-82-0110
0285-63-0110
0287-92-0110

24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間
24 時間

２ 相談業務
（支援概要）
犯罪被害者等が犯罪等の被害によって直面している諸問題に関して相談業務を行
い、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・団体が行っている支援に関する情
報提供や助言を行うと共に、円滑な支援のため関係機関・団体との連絡調整を行って
います。
＜施策担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
警察本部県民広報相談課 宇都宮市塙田 1-1-20
028-621-0110
犯罪被害者支援室
＜被害者への教示窓口＞
窓口
住所
電話番号
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
高速道路交通警察隊
鹿沼市茂呂 24-1
0289-76-2856
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
３ 被害者の手引の作成・配布
（支援概要）
刑事手続の概要、捜査へのご協力のお願い、犯罪被害者等が利用できる制度、各種
相談機関・窓口についてわかりやすく記載したパンフレット「被害者の手引」を作成・
配布しています。
（対象要件等）
(1) 殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族
(2) ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害者又はその遺族
＜施策担当窓口＞
窓口
警察本部県民広報相談課
犯罪被害者支援室

住所
宇都宮市塙田 1-1-20
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電話番号
028-621-0110

総合的な対応

＜被害者への教示窓口＞
窓口
住所
電話番号
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
高速道路交通警察隊
鹿沼市茂呂 24-1
0289-76-2856
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
４ 被害者連絡制度
（支援概要）
刑事手続及び犯罪被害者等のための制度、被疑者検挙までの捜査状況、被疑者の検
挙状況、逮捕被疑者の処分状況について、事件を担当する捜査員が連絡をします。
（対象要件等）
(1) 殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族
(2) ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害者又はその遺族
＜施策担当窓口＞
窓口
警察本部県民広報相談課
犯罪被害者支援室

住所
宇都宮市塙田 1-1-20

電話番号
028-621-0110

＜被害者への教示窓口＞
窓口
住所
電話番号
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
高速道路交通警察隊
鹿沼市茂呂２４－１
0289-76-2856
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
５ 地域警察官による被害者訪問・連絡活動
（支援概要）
犯罪被害者等の再被害を予防し、その不安感を解消するため、犯罪被害者等の要望
に基づき訪問・連絡活動を実施しています。また、被害の態様等によっては、必要に
応じて、パトロールや女性の警察官による訪問・連絡活動を行います。
（対象要件等）
殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族
＜担当窓口＞
窓口
各警察署地域課（P129 各警察署欄を確認して下さい）
又は最寄の交番、駐在所
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受付時間
24 時間

総合的な対応

６ 各種相談窓口
（支援概要）
住民からの各種要望及び相談に応じる窓口として、警察本部に警察総合相談室を設
置しています。
また、このような総合的な相談に加え、犯罪被害者等のニーズに応じて、性犯罪相
談、少年相談等個別の相談窓口を設けています。
＜各相談窓口＞
窓口
全国統一の相談電話
被害者支援窓口

電話番号
♯9110
028-627-9110
028-621-1110

シルバー110 番
性犯罪被害者相談電話

028-627-4680
028-625-2070

暴力団相談

028-622-2424

ヤングテレホン

0120-874-152

受付時間
24 時間
土曜・日曜・休日を除く
8:30～17:15
24 時間
土曜・日曜・休日を除く
9:00～17:30
土曜・日曜・休日を除く
8:30～17:15
土曜・日曜・休日を除く
9:00～16:00

７ カウンセリング
（支援概要）
犯罪により大きな精神的被害を受けた被害者等に対し、精神的被害を軽減するため、
カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカ
ウンセラーとの連携などにより、犯罪被害者等のための相談・カウンセリングを実施
しています。
＜施策担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
警察本部県民広報相談課
宇都宮市塙田 1-1-20 028-621-0110
犯罪被害者支援室
＜被害者への教示窓口＞
窓口
住所
電話番号
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
高速道路交通警察隊
鹿沼市茂呂 24-1
0289-76-2856
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
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総合的な対応

８ 犯罪被害給付制度
（支援概要）
通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族や重傷
病又は障害を負わされた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が
一時金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ります。
給付金には、次の３種類があります。
(1)「遺族給付金」

：犯罪被害者の遺族に対して、犯罪被害者の年令や勤労による
収入額等に基づいて算定した額を支給

(2)「重傷病給付金」：重大な障害又は疾病を負った犯罪被害者に対して、保険診療
による自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額を支給
(3)「障害給付金」

：障害等級１級～１４級の障害が残った犯罪被害者に対して、
年齢や勤労による収入額等に基づいて算定した額を支給

（対象要件等）
(1) 亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族
(2) 重傷病（加療１月以上かつ入院３日以上を要する負傷又は疾病（ＰＴＳＤ等の精
神疾患については、加療１月以上かつその症状の程度が３日以上労務に服するこ
とができない程度の疾病））を負った犯罪被害者本人
(3) 障害等級第１級～１４級の障害が残った犯罪被害者本人
ただし、他の公的給付や損害賠償を受けた場合などについては、給付金の全部又は
一部が支給されないことがあります。
（申請の期限）
申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から２年を経過したとき、又は当該犯罪被
害が発生した日から７年を経過したときはすることができません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなど
のやむを得ない理由により所定の期間に給付金を申請することができなかったとき
は、その理由がやんだ日から６月以内に限り申請することができます。
※早めにご相談ください。
＜担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
警察本部県民広報相談課
宇都宮市塙田 1-1-20
028-621-0110
犯罪被害者支援室
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
９ オウム真理教犯罪被害者等給付金
（支援概要）
オウム真理教による犯罪行為により被害を受けた方、ご遺族に給付金が支給されま
す。
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総合的な対応

次の方々が給付金支給の対象となります。オウム真理教による犯罪行為により、
（地下鉄サリン事件その他法律で定められた事件に限ります。）
(1)

亡くなられた方のご遺族

(2)

障害が残った方（既に亡くなられている場合は、そのご遺族）

(3)

傷病を負った方（既に亡くなられている場合は、そのご遺族）

＜担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
警察本部県民広報相談課
宇都宮市塙田 1-1-20
028-621-0110
犯罪被害者支援室
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
１０ 診断書等の公費支出
（支援概要）
身体犯の事件捜査又は立証のため必要となる診断書等に要する費用の公費支出を行
っています。
（対象要件等）殺人未遂、強盗致傷等一定の身体犯の被害者
＜担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
警察本部県民広報相談課
宇都宮市塙田 1-1-20
028-621-0110
犯罪被害者支援室
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
１１ 再被害防止
（支援概要）
犯罪被害者等が再び同じ加害者から生命又は身体に関する犯罪被害を受けること
を防止するため、警戒措置、情報収集、自主警戒指導等の措置を実施しています。
（対象要件等）
再被害を受けるおそれが大きく、組織的・継続的な再被害防止措置を講ずる必要が
ある犯罪被害者等
＜担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
警察本部県民広報相談課
宇都宮市塙田 1-1-20
028-621-0110
犯罪被害者支援室
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
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総合的な対応

１２ 性犯罪被害者への支援
（支援概要）
女性警察官による捜査、性犯罪被害相談窓口の設置、証拠採取における配慮、緊急
避妊等の経費負担（初診料、診断書料、緊急避妊費用等）等を行っています。
緊急避妊等の経費については、警察に届け出た後受診すると、公費で直接医療機関
に支払われますが、届出の前に受診した場合には、公費負担できないことがあります。
＜担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
警察本部県民広報相談課 宇都宮市塙田 1-1-20
028-621-0110
犯罪被害者支援室
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
１３ 被害少年への支援
（支援概要）
被害少年の精神的ダメージを軽減し、その立ち直りを支援するため、少年相談窓口
を設置し専門職員等による助言・指導やカウンセリングによる支援等を行っています。
＜担当窓口＞
窓口
住所
少 年 サ ポ ー ト セ ン タ ー 宇都宮市塙田
（警察本部少年課内）
1-1-20

電話番号
相談電話
0120-874-152

受付時間
土曜、日曜、祝日を除く

9:00～16:00

(ヤングテレホン)

各警察署生活安全課

＊P129
(各警察署欄を確認して下さい)

土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

１４ 子ども虐待への対応
（支援概要）
児童相談所等の関係機関との適切な連携と役割分担の下で、子どもの保護に当たっ
たり、虐待が犯罪に当たる場合は適切な事件化に努めています。
＜担当窓口＞
窓口
住所
少 年 サ ポ ー ト セ ン タ ー 宇都宮市塙田
（警察本部少年課内）
1-1-20

電話番号
相談電話
0120-874-152

受付時間
土曜、日曜、祝日を除く

9:00～16:00

(ヤングテレホン)

各警察署生活安全課

＊P129
(各警察署欄を確認して下さい)
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土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

総合的な対応

１５ 暴力団犯罪の被害者への支援
（支援概要）
暴力団犯罪による被害の回復を図るため、被害者からの申出に基づいて、暴力団へ
の連絡や連絡先の教示、被害回復交渉についての助言、被害回復交渉を行う場所とし
ての警察施設の供用などの支援を行っています。
＜担当窓口＞
窓口
警察本部
組織犯罪対策第一課
各警察署の事件を担当
した課

住所
電話番号
宇都宮市塙田
028-622-2424
(暴力相談電話)
1-1-20
＊P129
(各警察署欄を確認して下さい)

受付時間
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

１６ 交通事故被害者への支援
（支援概要）
交通相談窓口を設け、交通事故被害者等からの相談に応じて保険請求・損害賠償制
度、被害者支援・救済制度、示談・調停・訴訟の基本的な制度、手続等の説明や各種
相談窓口・被害者支援組織・カウンセリング機関の紹介等を行っています。
＜担当窓口＞
窓口
住所
電話番号
各警察署交通（捜査）課 ＊P129
(各警察署欄を確認して下さい)
高速道路交通警察隊
鹿沼市茂呂 24-1 0289-76-2856

受付時間
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

１７ 配偶者からの暴力事案に対する対応
（支援概要）
配偶者からの暴力事案には、裁判所が被害者の申立てにより保護命令を発する際に、
裁判所へ書面を提出したり、保護命令を受けた申立人に対して防犯指導等を行ってい
ます。
＜施策担当窓口＞
窓口
県警本部生活安全企画課
＜被害者への教示窓口＞
窓口
各警察署生活安全課

住所
宇都宮市塙田
1-1-20

電話番号
028-621-0110

住所
電話番号
＊P129
(各警察署欄を確認して下さい)
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受付時間
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15
受付時間
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

総合的な対応

１８ ストーカー事案に対する対応
（支援概要）
つきまとい等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する
捜査及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置等を行っています。
＜担当窓口＞
窓口
県警本部生活安全企画課
各警察署生活安全課

住所
電話番号
宇都宮市塙田 028-621-0110
1-1-20
＊P129
(各警察署欄を確認して下さい)

受付時間
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15
土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

１９ 被害者等の一時避難場所の確保に係る公費負担制度
（支援概要）
自宅が犯罪の現場となり、継続して居住が困難で、自ら居住する場所が確保できな
い場合など、公費により、一時的に避難するための宿泊場所を提供します。
（対象要件等）
自宅が犯罪の現場となった殺人、性犯罪等の被害者又はその遺族
＜施策担当窓口＞
窓口
県警本部県民広報相談課
犯罪被害者支援室
＜被害者への教示窓口＞
窓口
各警察署生活安全課

住所
宇都宮市塙田
1-1-20

電話番号
028-621-0110

受付時間

住所
電話番号
＊P129
(各警察署欄を確認して下さい)

受付時間

土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

土曜、日曜、祝日を除く

8:30～17:15

２０ 司法解剖に関する経費の公費負担
（支援概要）
司法解剖が行われた場合、切開痕等を目立たせないように遺体を修復するとともに、
遺体を遺族の希望する場所まで搬送するための経費を公費で負担しています。
公費搬送の区域は栃木県内とさせていただきますが、県外の大学で司法解剖した場
合は、この限りではありません。
＜施策担当窓口＞
窓口
警察本部県民広報相談課
犯罪被害者支援室

住所
宇都宮市塙田 1-1-20
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電話番号
028-621-0110

総合的な対応

＜被害者への教示窓口＞
窓口
住所
電話番号
各警察署警務課
＊P129（各警察署欄を確認して下さい）
高速道路交通警察隊
鹿沼市茂呂 24-1
0289-76-2856
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15

（４）海上保安庁
（組織の紹介）
海上で犯罪が発生した場合は、犯罪捜査機関として適切な捜査を行うとともに、被
害を受けた方々の保護・支援のための各種取組を実施しています。
犯罪の被害を受けた方々のための支援は、各海上保安部署の犯罪被害者等支援主任
者を中心として、事件発生直後から必要な措置をとる体制にあります。
１ 被害者連絡制度
（支援概要）
事件担当捜査員が捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁への送致状況を犯罪被害者等
の方々へ連絡するとともに、犯罪被害者等が求める情報について、捜査上支障のない
範囲で連絡を実施しています。
（対象要件等）
海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者又はその家族
２ 犯罪被害者等支援制度
（支援概要）
各海上保安部署において、犯罪被害者等の支援を専門的に実施する犯罪被害者等支
援主任者を各海上保安部及び各海上保安署に配置し、事件発生直後から犯罪被害者等
の方々への付添い、必要な助言、具体的な支援の説明などを行います。
（対象要件等）
海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者又はその家族
３ 解剖遺体の搬送・修復費の公費負担制度
（支援概要）
司法解剖後の犯罪被害者の遺体について、遺体を遺族宅まで搬送する際の費用や解
剖による切開痕などを目立たないよう修復するための費用を一部公費により負担し
ています。
（対象要件等）
海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者の遺族
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総合的な対応

４ その他の支援
（支援概要）
(1) 犯罪被害者等の安全確保
犯罪の手口、動機、組織的背景、被疑者と犯罪被害者等との関係、被疑者の言
動などの状況から犯罪被害者等に更に被害が及ぶおそれがある時は、被疑者など
に当該犯罪被害者の氏名などを告げないようにするほか、必要に応じ犯罪被害者
等の保護のための措置を講じます。
(3)

女性被害者への配慮
性犯罪等に係る女性被害者の捜査の過程において受ける精神的負担を少しでも

緩和するために、女性海上保安官による事情聴取や付添いなどを行うこととしてい
ます。
（対象要件等）
海上犯罪における身体犯若しくは海上交通死傷事故等の被害者又はその家族
＜担当窓口＞
窓口
海上保安庁総務部政務課
警務管理官
第三管区海上保安部総務部
総務課警務管理官

住所
東京都千代田区
霞ヶ関 2-1-3
神奈川県横浜市中区
北仲通 5-57
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電話番号
(代)
03-3591-6361
(代)
045-211-1118

受付時間
平日
9:30～18:15
平日
8:30～18:15

総合的な対応

（５）法テラス：日本司法支援センター栃木地方事務所（法テラス栃木）
（組織の紹介）
平成 18 年 4 月に、総合法律支援法に基づいて設立された公的な法人です。法テラ
スでは、犯罪被害者等が、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、①刑事手続の
流れや各種支援制度等、法制度に関する情報の提供、②犯罪被害者支援を行っている
相談窓口の案内、③犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介、④被害者参加
人のための国選弁護人を確保する業務等、また資力の乏しい犯罪被害者が加害者に損
害賠償請求の訴訟を提起する場合に、弁護士費用を立て替える等の援助を行っていま
す。
１ コールセンター・犯罪被害者支援ダイヤル
（支援概要）
犯罪被害者支援の知識・経験を持った専門の担当者が、相談窓口や法制度、犯罪被
害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介に関する情報提供を行っています。
※ 料金は全国どこからでも

3 分 8.5 円（税別）です。

（電話番号）0570－079714（「なくことないよ」）
利用時間

平日 9:00～21:00、土曜日 9:00～17:00

(4)

ＰＨＳ・ＩＰ電話からは、03-6745-5601

(5)

金銭の貸し借りや相続など、様々な法的トラブルについては、一般ダイヤル
（0570-078374「おなやみなし」）も設け、情報提供しています。

２ 犯罪被害者支援業務
（支援概要）
犯罪被害者支援業務では、犯罪被害者支援を行っている機関・団体との連携のもと、
各地の相談窓口の情報を収集し、「その方が必要とされている支援」を行っている窓
口をご案内します。
また、被害者にあわれた方やご家族の方などが、その被害者に係る刑事手続に適切
に関与したり、お受けになった損害・苦痛の回復・軽減を図るための法制度に関する
情報を提供します。
さらに、弁護士による法律相談等の支援を必要とされる場合には、個々の状況に応
じて、弁護士をご紹介しています。
また、弁護士費用等については、その方の経済状況等に応じて、民事法律扶助や日
弁連委託法律援助の制度をご利用いただけます。
その他、「被害者参加人のための国選弁護鮮度」に関する業務を行っています。
（対象要件等）
(1)

殺人、傷害、性犯罪、自動車運転過失致死傷等の被害を受けた被害者や直系親

族などで裁判所から刑事裁判への参加を許可された方(被害者参加人）であること
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総合的な対応

(2)

資力（現金・預金等）に関する基準額（150 万円未満）に該当すること（3 か月

以内に犯罪行為を原因として治療費などの費用を支出する見込みがあれば、その
費用は資力から控除します。）
３ 民事法律扶助業務
（支援概要）
民事裁判等手続に関する援助として、無料で法律相談を行い、弁護士費用などの立
て替えを行います。
※ 費用は、原則として毎月分割で償還（お支払）していただきます（無利息）。

（対象要件等）
(1) 収入等が一定額以下であること
(2) 勝訴の見込みがないとはいえないこと（法律相談については、この条件は不要で
す。）
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
４ 日弁連委託援助業務
（支援概要）
告訴・告発、事情聴取同行、マスコミ対応、示談申入れへの対応など、刑事手続、
少年審判等手続及び行政手続に関して、人権救済の観点から弁護士費用などの援助を
行います。
※ 要した費用について、負担をしていただく場合があります。

（対象要件等）
(1) 殺人、傷害、性犯罪、配偶者暴力（ＤＶ）、ストーカー等の被害を受けた方や
その家族
(2) 収入等の要件に該当すること
(3) 弁護士に依頼する必要性・相当性があること
＜栃木県の法テラス＞
窓
口
法テラス栃木
住
所
宇都宮市本町 4-15
電話番号
050-3383-5395
受付時間
平日 9:00～17:00

宇都宮ＮＩビル 2Ｆ
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総合的な対応

（６）栃木県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体
公益社団法人 被害者支援センターとちぎ
（組織の紹介）
突然理不尽な事件、事故に遭遇した犯罪被害者やその家族は、発生直後にとどまらず、
長期でしかも多岐にわたる問題を抱え、身体的、経済的、精神的被害に苦しめられるこ
とが多いことから、当センターは電話相談等を端緒として、民間の立場から被害者やそ
の家族の心情に寄り添いつつ、平穏な生活を取り戻せるよう、関係機関との連携による
支援活動を展開しています。
１ 電話相談・面接相談・無料弁護士相談・無料カウンセリング
（支援概要）
相談員（被害者支援について専門的な研修を積んだ者）による継続的な相談を行っ
ています。必要に応じ、警察や検察庁等の他の支援機関等の情報提供や紹介を行って
います。
２ 直接的支援
（支援概要）
直接支援（自宅訪問、警察付添、検察庁付添、病院付添、裁判所付添）等があり
ます。
３ 自助グループへの支援
（支援概要）
同じような被害に遭われた方同士の交流場所を提供しています。
（対象要件等）
犯罪被害者遺族
＜栃木県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 公益社団法人 被害者支援センターとちぎ代表窓口＞

窓
口
公益社団法人 被害者支援センターとちぎ
住
所
宇都宮市桜 2-2-28 栃木県桜別館 2Ｆ
代表電話
028-623-6600
＜各種相談案内＞
電話相談
028-643-3940
受付時間 祝祭日を除く月～金 10:00～16:00
面接相談
予約制で随時
カウンセリング
弁護士相談
予約制で毎月第 3 木曜日 13:00～
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総合的な対応

（７）公益財団法人 犯罪被害救援基金
（組織の紹介）
国民の浄財からなる基金で、犯罪被害者遺児等に対する学資の給与などの救援事業
を行っています。
１ 奨学金給与事業
（支援概要）
通学先によって給付額は異なりますが、採用時から学業が終了するまでの期間、奨
学金を給与します（給与のため返済の必要はありません）。
（対象要件等）
以下の各要件に当てはまる方
(1) 人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方又は重障害
を受けた方の子弟
(2) 犯罪被害を受けたときにおいて、主として被害者の収入によって生計を維持
していた子弟
(3) 学校に在学し（大学院を除く）、学業・人物ともに優秀で、かつ、学資の支
払いが困難であると認められる子弟
２ 生活の指導・相談事業
（支援概要）
犯罪被害により受けた精神的被害の緩和に努めています。
※ 通話料はかかります。

（対象要件等）
奨学生、その保護者
３ 支援金支給事業
（支援概要）
加害者による実効的な損害賠償が期待できず、かつ、犯罪被害給付制度その他の公
的な救済制度又は保険による補填が認められないなど、その者の個別の事業に照らし
特別な救済の対象とすべき理由がある者に対して支援金を支給する。
（対象要件等）
犯罪被害者、又はその遺族
＜公益財団法人
担当窓口
住
所
電話番号
ファックス

犯罪被害救援基金窓口＞
公益財団法人 犯罪被害救援基金
東京都千代田区平河町 2-3-6 平河町共済ビル内
03-5226-1020
03-5226-1023
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総合的な対応

ホームページ
パンフレット

http://kyuenkikin.or.jp/
明日の笑顔のために

＜警察担当窓口＞
窓口
住所
警察本部県民広報相談課 宇都宮市塙田 1-1-20
犯罪被害者支援室
＊受付時間 土曜・日曜・休日を除く 8:30～17:15
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電話番号
028-621-0110
内線（2187．2188）

司法関連

（８）地方裁判所・簡易裁判所
（組織の紹介）
罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かなどを判断する刑事裁判と、私人間の紛争
を法律的に解決する民事裁判を行います。刑事裁判手続では、犯罪によって被害を受
けた方等を保護するための様々な制度が設けられています。
１ 裁判の優先的傍聴
（支援概要）
傍聴希望者が多い刑事事件で傍聴券が必要となった際、犯罪によって被害を受けた
方等から事前に傍聴を希望する旨の申出があった場合には、優先的に傍聴席が確保さ
れるよう配慮します。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直
系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹

（申出先）事件を審理している裁判所
２ 事件記録の閲覧・コピー
（支援概要）
原則として、刑事事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙 150 円（コピーをする場合は別途コピー代）

が必要です。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を審理している裁判所
３ 意見陳述
（支援概要）
公判期日において、被害に関する心情等の意見を述べることができます。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
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司法関連

(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）検察官
４ 証言する場合の不安等緩和措置
（支援概要）
事案によっては法廷で証言する際、心理カウンセラーや民間団体の支援者、検察庁
の被害者支援員、家族、教師に付き添ってもらうことや、被害者等と被告人・加害者
や傍聴席との間につい立てを置くこと、法廷とテレビ回線で結ばれた別室から証言す
ることができます。
（申出先）
検察官（刑事事件のみ）又は事件を審理している裁判所
５ 被害者に関する情報の保護
（支援概要）
性犯罪等の刑事事件について、公開の法廷で被害者の氏名等を明らかにしないよう
に求めることができ、裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の訴訟手続は、被
害者の氏名等を明らかにしない方法で行われます。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を取り扱った検察庁
６ 刑事裁判への参加（被害者参加制度）
（支援概要）
あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席することが
できるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用につい
て意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託すること
もできますが、弁護士に依頼するお金がない場合（要件については P.121 参照）は、
国が報酬等を負担する弁護士（国選被害者参加弁護士）の選定を求めることができま
す。
（対象要件等）
殺人、傷害、過失運転致死傷等の一定の刑事事件について
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
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司法関連

ただし、平成 20 年 12 月 1 日以降に起訴された事件
（申出先）検察官
国選被害者参加弁護士の選定を求める場合は、日本司法支援センター（法テラス）へ
７ 損害賠償命令制度
（支援概要）
刑事事件を審理している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立て
をすることができます。
※ 申立手数料として収入印紙 2,000 円と、別途郵便切手が必要です。

（対象要件等）
殺人、傷害等の一定の刑事事件について
(1) 被害者
(2) 被害者の一般承継人（相続人など）
ただし、平成 20 年 12 月 1 日以降に起訴された事件
（申出先）刑事事件を審理している地方裁判所
８ 刑事和解
（支援概要）
被告人との間で、事件に関する損害賠償などの民事上の争いについて示談（和解）
ができた場合には、被告人と共同して、刑事事件を審理している裁判所に対し、示談
の内容を公判調書に記載することを求める申立てをすることができます。示談の内容
が記載された公判調書には、民事裁判で和解ができたのと同じ効力があります。
※ 申立手数料として収入印紙 2,000 円が必要です。

（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）刑事事件を審理している裁判所
＜栃木県の地方・簡易裁判所代表窓口＞
窓口
住所
電話番号
受付時間
宇都宮地方裁判所 宇都宮市小幡 1-1-38
028-621-2111
8:30～17:00
宇都宮簡易裁判所
＜裁判所関連ホームページの紹介＞
裁判所における犯罪被害者保 http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
護施策
犯罪によって被害を受けた方 http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/
へ
内の「犯罪によって被害を受けた方へ」
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（９）家庭裁判所
（組織の紹介）
罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などについて、調査、審判を行います。
少年審判手続では、少年犯罪によって被害を受けた方等に配慮した以下のような制度
が設けられています。
１ 事件記録の閲覧・コピー
（支援概要）
原則として、少年事件に関する事件記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙 150 円（コピーをする場合は別途コピー代）

が必要です。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を審理している裁判所または審理した裁判所
但し少年の処分確定から３年以内
２ 意見陳述
（支援概要）
少年事件において、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、被害に関する心情等の意
見を述べることができます。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を審理している裁判所
但し少年の処分が決まるまでの間
３ 審判結果の通知
（支援概要）
少年事件において、少年に対する処分結果等の通知を受けることができます。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
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(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を審理している裁判所または審理した裁判所
但し少年の処分確定から 3 年以内
４ 審判状況の説明
（支援概要）
少年事件において、審判期日における審判の状況について説明を受けることができ
ます。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を審理している裁判所または審理した裁判所
但し少年の処分確定から 3 年以内
５ 審判傍聴
（支援概要）
少年事件のうち、一定の重大事件（被害を受けた方が亡くなったり、生命に重大な
危険を生じさせた傷害を負った事件）については、裁判所の許可により、審判の傍聴
をすることができます。
（対象要件等）
少年の故意の犯罪行為（殺人、傷害致死など）や過失運転致死傷等の一定の重大事
件によって
(1) 被害者が亡くなった場合
亡くなった方のご遺族（配偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、
兄弟姉妹）
(2) 被害者が生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った場合
ア

被害者

イ

被害者の法定代理人（親権者など）

ウ

被害者が重い病気やけがにより傍聴をすることが難しい場合は、その配偶者、
直系親族、兄弟姉妹
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（申出先）事件を審理している裁判所
＜栃木県の家庭裁判所代表窓口＞
窓
口
宇都宮家庭裁判所
住
所
宇都宮市小幡 1-1-38
電話番号
028-621-2111
受付時間
8:30～17:00
＜家庭裁判所関連ホームページの紹介＞
http://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
裁判所における
犯罪被害者保護施策
http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/syonen_hanzai_hi
少年犯罪によって
gai.pdf
被害を受けた方へ
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（１０）検察庁
（組織の紹介）
犯罪を捜査し、刑事事件に関し加害者を裁判にかけるか否かを決めたり、裁判で法
の正当な適用を請求したりします。
被害者支援としては、様々な相談に応じたり、犯罪被害者等へ事件に関する情報を
提供したりしています。
１ 被害者支援員による支援
（支援概要）
犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、
証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、犯罪被害者等の状況に応じた関係
機関・団体等を紹介するなどの支援活動を行っており、各地方検察庁に被害者専用電
話・ＦＡＸとして被害者ホットラインを設置しています。
（専門窓口）各地方検察庁設置の被害者ホットライン
２ 被害者等通知制度
（支援概要）
刑事事件の処分結果、裁判結果、加害者の収容先刑事施設、有罪裁判確定後の刑事
施設における加害者の処遇状況、加害者の刑事施設からの出所情報等をお知らせしま
す。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の親族又はそれに準ずる者
（親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。）
(3) 目撃者その他の参考人等（一部の通知を除く。）
（申出先）事件を取り扱った検察庁
３ 再被害防止のための受刑者の釈放予定等の通知
（支援概要）
被害者等通知制度とは別に、再被害防止のために必要がある場合に加害者の釈放予
定等を通知します。
（申出先）事件を取り扱った検察庁
４ 確定記録の閲覧
（支援概要）
刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、これらは、刑
事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができます。
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なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後３年間とな
っています。
※ 閲覧手数料として収入印紙 150 円が必要です。

（申出先）事件を取り扱った検察庁（確定した刑事裁判の第一審判決言渡裁判所に対応
する検察庁）
５ 不起訴記録の閲覧
（支援概要）
不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、被害者参加制度の対象となる事件（下
記「刑事裁判への参加（被害者参加制度）」参照）の被害者等については、「事件の
内容を知ること。」などを目的とする場合でも、捜査・公判に支障を生じたり、関係
者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧することができます。
また、それ以外の事件の被害者等についても、民事訴訟等において被害回復のため
損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には、捜査・公
判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を
閲覧することができます。
（申出先）事件を取り扱った検察庁
６ 意見陳述
（支援概要）
あらかじめ検察官に希望を申し出た場合、刑事裁判の法廷で、被害に関する心情等
の意見を述べることができます。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされていたりする場合は、その配
偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を取り扱った検察庁
７ 刑事裁判への参加（被害者参加制度）
（支援概要）
あらかじめ検察官に申し出て裁判所の許可を得た場合、公判期日に出席することが
できるほか、一定の要件の下で、被告人等に質問したり、事実又は法律の適用につい
て意見を述べたりすることができます。また、これらの行為を弁護士に委託すること
もできますが、弁護士に依頼するお金がない場合（要件については P.124 参照）は、
国が報酬等を負担する弁護士（国選被害者参加弁護士）の選定を求めることができま
す。
（対象要件等）
殺人、傷害、自動車による過失運転致死傷等の一定の刑事事件について
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(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
ただし、平成 20 年 12 月 1 日以降に起訴された事件
（申出先）事件を取り扱った検察庁
国選被害者参加弁護士の選定を求める場合は、日本司法支援センター（法テラス）へ
８ 被害者に関する情報の保護
（支援概要）
性犯罪等の刑事事件について、公開の法廷で被害者の氏名等を明らかにしないよう
に求めることができ、裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読等の訴訟手続は、被
害者の氏名等を明らかにしない方法で行われます。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）事件を取り扱った検察庁
９ 被害回復給付金支給制度
（支援概要）
財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産（犯罪被害財産）については、その犯罪
が組織的に行われた場合や、犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマ
ネー・ローンダリングが行われた場合には、犯人からはく奪した犯罪被害財産を金銭
化してその事件により被害を受けた方などに、その申請に基づき被害回復給付金を支
給しています。
（対象要件等）
刑事裁判で認定された財産犯等の犯罪行為の被害者等のほか、そうした犯罪行為と
一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者等
（申出先）支給手続を行うものとして公告された検察官が所属する検察庁
１０ 公判記録の閲覧・コピー（起訴された事件の同種余罪の被害者等）
（支援概要）
被害を受けた件の損害賠償請求をするために必要があるときには、起訴された刑事
事件の記録の閲覧、コピーをすることができます。
※ 閲覧・コピーの手数料として収入印紙 150 円（コピーをする場合は別途コピー代）

が必要です。
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（対象要件等）
(1) 起訴された事件の同種余罪の被害者
(2) 同種余罪の被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 同種余罪の被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、
その配偶者、直系親族（被害を受けた方の親や子など）、兄弟姉妹
（申出先）起訴された事件を審理している裁判所に対応する検察庁
＜栃木県の検察庁代表窓口＞
窓
口
宇都宮地方検察庁
住
所
宇都宮市小幡 2-1-11
電話番号
028-621-2525
受付時間
平日 8:30～17:15 *土日祝日除く

（１１）栃木県弁護士会
（組織の紹介）
弁護士法に基づいて地方裁判所の区域（管轄）毎に設置され、その区域に法律事務
所を設けている全弁護士と弁護士法人を会員とする団体です。
１ 法律相談センター
（支援概要）
犯罪被害者等に弁護士による法律相談（面接相談）を行います。また、示談交渉、
民事裁判の提起、告訴手続等、捜査機関・司法機関（検察官から被害者への説明や裁
判傍聴の同行など）・マスコミ等への対応、捜査機関及び司法機関からの情報収集な
ど様々です。
２ 人権公害委員会
栃木県弁護士会に設置されている、人権擁護、女性子供の権利、公害・環境問題な
どを取り扱う機関です。
３ 犯罪被害者対策委員会
栃木県弁護士会に設置されている、犯罪被害者やその遺族の方等への法的支援活
動等を取り扱う機関です。
＜栃木県の弁護士会窓口＞
窓
口
栃木県弁護士会
住
所
宇都宮市明保野町 1-6
電話番号
028-689-9000
受付時間
平日 10:30～12:00 13:00～16:30
※ 相談料の詳細は下記ホームページをご覧下さい。
※ 栃木県弁護士会ホームページ

http://www.tochiben.com/
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＜栃木県弁護士協同組合＊公判記録のコピー閲覧関係担当窓口＞
住
所
宇都宮市明保野町 1-6 栃木県弁護士会内
電話番号
028-689-9000

（１２）栃木県司法書士会
（組織の紹介）
司法書士法に基づいて法務局又は地方法務局の管轄区域毎に設置され、その区域の
司法書士を会員とする団体です。司法書士は、不動産取引や会社設立等における登記
手続の代理、簡易裁判所における民事事件の訴訟代理（140 万円以下）のほか、裁判
所・検察庁・法務局に提出するあらゆる書類の作成を手がけています。
１ 総合相談センター
（支援概要）
犯罪被害にあった後の今後の対応についての助言や、告訴状や告発状の書類作成を
行います。請求内容が 140 万円以下のものであれば、加害者に対し裁判外での示談交
渉や損害賠償・慰謝料等の請求を行うほか、簡易裁判所を通してこれらの請求を行い
ます。
※ 相談のみは無料、それ以外は、所定の費用を負担していただきます。

＜栃木県の司法書士会＞
窓
口
栃木県司法書士会
住
所
宇都宮市幸町１－４
電話番号
028-614-1122
受付時間
平日 9:00～17:00
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（1３）矯正管区
（組織の紹介）
法務省矯正局の地方支分部局として全国 8 か所に設置され、その管轄区域の刑務所、
少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院が適切に管理運営されるよ
う監督を行っています。
１ 被害者等通知制度
（支援概要）
少年院送致処分を受けた加害者に係る被害者等通知制度についての質問に対する
説明等を行っています。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系
親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹
２ 加害者との外部交通に関する相談
（支援概要）
犯罪被害者等から、加害者である被収容者との外部交通（面会・信書の発受）に関
する相談に対して、その一般的な取扱いについての説明を行っています。
＜栃木県内矯正施設管轄窓口＞
窓
口 東京矯正管区総務課
住
所 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1
さいたま新都心合同庁舎 2 号館 13 階

電話番号

048-600-1500

（1４）刑事施設
（組織の紹介）
刑事施設には刑務所、少年刑務所、拘置所があり、このうち、刑務所と少年刑務所
は、主として受刑者を収容し、処遇を行う施設であり、拘置所は、主として刑事裁判
が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。
１ 加害者との外部交通に関する相談
（支援概要）
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犯罪被害者等から、加害者である被収容者との外部交通（面会、信書の発受）に関
する相談に対して、その一般的な取扱いについての説明を行っています。
栃木県内の所在施設
住所
電話
栃木刑務所庶務課
栃木市惣社町 2484
0282-27-1885
黒羽刑務所庶務課
大田原市寒井 1466-2
0287-54-1191
宇都宮拘置支所庶務課
宇都宮市小幡 1-1-9
028-622-2657
足利拘置支所
足利市助戸町 3-511-1
0284-41-3919
大田原拘置支所
大田原市美原 1-17-37
0287-22-2359
喜連川社会復帰促進センター さくら市喜連川 5547
028-686-3111
庶務課

（１５）少年鑑別所
（組織の紹介）
主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を収容し、その心
身の状態等について専門的な調査や診断を行う法務省所管の施設です。その結果は、
家庭裁判所に送付され、審判や少年院、保護観察所での指導・援助に活用されます。
１ 被害者等通知制度
（支援概要）
犯罪被害者等から、少年院送致処分を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する
旨の申出があった場合、申出書や申出に必要な書類を受け付けています。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系
親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹
＜栃木県内の所在施設＞
窓
口
宇都宮少年鑑別所庶務課
住
所
宇都宮市鶴田町 574-1
電話番号
028-648-5062
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（１６）少年院
（組織の紹介）
家庭裁判所から保護処分として送致された少年等に対し、再び犯罪・非行を犯さな
いよう、健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設です。
１ 被害者等通知制度
（支援概要）
少年院送致処分を受けた加害者の処遇状況等の通知を希望する被害者等に対して、
加害少年の収容されている少年院の名称及び所在地、教育予定期間、個人別教育目標、
出院年月日等を通知しています。
（対象要件等）
(1) 被害者
(2) 被害者の法定代理人（親権者など）
(3) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系
親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹
（申出先）少年鑑別所（上記少年鑑別所部分参照）
＜栃木県内の所在施設＞
窓
口
喜連川少年院庶務課
住
所
さくら市喜連川 3475-1
電話番号
028-686-3020

（１７）地方更生保護委員会
（組織の紹介）
各高等裁判所の管轄区域ごとに全国８か所に設置され、加害者の仮釈放等を許す旨
の決定及び仮釈放を取り消す旨の決定等をする権限を有する合議機関です。
１ 意見等聴取制度
（支援概要）
刑務所などからの仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かに関する審理におい
て、仮釈放等に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。
（対象要件等）
(1) 加害者が仮釈放等審理中であること
(2) 被害者
(3) 被害者の法定代理人（親権者など）
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(4) 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、配偶者、直系
親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹
（申出先）仮釈放等審理を行っている地方更生保護委員会又は被害者等の居住地を管轄
する保護観察所
２ 被害者等通知制度
（支援概要）
刑務所、少年院などに収容されている加害者の仮釈放等審理の開始や結果について
通知を行います。
（対象要件等）
(1) 刑務所などに収容され、仮釈放審理を行う場合
ア 被害者
イ 被害者の親族又はそれに準ずる者
（親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。）
(2) 少年院に収容され、仮退院審理を行う場合
ア 被害者
イ 被害者の法定代理人（親権者など）
ウ 被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹
（申出先）
(1)については、事件を取り扱った検察庁
(2)については､少年鑑別所
窓
住

口
所

電話番号
受付時間

関東地方更生保護委員会被害者窓口
埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1
さいたま新都心合同庁舎 2 号館
048-601-2132
平日 9:30～17:15（土、日、祝日を除く）

（１８）保護観察所
（組織の紹介）
各地方裁判所の管轄地域ごとに全国 50 か所に設置され、保護観察や精神保健観察
などを行う法務省所管の機関です。保護観察中の加害者が再び犯罪・非行をすること
のないよう、期間中、指導監督などをするとともに、犯罪被害者等の心情などを伝達
し、保護観察中の加害者に被害の実状等を直視させて、反省や悔悟の情を深めさせる
ことも行っています。

- 159 -

刑事施設、保護観察所等

１ 心情等伝達制度
（支援概要）
被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活
や行動に関する意見を聴き、これを保護観察中の加害者に伝えます。
（対象要件等）
(1) 加害者が保護観察中であること
(2) 被害者
(3) 被害者の法定代理人（親権者など）
(4) 被害者が亡くなっていたり､重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹
（申出先）加害者の保護観察を実施している保護観察所又は被害者等の居住地を管轄す
る保護観察所
２ 被害者等通知制度
（支援概要）
犯罪被害者等に対し、保護観察中の加害者の処遇状況などに関する事項について通
知を行います。
（対象要件等）
(1) 加害者が刑事処分になった場合
ア 被害者
イ 被害者の親族又はそれに準ずる者
（親族に準ずる者とは、内縁関係にある方、婚約者の方などです。）
(2) 加害者が保護処分になった場合
ア 被害者
イ 被害者の法定代理人（親権者など）
ウ 被害者が亡くなっていたり､重い病気やけがをされている場合は､その配偶者、
直系親族（被害を受けた方の親や子など）又は兄弟姉妹
（申出先）(1)については、事件を取り扱った検察庁
(2)のうち､少年院送致処分の場合は少年鑑別所、保護観察処分の場合は保護
観察所
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３ 相談・支援
（支援概要）
犯罪被害者等の相談に応じ、悩み等を聴いたり、各種制度の説明や、関係機関の紹
介などを行ったりします。
＜栃木県の保護観察所窓口＞
窓
口
宇都宮保護観察所企画調整課
住
所
宇都宮市小幡 2-1-11 宇都宮地方法務合同庁舎 5 階
電話番号
028-621-2298
受付時間
平日 10:00～16:00（土、日、祝日を除く）
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（１９）法務局・地方法務局
（組織の紹介）
全国の法務局・地方法務局又はその支局では、人権相談所を設置し、法務局職員や
法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が、様々な人権問題について相談に応じてい
ます。犯罪被害者等に対する人権侵害の疑いのある事案については、人権侵犯事件と
して調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じています。
１ 常設人権相談所
（支援概要）
全国共通のナビダイヤル又は、面談により様々な人権相談に応じています。
窓口
住所
電話番号
宇都宮地方法務局

宇都宮市小幡 2-1-11
(宇都宮地方法務合同庁舎)

足利支局
栃木支局
日光支局
真岡支局
大田原支局

足利市相生町 1-12
栃木市片柳町 1-22-25
日光市今市本町 20-3
真岡市荒町 5176-3
大田原市本町 1-2695-109

みんなの人権 110 番
0570-003-110
平日 8:30～17:15

２ 子どもの人権 110 番
（支援概要）
全国共通のフリーダイヤルで子どもからの人権相談に応じています。
電話番号
受付時間
0120-007-110
平日 8:30～17:15
３ 女性の人権ホットライン
（支援概要）
全国共通のナビダイヤルで女性からの人権相談に応じています。
電話番号
受付時間
0570-070-810
平日 8:30～17:15
４ 外国人のための人権相談所
（支援概要）
英語・中国語などの通訳を配置し、日本語による意志疎通が困難な外国人が安心し
て相談できるようにしています。（開催日、時間などの詳細については下記までお問
い合わせ下さい）。
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＜外国人のための人権相談問合せ先＞
相談場所
受付日時
東京法務局内人権相談室 毎週 月曜日
千代田区九段南 1-1-15
13:30～16:00
九段第 2 合同庁舎 12 回
毎週 火・木曜日
13:30～16:00
毎週 火・木曜日
13:30～16:00

通訳言語
中国語
0570-050110
英語
0570-090911
ドイツ語
03(5213)1372

お問い合わせ先
東京法務局
人権擁護部
03(5213)1372
平日 8:30～17:15

５ インターネット人権相談受付窓口（SOS－e メール）
（支援概要）
法務省ホームページ上にパソコン、携帯電話いずれも使用可能なインターネットに
よる人権相談受付窓口（ＳＯＳ－ｅメール）を開設し、24 時間 365 日相談を受け付
けています。
＜メール相談窓口＞
パソコン
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
携帯電話
https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html

（２０）地方入国管理局
（組織の紹介）
地方入国管理局は、管轄地域ごとに全国 15 ヶ所に地方入国管理局又はその支局が
設置され、外国人の出入国管理や在留管理などを行う法務省所管の機関です。
（支援概要）
地方入国管理局では、関係機関と連携しながら、人身取引の防止・撲滅と被害者
の保護に向けた取組を進めています。
外国人被害者である可能性のある方について情報提供を受け付けるとともに、被
害者の認定や保護を行っています。
＜問い合わせ先＞
窓口
札幌入国管理局
仙台入国管理局
東京入国管理局
成田空港支局
羽田空港支局

住所
北海道札幌市中央区大通西 12 丁目
宮城県仙台市宮城野区五輪 1-3-20
東京都港区港南 5-5-30
千葉県成田市古込 1-1
成田国際空港第二旅客ターミナルビル 6 階
東京都大田区羽田空港 2-6-4
羽田空港 CIQ 棟
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横浜支局
名古屋入国管理局
中部空港支局
大阪入国管理局
関西空港支局
神戸支局
広島入国管理局
高松入国管理局
福岡入国管理局

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 10-7
045-769-1720
愛知県名古屋市港区正保町 5-18
052-559-2150
愛知県常滑市セントレア 1-1 CIQ 棟内
0569-38-7410
大阪府大阪市住之江区南港北 1-29-53
06-4703-2100
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1
072-455-1453
兵庫県神戸市中央区海岸通り 29
078-391-6377
広島県広島市中区上八丁堀 2-31
082-221-4411
香川県高松市丸の内 1-1
087-822-5852
福岡県福岡市博多区下臼井 778-1
092-623-2400
福岡空港国内線第３ターミナルビル内
那覇支局
沖縄県那覇市樋川 1-15-15
098-832-4185
・人身取引に関するホームページ http://www.immi-moj.go.jp/zinsin/index.html

（２１）公益財団法人 栃木県国際交流協会（Tochigi.International.Association）
１ 相談受付
（組織の紹介）
在県外国人からの各種相談を受け付けています。
窓
口
住
所
電話番号
受付時間
対応言語
ホームページ

公益財団法人栃木県国際交流協会
宇都宮市本町 9-14 とちぎ国際交流センター内
028-627-3399
火～土 9:00～16:00 日曜･月曜、祝日、年末年始を除く。
日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語
※その他の言語は相談下さい。
http://tia21.or.jp
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ｄ
（２２）栃木県精神保健福祉センター
（組織の紹介）
精神保健の向上や精神障害者の福祉の増進を図るための都道府県が設置する機関
で、精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、相談指導など精神保健に関する広
範囲な活動を行っています。
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
受付時間

栃木県精神保健福祉センター
宇都宮市下岡本町 2145-13
028-673-8785
平日 8:30～17:15

１ 相談業務
（支援概要）
心の健康相談、精神医療に係る相談、社会復帰相談を始め、アルコール、薬物、思
春期、認知症等に関する相談等、幅広く精神保健福祉全般の相談を実施しています。
２ 自助グループの紹介
（支援概要）
同じような悩みを抱える方に、交流場所を提供しています。
（対象要件等）
自助グループによって異なります。

（２３）栃木県健康福祉センター・各市福祉事務所
（組織の紹介）
都道府県及び市に設置が義務づけられた「福祉に関する事務所」で、生活保護法、
児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知
的障害者福祉法に定める援護、育成や更生の措置に関する事務を行っています（都道
府県の設置する福祉事務所については、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並び
に寡婦福祉法に関する事務となります。）。
１ 相談・援護
（支援概要）
生活保護法、児童福祉法などいわゆる福祉各法に定める援護、育成又は更生の措置
に関する業務を行っています。
生活に困っている方、児童、高齢者、身体・知的障害者等いろいろな問題を持って
いる方々の福祉の相談に応じます。
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また、生活保護制度について、資産、能力等すべてを活用した上でも生活に困窮す
る者に対し、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障
するため、厚生労働省で定める最低生活費から収入を差し引いた差額を、保護費とし
て支給するとともに、その自立を助長します。
県の施設では健康福祉センター、各市においては各福祉事務所が対応します。
窓口
県東健康福祉センター
県南健康福祉センター
県北健康福祉センター
宇都宮市社会福祉事務所
・生活保護に関すること
・高齢者福祉に関すること
・障がい福祉に関すること
・児童福祉に関すること
・保育に関すること

足利市福祉事務所
栃木市福祉事務所
佐野市福祉事務所
鹿沼市福祉事務所
日光市福祉事務所
小山市福祉事務所
真岡市福祉事務所
大田原市福祉事務所
矢板市福祉事務所
那須塩原市福祉事務所
さくら市福祉事務所
那須烏山市福祉事務所
下野市福祉事務所

住所
真岡市荒町 2-15-10
小山市犬塚 3-1-1
大田原市住吉町 2-14-9

電話番号
0285-82-2138
0285-21-2216
0287-23-2171

生活福祉第 1､2 課
高齢福祉課
障がい福祉課
子ども家庭課
保育課
足利市本城 3-2145
栃木市万町 9-25
佐野市高砂町 1
鹿沼市今宮町 1688-1
日光市今市本町 1
小山市中央町 1-1-1
真岡市荒町 5191
大田原市本町 1-3-1
矢板市本町 5-4
那須塩原市共墾社 108-2
さくら市氏家 2771
那須烏山市田野倉 85-1
下野市石橋 552-4

028-632-2373
028-623-2360
028-632-2229
028-632-2386
028-632-2393
0284-20-2133
0282-21-2212
0283-20-3020
0289-63-2173
0288-21-5149
0285-22-9622
0285-83-8195
0287-23-8637
0287-43-1116
0287-62-7136
028-681-1161
0287-88-7115
0285-52-1112

（２４）栃木県が設置する健康福祉センター（宇都宮市の場合は宇都宮市保健所ほか）
（組織の紹介）
保健所は、健康に関する住民からの相談に幅広く対応するため、地方公共団体（都
道府県、指定都市や中核市等）が設置する保健所に位置づけられています。県では、
健康福祉センターが保健所の役割を担っています。医師、薬剤師、保健師、栄養士等
の医療保健の専門職が働いており、心身の状況を総合的に扱うことができます。DV
（ドメスティックバイオレンス）に関する相談、心の健康に関する相談、児童虐待、
養育等児童に関するあらゆる相談、生活保護に関する相談、覚せい剤・大麻・危険ド
ラッグ等の薬物乱用の相談に関する業務、ＨＩＶ等感染症検査も行っています。
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１ 相談業務
（支援概要）
身体的・精神的な健康に関しての不安や不調に関して、問題の整理をしながら、必
要に応じて、適切な医療機関の紹介を行います。相談者が、保健所に電話をしたり、
来所した場合に相談に乗ることはもちろんですが、相談内容や相談者の状況に応じて、
必要な場合には、保健師が自宅に訪問をして相談に乗ることもできます。特に大規模
な災害や事件等におけるＰＴＳＤ等の精神的な課題に関しては、初期の対応のみなら
ず、中長期的な支援も行っており、医療機関や市町村と協力しながら継続的に、相談
に乗ることができます。また、被害者の方のみならず、被害者を支援する方の相談に
応じることもできます。
２ DV（ドメスティック・バイオレンスに関する相談）
窓口
住所
県東健康福祉センター
真岡市荒町 2-15-10
県南健康福祉センター
小山市犬塚 3-1-1
県北健康福祉センター
大田原市住吉町 2-14-9
受付時間 平日 9:00～16:00

電話番号
0285-82-2139
0285-21-2294
0287-23-2172

３ 児童虐待、養育等児童に関するあらゆる相談
窓口
住所
県東健康福祉センター
真岡市荒町 2-15-10
県南健康福祉センター
小山市犬塚 3-1-1
県北健康福祉センター
大田原市住吉町 2-14-9
受付時間 平日 8:30～17:15

電話番号
0285-82-2139
0285-21-2294
0287-23-2172

４ 心の健康に関する相談
窓口
県西健康福祉センター
県東健康福祉センター
県南健康福祉センター
県北健康福祉センター
安足健康福祉センター
今市健康福祉センター
栃木健康福祉センター
矢板健康福祉センター
烏山健康福祉センター
宇都宮市保健所
受付時間 平日 8:30～17:15

電話番号
0289-62-6224
0285-82-2138
0285-22-6192
0287-22-2259
0284-41-5895
0288-21-1066
0282-22-4121
0287-44-1297
0287-82-2231
028-626-1114

住所
鹿沼市今宮町 1664-1
真岡市荒町 2-15-10
小山市犬塚 3-1-1
大田原市住吉町 2-14-9
足利市真砂町 1-1
日光市瀬川 51-8
栃木市神田町 6-6
矢板市本町 2-25
那須烏山市中央 1-6-92
宇都宮市竹林町 972
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５ ひとり親家庭等の就業や生活に関する相談
窓口
住所
県東健康福祉センター
真岡市荒町 2-15-10
県南健康福祉センター
小山市犬塚 3-1-1
県北健康福祉センター
大田原市住吉町 2-14-9

電話番号
0285-82-2139
0285-21-2294
0287-23-2172
＊町部の方は上記健康福祉センター、市部の方は各市福祉事務所(P.166)へお問い合
わせください。

受付時間

平日 8:30～17:15

６ 生活保護及び生活困窮に関する相談
窓口
住所
県東健康福祉センター
真岡市荒町 2-15-10
県南健康福祉センター
小山市犬塚 3-1-1
県北健康福祉センター
大田原市住吉町 2-14-9

電話番号
0285-82-2138
0285-21-2216
0287-23-2171

＊町部の方は上記健康福祉センター、市部の方は各市福祉事務所(P.163)へお問い合
わせください。

受付時間

平日 8:30～17:15

７ 覚せい剤 ・大麻 ・危険ドラッグ等の薬物乱用の相談
窓口
住所
県西健康福祉センター
鹿沼市今宮町 1664-1
県東健康福祉センター
真岡市荒町 2-15-10
県南健康福祉センター
小山市犬塚 3-1-1
県北健康福祉センター
大田原市住吉町 2-14-9
安足健康福祉センター
足利市真砂町 1-1
宇都宮市保健所
宇都宮市竹林町 972
受付時間 平日 8:30～17:15
８ ＨＩＶ等感染症検査に関する相談
窓口
住所
県西健康福祉センター
鹿沼市今宮町 1664-1
県東健康福祉センター
真岡市荒町 2-15-10
県南健康福祉センター
小山市犬塚 3-1-1
県北健康福祉センター
大田原市住吉町 2-14-9
安足健康福祉センター
足利市真砂町 1-1
宇都宮市保健所
宇都宮市竹林町 972
宇都宮市保健センター
宇都宮市駅前通り
1-4-6

- 168 -

電話番号
0289-64-3029
0285-83-7220
0285-22-6119
0287-22-2364
0284-41-5897
028-626-1104

電話番号
0289-64-3125
0285-82-3323
0285-22-1219
0287-22-2679
0284-41-5895
028-626-1114
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（２５）社会福祉協議会

（組織の紹介）

社会福祉協議会は地域の住民やボランティア、福祉・保健・医療等の関係機関、行
政機関の協力を得て、福祉のまちづくりをめざす民間組織です。
１ 各種福祉事業等
（支援概要）
社会福祉協議会は地域福祉を推進する組織として、高齢者・障害者等に対するホー
ムヘルプサービスや配食サービス等の在宅福祉サービス事業や心配ごと相談など、様
々な福祉事業を実施しています。
実施している事業については、社会福祉協議会により違いますので、利用にあたっ
ては次の各社会福祉協議会あてお問い合わせください。
※ 支援にかかる費用の一部負担が必要なサービスもあります。
窓口
住所
栃木県社会福祉協議会
宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
宇都宮市社会福祉協議会
宇都宮市中央 1-1-15 市総合福祉センター内
足利市社会福祉協議会
足利市東砂原後町 1072 市総合福祉センター内
栃木市社会福祉協議会
栃木市今泉町 2-1-40 市保健福祉センター内
佐野市社会福祉協議会
佐野市大橋町 3212-27 市総合福祉センター内
鹿沼市社会福祉協議会
鹿沼市万町 931-1 市総合福祉センター内
日光市社会福祉協議会
日光市今市 511-1
小山市社会福祉協議会
小山市神鳥谷 931－3 市神鳥谷庁舎内
真岡市社会福祉協議会
真岡市荒町 110-1 市総合福祉保健センター内
大田原市社会福祉協議会
大田原市浅香 3-3578-17 市福祉センター内
矢板市社会福祉協議会
矢板市扇町 2-4-19 市きずな館内
那須塩原市社会福祉協議会
那須塩原市南郷屋 5-163 健康長寿センター内
さくら市社会福祉協議会
さくら市喜連川 904 喜連川社会福祉センター内
那須烏山市社会福祉協議会
那須烏山市田野倉 85-1 市保健福祉センター内
下野市社会福祉協議会
下野市小金井 789 市保健福祉センターゆうゆう館内
上三川町社会福祉協議会
上三川町上蒲生 127-1 上三川いきいきプラザ内
益子町社会福祉協議会
益子町大字益子 1532-5 町福祉センター内
茂木町社会福祉協議会
茂木町茂木 1043-1 町保健福祉センター内
市貝町社会福祉協議会
市貝町大字市塙 1720-1 町保健福祉センター内
芳賀町社会福祉協議会
芳賀町南 1-6-1 町トレーニングセンター内
壬生町社会福祉協議会
壬生町壬生甲 3843-1 町保健福祉センター内
野木町社会福祉協議会
野木町友沼 5840-7 ホープ館内
塩谷町社会福祉協議会
塩谷町玉生 872 町老人福祉センター内
高根沢町社会福祉協議会
高根沢町石末 1825 町福祉センター内
那須町社会福祉協議会
那須町大字寺子乙 2566-1 ゆめプラザ・那須内
那珂川町社会福祉協議会
那珂川町馬頭 560-1 町馬頭総合福祉センター内
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電話
028(622)0524
028(636)1215
0284(44)0322
0282(22)4457
0283(22)8100
0289(65)5191
0288(21)2759
0285(22)9501
0285(82)8844
0287(23)1130
0287(44)3000
0287(37)5122
028(686)2670
0287(88)7881
0285(43)1236
0285(56)3166
0285(70)1117
0285(63)4969
0285(68)3151
028(677)4711
0282(82)7899
0280(57)3100
0287(45)0133
028(675)4777
0287(72)5133
0287(92)2226
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２ 福祉サービスに関する苦情相談
（支援概要）
福祉サービスに関する苦情の相談を受け付け、中立、公正な立場から助言・あっせ
ん等を行っています。
＜担当窓口＞
栃木県運営適正化委員会（栃木県社会福祉協議会内） 電話 028-622-2941
３ 日常生活自立支援事業
（支援概要）
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力を十分発揮できない方を対象に、福祉
サービスの利用や日常的な金銭管理の援助等を行うことにより、地域において自立し
た生活を送れるよう支援します。
＜担当窓口＞ご相談・お問い合わせは最寄りのあすてらす、またはお住まいの市町社会
福祉協議会へ
窓口
とちぎ権利擁護センターあすてらす
あすてらす うつのみや
あすてらす あしかが
あすてらす とちぎ
あすてらす さの
あすてらす かぬま
あすてらす にっこう
あすてらす おやま
あすてらす もおか
あすてらす おおたわら
あすてらす やいた
あすてらす なすしおばら
あすてらす なすからすやま
あすてらす しもつけ

場所
県社会福祉協議会内
宇都宮市社会福祉協議会
足利市社会福祉協議会
栃木市社会福祉協議会
佐野市社会福祉協議会
鹿沼市社会福祉協議会
日光市社会福祉協議会
小山市社会福祉協議会
真岡市社会福祉協議会
大田原市社会福祉協議会
矢板市社会福祉協議会
那須塩原市社会福祉協議会
那須烏山市社会福祉協議会
下野市社会福祉協議会

電話
028-621-1234
028-635-1234
0284-44-0372
0282-20-7755
0283-21-5330
0289-63-2817
0288-21-5577
0285-22-5353
0285-83-8585
0287-23-7375
0287-43-8700
0287-38-1161
0287-82-3500
0285-43-1250

４ 生活福祉資金
（支援概要）
経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とし、低所得世帯、障害者世
帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付を行っています。
＜担当窓口＞
ご相談・お問い合わせはお住まいの市町社会福祉協議会へ(P149)
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（２６）地域包括支援センター
（組織の紹介）
市町村や、市町村から受託した法人が設置する機関で、高齢者が住み慣れた地域で、
その人らしい生活を継続することができるようにするため、介護サービスをはじめ、保
健・医療・福祉などの様々なサービスが、高齢者のニーズや状態の変化に応じて、継続
的かつ包括的に提供されるよう支援を行います。
１ 総合相談支援業務
（支援概要）
個々の高齢者が、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、
関係機関や制度の利用につなげるなどの、総合的な相談・支援を行います。
２ 権利擁護業務
（支援概要）
高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業や成年後見制度などの権利擁護を目的と
するサービスや制度を活用しながら、高齢者のニーズに即した適切なサービスや機関
につなぐなどの支援を行います。
＜包括支援センター一覧＞ 別表２参照

（２７）障害者虐待防止センター
（組織紹介）
各市町において設置され、障害者虐待に関する相談・通報の窓口であり、障害者
虐待に関する相談・通報等の受理、指導・助言及び広報、普及啓発を行っています。
＜「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」及び
「使用者による障害者虐待」の通報窓口＞

名称

平

所在地

TEL

日
FAX

休日・夜間
TEL

宇都宮市障害者虐待防止
センター
足利市福祉部障がい福祉課
障がい支援担当
栃木市保健福祉部社会福祉課

宇都宮市旭町
1-1-5
足利市本城 3-2145

028-632-2366

028-636-0398

028-632-2222

0284-20-2134

0284-21-5404

0284-20-2222

栃木市万町 9-25

0282-21-2203

0282-21-2682

0282-22-3535

佐野市こども福祉部
障がい福祉課
鹿沼市障害者虐待防止
センター
日光市障がい者虐待防止
センター

佐野市高砂町 1

0283-20-3025

0283-24-2708

0283-20-3025

鹿沼市今宮町
1688-1
日光市今市本町 1

0289-63-2176

0289-63-2169

0289-64-2111

0288-25-3715

0288-21-5105

0288-25-3715
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小山市保健福祉部福祉課

小山市中央 1-1-1

0285-22-9629

0285-24-2370

0285-22-9420

真岡市障害者虐待防止
センター
大田原市保健福祉部福祉課
福祉支援係
矢板市虐待防止センター

真岡市荒町 5191

0285-83-8129

0285-82-2340

大田原市本町
1-3-1
矢板市本町 5-4

0287-23-8921

0287-23-7632

休：0285-82-1111
夜：0285-83-6105
0287-23-1111

0287-44-2112

0287-43-5404

080-8885-6096

那須塩原市障害者虐待防止
センター
さくら市障害者虐待防止
センター
那須烏山市障がい者虐待防止
センター
下野市社会福祉課

那須塩原市共墾社
108-2
さくら市氏家 2771

0287-62-7026

0287-63-8911

028-681-1161

028-682-1305

那須烏山市田野倉
85-1
下野市石橋 552-4

0287-88-7115

0287-88-6069

休：0287-62-7026
夜：0287-62-0736
090-1996-4484
090-5554-6968
0287-80-1020

0285-52-1112

0285-52-1137

0285-40-5551

上三川町福祉課福祉人権係

河内郡上三川町
しらさぎ 1-1
芳賀郡益子町大字
益子 2030
芳賀郡茂木町大字
茂木 155
芳賀郡市貝町大字
塙 1280
芳賀郡芳賀町大字
祖母井 1020
下都賀郡壬生町通
町 12-22
下都賀郡野木町大
字丸林 571
塩谷郡塩谷町大字
玉生 741
塩谷郡高根沢町
大字石末 2053
那須郡那須町大字
寺子丙 3-13
那須郡那珂川町
馬頭 409

0285-56-9128

0285-52-7493

0285-56-9128

0285-72-8866

0285-70-1141

0285-63-5631

0285-63-5600

休：0285-72-2111
夜：0285-72-8483
0285-65-0467

0285-68-1113

0285-68-4671

028-677-1112

028-677-2716

0282-81-1883

0282-81-1121

休：0285-68-1113
夜：0285-72-8483
休 028-677-1112
夜 0285-72-8483
0282-81-1883

0280-57-4196

0280-57-4193

090-3246-2260

0287-45-1119

0287-41-1014

080-1321-0346

028-675-8105

0288-675-8988

0287-72-6917

0287-72-0904

0287-92-1119

0287-92-1164

休：028-675-8105
夜：028-675-1711
休：0287-72-6901
夜：0287-72-1215
0287-80-1020

益子町民生部健康福祉課
福祉係
茂木町障害者虐待防止
センター
市貝町障害者虐待防止
センター
芳賀町障害者虐待防止
センター
壬生町民生部健康福祉課
社会福祉係
野木町障がい者虐待防止
センター
塩谷町障害者虐待防止
センター
高根沢町健康福祉課
那須町障害者虐待防止
センター
那珂川町障がい者虐待防止
センター

（２８）栃木県障害者権利擁護センター
（組織の紹介）
栃木県障害福祉課内に設置され、障害者虐待に関する市町相互間の連携調整、情
報提供、助言その他必要な支援を行っています。
＜「使用者による障害者虐待」の通報・届出窓口＞
名 称
栃木県障害者
権利擁護センター

所在地
宇都宮市塙田 1-1-20
保健福祉部障害福祉課内
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平 日
TEL
FAX
028-623-3139 028-623-3052

休日･夜間

TEL
－
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（２９）栃木県医療安全相談センター
（組織の紹介）
患者・家族と医療機関（病院、診療所等）との信頼関係の構築を支援するとともに、
医療の質と安全を高めることを目的としています。
１ 相談業務
（支援概要）
患者・家族からの医療に関する苦情や心配、相談に対応し、患者・家族が自らの力
で問題を解決することができるよう、適切な助言を行います。
（ご相談前の注意事項）
(1) ご相談の内容によっては、より適切な相談窓口（専門機関）等をご紹介する場合
があります。
(2) 医療行為における過失や因果関係の有無、医療機関の責任の有無の判断はできま
せん。
(3) 医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。
(4) 現在の症状に関する疾病名等の診断はできません。
(5) 面談による相談時間は、原則として 30 分とさせていただきます。
＜県域医療安全相談センター＞
住所
宇都宮市塙田 1-1-20 県民プラザ内（栃木県庁本館 2F）
電話、ＦＡＸ
電話 028-623-3900
ファックス 028-623-2057
相談方法
電話、面談（要予約）、手紙、FAX、E メール
受付時間
平日 9 時～11 時 30 分、13 時～16 時 30 分
メールアドレス
iryouan@snow.ucatv.ne.jp
＜二次医療圏医療安全相談センター＞
県西医療安全相談 住所
鹿沼市今宮町 1664-1（県西健康福祉センター内）
センター
電話
電話 0289-64-3125
受付時間 平日 8 時 30 分～12 時、13 時～17 時 15 分
県東医療安全相談 住所
真岡市荒町 2-15-10（県東健康福祉センター内）
センター
電話
電話 0285-82-3321
受付時間 平日 8 時 30 分～12 時、13 時～17 時 15 分
県南医療安全相談 住所
小山市犬塚 3-1-1（県南健康福祉センター内）
センター
電話
電話 0285-22-0302
受付時間 平日 8 時 30 分～12 時、13 時～17 時 15 分
県北医療安全相談 住所
大田原市住吉町 2-14-9（県西健康福祉センター内）
センター
電話
電話 0287-22-2257
受付時間 平日 8 時 30 分～12 時、13 時～17 時 15 分
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安足医療安全相談 住所
センター
電話
受付時間

足利市真砂町 1-1（安足健康福祉センター内）
電話 0284-43-2267
平日 8 時 30 分～12 時、13 時～17 時 15 分

（３０）栃木県臨床心理士会
（組織の紹介）
臨床心理士会は、「財団法人日本臨床心理士資格認定協会」の認定を受けた「臨床
心理士」のうち、県内に在住または勤務する者から構成された会です。当会は、会員
相互の連携を密するとともに、その資格と技能の向上を図り、心理臨床の実践および
研究をとおして社会の健全な発展に寄与することを目的として、各種の活動を展開し、
被害者支援も行っております。
参考文献：「臨床心理士に出会うためには」【第 2 版】編者

日本臨床心理士会

http://webclub.kcom.ne.jp/ma/jsccp/
１ 臨床心理士に関する情報提供
（支援概要）
臨床心理士が働く職域等についての情報提供をしています。
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
ファックス
ホームページ

栃木県臨床心理士会
宇都宮市鶴田 2-1-8 ムギショウビル 2Ｆ
栃木県カウンセリングセンター内
028-670-3688
028-649-1213
http://tsccp.info

（３１）栃木県社会福祉士会
（組織の紹介）
「社会福祉士」は、「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉
業務に携わる人の国家資格です。以下のような場所で、福祉に関する相談援助業務な
どを行っています。
(1) 児童福祉法関係施設 （児童相談所、養護施設、知的障害児施設等）
(2) 障害者総合支援法関係施設、身体障害者福祉法関係施設等
(3) 生活保護関係施設 （救護施設、更生施設等）
(4) 社会福祉法関係事業所 （福祉事務所、社会福祉協議会等）
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法関係施設 （母子・父子福祉センター等）
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(6) 医療法関係施設 （病院等）
(7) 介護保険法関係施設（地域包括支援センター等）
社会福祉士会は、社会福祉士からなる団体で、福祉・医療・保健・教育・司法行政
等の関係機関と力を合わせ、福祉を必要とする方が、地域で安心した生活を送れる
よう支援しています。
１ 成年後見人等の紹介・受任
（支援概要）
判断能力が不十分な高齢者や障害者に対し、成年後見制度の利用相談、成年後見人
の養成と候補者名簿の家庭裁判所への提出、積極的受任と受任者へのサポートを実施
しています。
※ 家庭裁判所の審判によって支援にかかる費用の一部を負担していただく場合があ

ります。
２ 栃木県虐待対応センター
（支援概要）
栃木県弁護士会及び栃木県社会福祉士会は、高齢者の尊厳の保護等にとって虐待を
防止することが極めて重要であることに鑑み、栃木県内の市町及び地域包括支援セン
ターの虐待防止に関する施策等に協力し、もって高齢者の人権を擁護するため、栃木
県虐待対応センターを設置・運営しています。
（業務）
(1)

市町等に対する高齢者虐待対応に関する相談・助言

(2)

市町等への虐待対応専門職チームの派遣

(3)

虐待対応の研修の実施

(4)

その他高齢者虐待対応に関する業務

＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
受付時間

栃木県社会福祉士会
宇都宮市若草 1-10-6
028-600-1725
9:00～16:00

とちぎ福祉プラザ内
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（３２）労働基準監督署
（組織の紹介）
労働基準法のほか、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法、家内労働法、賃金の
支払の確保等に関する法律、労働者災害補償保険法等の法令等に基づき、労働条件確
保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っています。
１ 労災保険給付
（支援概要）
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等において、労働者
やその遺族のために、必要な保険給付等を行っています。具体的には、保険給付の申
請・相談等に対応し、調査の上、労災保険の給付等を行います。
労働基準監督署一覧
宇都宮労働基準監督署

足利労働基準監督署
栃木労働基準監督署

鹿沼労働基準監督署
大田原労働基準監督署
日光労働基準監督署
真岡労働基準監督

＊受付時間

管轄区域
宇都宮市・さくら
市・那須烏山市・高
根沢町・那珂川町
足利市
栃木市・小山市・下
野市・壬生町・野木
町・佐野市
鹿沼市
大田原市・矢板市・
那須塩原市・那須町
日光市・塩谷町
真岡市・益子町・茂
木町・市貝町・芳賀
町・上三川町

住所
宇都宮市明保野 1-4
宇都宮第 2 地方合同庁舎
別館
足利市大正町 864
栃木市沼和田町
20-24

電話
028-633-4251

鹿沼市戸張町 2365-5
大田原市本町
2-2828-19
日光市今市 305-1
真岡市荒町
5195

0289-64-3215
0287-22-2279

0284-41-1188
0282-24-7766

0288-22-0273
0285-82-4443

平日 8:30～17:15

（３３）ハローワーク（公共職業安定所）
（組織の紹介）
全国に設置される国の行政機関で、職業安定法に基づいて職業紹介、雇用対策、雇
用保険制度運営等を行っています。
１ 就職支援
（支援概要）
個々の求職者に対する職業相談を通じて、求職者の置かれた状況に応じたきめ細や
かな就職支援を行っています。
＜管理機関＞
栃木県労働局

028-634-9115
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＜ハローワーク一覧＞
一 覧
ハローワーク
宇都宮
ハローワーク
駅前プラザ

管轄区域
宇都宮市
上三川町
高根沢町
宇都宮市
上三川町
高根沢町

宇都宮
新卒応援
ハローワーク
ハローワーク
那須烏山
ハローワーク
鹿沼
ハローワーク
栃木
ハローワーク
佐野
ハローワーク
足利
ハローワーク
真岡

ハローワーク
矢板
ハローワーク
大田原

ハローワーク
小山

那須烏山市
那珂川町
鹿沼市
栃木市
壬生町
佐野市
足利市
真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
矢板市
さくら市
塩谷町
大田原市
那須塩原市
(旧塩原町)
(旧西那須野町)
小山市
下野市
野木町

小山わかもの
ハローワーク

ハローワーク
日光
ハローワーク
黒磯

住所
宇都宮市明保野 1-4
宇都宮第２地方合同
庁舎 1Ｆ
宇都宮市駅前通り
1-3-1
ＫＤＸビル 2Ｆ

電話
028-638-0369

受付日時
平日
8:30～17:15

028-623-8609

宇都宮市駅前通り
1-3-1
ＫＤＸビル 1Ｆ

028-678-8311

那須烏山市城東
4-18
鹿沼市睦町
287-20
栃木市神田町
8-5
佐野市天明町
2553
足利市丸山町
688-14
真岡市荒町
5101

0287-82-2213

平日
8:30～19:00
土曜日
10:00～17:00
平日
8:30～19:00
土曜日
10:00～17:00
平日
8:30～17:15
平日
8:30～17:15
平日
8:30～17:15
平日
8:30～17:15
平日
8:30～17:15
平日
8:30～17:15

矢板市末広町
3-2

0287-43-0121

平日
8:30～17:15

大田原市紫塚
1-14-2

0287-22-2268

平日
8:30～17:15

小山市喜沢 1475
0285-22-1524
おやまゆうえんち
ハーヴェストウォーク内
小山市中央 3-3-10
0285-37-7127
ロブレ 632 2Ｆ

平日
8:30～17:15

日光市

日光市今市本町
32-1
那須塩原市 那須塩原市共墾社
(旧黒磯市） 119-1
那須町
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0283-22-6260
0284-41-3178
0285-82-8655

0288-22-0353
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平日
9:30～18:00
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平日
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平日
8:30～17:15
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（３４）総合労働相談コーナー
（組織の紹介）
全国の都道府県労働局、主な労働基準監督署庁舎内、主要都市の利便性の高い駅周
辺に設置され、労働問題に関するあらゆる相談、情報の提供等のワンストップサービ
スを実施しています。
１ 相談業務
（支援概要）
労働条件、募集・採用等労働問題に関する様々な分野についての相談を、専門の相
談員が面談・電話で受け付けています。裁判所、地方公共団体等他の紛争解決機関の
情報も提供します。
窓口
栃木労働局
総合労働相談コーナー

住所
宇都宮市明保野町 1-4
宇都宮第 2 地方合同庁舎
4 階総務部企画室内

宇都宮
総合労働相談コーナー

宇都宮市明保野町 1-4
宇都宮第２地方合同庁舎別館
宇都宮労働基準監督署内
足利
足利市大正町 864
総合労働相談コーナー
足利労働基準監督署内
栃木
栃木市沼和田町 20-24
総合労働相談コーナー
栃木労働基準監督署内
鹿沼
鹿沼市戸張町 2365-5
総合労働相談コーナー
鹿沼労働基準監督署内
大田原
大田原市本町 2-2828-19
総合労働相談コーナー
大田原労働基準監督署内
日光
日光市今市 305-1
総合労働相談コーナー
日光労働基準監督署内
真岡
真岡市荒町 5195
総合労働相談コーナー
真岡労働基準監督署内
＊受付時間 平日 8:30～17:15

電話番号
028-634-9112

028-633-4251

0284-41-1188
0282-24-7766
0289-64-3215
0287-22-2279
0288-22-0273
0285-82-4443

（３５）独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部
栃木職業能力開発促進センター
（組織の紹介）
公共職業能力開発施設として、求職者や在職者の方を対象とした職業訓練の他、労
働者に対するキャリア・コンサルティング、中小企業に対する人材確保等のための助
成金の支給、雇用管理に関する相談等を行っています。
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１ 職業訓練
（支援概要）
求職中の方を対象に、再就職に必要な知識や技能の習得を目的として実施する離職
者訓練と、在職者の方を対象に、仕事を遂行する上で必要な専門的知識や技能・技術
の習得を目的として実施する在職者訓練を行っています。
（対象要件等）
求職者・在職者
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
受付時間

栃木職業能力開発促進センター訓練課

宇都宮市若草 1-4-23
028-621-0689
平日 9:00～17:15

（３６）労政事務所
（組織の紹介）
県の機関で、就職・労働問題全般に関する相談を受け付けています。
１ 就職支援
（支援概要）
個々の求職者に対する就職活動支援や就労者に対する労働相談などの支援を行っ
ています。
窓口
宇都宮労政事務所

住所
宇都宮市竹林町 1030-2
河内庁舎
小山労政事務所
小山市犬塚 3-1-1
小山庁舎
大田原労政事務所 大田原市中央 1-9-9
那須庁舎
足利労政事務所
足利市伊勢町 4-19
足利庁舎
＊受付時間 平日 8:30～17:00
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（３７）とちぎジョブモール
（組織の紹介）
とちぎジョブモールは、若年者をはじめ中高年齢者や障害のある方などの就職を支
援するために県が設置した施設です。就職に関する悩み相談や適職診断、面接の受け
方等の指導、更には個々の能力や特性を踏まえたキャリアカウンセリング、併設する
新卒応援ハローワークでの職業紹介、職場定着までをワンストップで支援します。
１ 総合相談
（支援概要）
就職に向け求職者がどのような問題を抱えているかを把握し、必要な情報の提供や
談窓口の案内等を行う。また、問題の解決に向け、継続的な支援を行っています。

２ キャリアカウンセリング
（支援概要）
求職者が自らの適性や能力、経験などに応じて職業生活を設計し、効果的に職業選
択や能力開発ができるよう適職診断や個別相談などによりアドバイスを行います。キ
ャリアカウンセラーが就職に関する悩みや適職診断、就職情報の提供などを行ってい
ます。

３ 各種セミナー・能力開発
（支援概要）
就職に必要なビジネスマネーやコミュニケーション能力取得等のための各種セ
ミナーを開催するほか、ジョブモールのキャリアカウンセリングをもとに、就労
不安定な若者等に職業訓練を受けるためのバウチャー（利用券）を交付するなど、
求職者の能力開発を支援します。
４ 専門相談
（支援概要）
就職支援関係機関の協力を得て、高齢者や障害者などの対象者別の相談窓口や、農
林業の相談を定期的に行っています。

５ 職業紹介
（支援概要）
同一フロア内に「宇都宮新卒応援ハローワーク」を併設し、新規学卒者等への職業紹
介を実施するほか、一般求職者向けの求人検察システムを設置しています。
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＜担当窓口＞
窓口
住所
電話、ファックス
URL
受付時間
メール相談

とちぎジョブモール
宇都宮市駅前通り 1-3-1 ＫＤＸ宇都宮ビル１Ｆ
電話 028-623-3226 ﾌｧｸｽ 028-623-3236
http://www.tochigi-work2.net
平日：8:30 分～19:00、土曜日：10:00～17:00
日曜、祝日、年末年始は除く
tochigi-shushoku1@sirius.ocn.ne.jp
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（３８）配偶者暴力相談支援センター
配偶者（事実婚や元配偶者を含む）や交際相手からの暴力を受けた被害者の相談や
関係機関の紹介を行うなど、被害者の支援を行う上で中心的な役割を果たす施設です。
栃木県ではとちぎ男女共同参画センターが配偶者暴力相談支援センターの機能を果
たしています。また、市町では宇都宮市、日光市、小山市の３市が設置しています。
１ 相談業務等
配偶者等からの暴力に関する相談業務、関係機関・団体の紹介、一時保護、シェル
ター等に関する情報提供や保護命令制度の利用についての援助を行います。
２ 情報提供等
就業の促進、住宅の確保に関する情報提供等による援助を行っています。
＜担当窓口＞
窓口
電話番号
とちぎ男女共同参画センター 028-665-8720

受付時間

日光市配偶者暴力相談支援センター 0288-30-4140

月～金 電話相談 9:00～20:00 面接相談は要予約
土・日 電話相談 9:00～16:00 祝休日、年末年始除く
火～土 電話相談 9:00～17:00
第４土曜日は正午まで、祝休日、年末年始除
月～金 電話相談 8:30～17:15 祝休日、年末年始除く

小山市配偶者暴力相談支援センター 0285-22-9602

月～金

宇都宮市配偶者暴力相談支援センター

028-635-7751

電話相談 9:00～17:00

祝休日、年末年始除く

＊配偶者からの暴力被害者支援情報（内閣府ＨＰ）～http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html

（３９）とちぎ男女共同参画センター（婦人相談所）
（組織の紹介）
女性の抱える様々な問題に関する相談業務、一時保護等を実施しています。
１ 相談業務
女性相談員による女性のための電話相談や面接相談を行っています。また、女性弁護
士による法律相談や女性医師による健康相談、男性のための電話相談等も行っています。
（支援内容）
・様々な問題を抱えた女性からの相談に応じ、自立に向けた適切な支援を行います。
・配偶者からの暴力被害者に対しては、相談に応じるほか、心身の回復のため心
理学的な指導、自立を支援するための各種制度の利用や、保護命令の制度及び一
時保護施設の利用等についての情報提供や助言を行います。
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（支援対象等）
・配偶者（事実婚や元配偶者を含む）や交際相手からの暴力を受けた方
・人事取引の被害を受けた方
・売春に関わった、又は関わりそうな方
・その他援助を必要とする状態にあると認められる方
(1)一般相談（電話相談・面接相談）
開設日：月曜日～日曜日

※祝休日・年末年始を除く

（面接相談は、火曜日～日曜日）
時

間：9:00～16:00

電

話：028-665-8720（面接相談は、要予約）

(2)配偶者暴力相談（電話相談・面接相談）
開設日：月曜日～日曜日

※祝休日・年末年始を除く

（面接相談は、火曜日～日曜日の 9:00～16:00）
時

間：9:00～20:00（土曜日・日曜日は 16:00 まで）

電

話：028-665-8720（面接相談は、要予約）

(3)就職・再就職相談（電話相談・面接相談）
開設日：第２・４水曜日

※祝休日・年末年始を除く

時

間：13:00～16:00

電

話：028-665-8724（面接相談は、要予約）

２ 一時保護
（支援概要）
配偶者からの暴力被害者、家に帰れない事情のある方など、緊急の保護が必要と認
められる場合に、本人の意思を確認した上で、一時保護を行います。
一時保護期間中は、入所者と同伴家族の安全、安心を確保しつつ、心身の健康を回
復させるため、医学的又は心理学的な支援等、必要な支援を行います。
※

一時保護については、各市の福祉事務所（P145）、県の各健康福祉センター(P146)
の相談窓口にご相談ください。
なお、休日、夜間の緊急な案件については、各警察署に御連絡ください。

（４０）宇都宮市女性相談所
（組織の紹介）
宇都宮市が設置した機関であり、女性のみなさまのいろいろな相談に応じています。
（女性相談）
女性のこと・家族のこと、夫の暴力・結婚・離婚・男女のトラブルなど女性相談員
がお話をうかがい、みなさまと一緒に考えます。
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（女性のためのカウンセリング）
夫婦・家庭などの人間関係の悩みごとやストレス、自分自身の性格や生き方など女
性カウンセラーが相談をお受けします。
（女性のための法律相談）
離婚について、親権や養育費のこと、相続の問題など女性弁護士が相談をお受けし
ます。
女性相談

028-636-5731

女性のためのカウンセリング

028-636-5731

女性のための法律相談

028-636-5731

来所相談（面接相談要予約）、電話相談 9:00～17:00
火曜日から土曜日（月曜日が祝休日のときは火曜日も休み）
第 3 土曜日 13:00～17:00
お一人 50 分程度 電話にて要予約
第 1･3 水曜日 13:30～16:00 お一人 25 分程度
電話にて要予約

（４１）とちぎ性暴力被害者サポートセンター「とちエール」
（組織の紹介）
性犯罪・性暴力被害にあわれた方の心身の負担軽減や健康回復、警察への届出の促
進・被害者の潜在化防止を図ることを目的に、被害直後から被害にあわれた方のニー
ズに応じて、総合的な支援を行うための相談窓口です。
１ 相談業務
（支援概要）
女性相談員が被害にあわれた方等からの電話・面接相談を行った後、そのニーズに
基づいて、医療的支援や捜査関連支援などの必要な支援のコーディネートを行い、各
関係機関・団体につなぎ、連携しながら支援を行っています。
（支援内容）
・医療的支援：産婦人科医療（緊急避妊措置等）
・警察関連支援：警察への申告等（本人の意向を尊重）
・心理的支援：心理的外傷回復にかかるカウンセリング等の照会
・法的支援：法的支援にかかる弁護士の紹介
・生活・その他の支援：必要な支援が提供できる関係機関・団体の照会、連携等
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
受付時間

とちぎ性暴力被害者サポートセンター「とちエール」
宇都宮市竹林 911-1 済生会宇都宮病院内
028-678-8200（ハートにおうえん）
平日 9:00～17:30（緊急医療のみ～22:00 まで）
土曜 9:00～12:30（緊急医療のみ～22:00 まで）
※ 日曜、祝日、年末年始は除く
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（４２）民間シェルター
（組織の紹介）
配偶者や交際相手などからの暴力を受けた被害者が、加害者から緊急一時的に避難
できる施設です。また、相談の対応、被害者の自立に向けた同行支援等、被害者に対
する様々な援助を行っています。
１、相談・緊急一時保護等
（支援概要）
被害者からの相談の対応のほか、行政窓口、裁判所、医療機関などへの同行支援、
就業や引越しのサポート、自助グループ活動なども行っています。
※

宿泊する際には、利用料が必要な場合があります。

＜窓口＞
機関名
電話番号
認定 NPO 法人
028-621-9993
ウイメンズハウスとちぎ
NPO 法人
0285-24-5192
サバイバルネット・ライフ

受付時間
月～金 祝休日･年末年始除く
9:00～17:00
月～金 祝休日･年末年始除く
10:00～16:00

（４３） 母子家庭等就業・自立支援センター
（組織の紹介）
ひとり親家庭等の就業や生活に関する相談を受け付けています。
（支援概要）
母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業相談から就業支援講習会、就業
情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービス等を提供します。
（対象要件等）
母子家庭等（夫の暴力により母と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失わ
れているが、止むを得ない事情により離婚の届け出を行っていない方等を含む。）
＜担当窓口＞
窓 口
母子家庭等就業・自立支援センター
住 所
宇都宮市野沢町 4-1
とちぎ男女共同参画センター１階
電 話
028-665-7806
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（４４）児童相談所
（組織の紹介）
18 歳未満の子どものあらゆる問題について相談に応じる機関です。一義的な子ど
もにかかわる相談を受け付ける市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、養護性が
高く、より専門的な判断が求められる相談については児童相談所が対応します。
１ 相談業務
（支援概要）
子ども虐待や育児の悩み等について、保護者や子どもからの相談に対応しています。
必要な場合は子どもを一時保護したり、施設に措置したりします。
＜児童虐待に関する相談・通告＞
連絡先
電話番号
児童相談所全国共通
ダイヤル
児童虐待緊急ダイヤル
（中央児童相談所）

189
0570-064-000
028-665-3677

テレホン児童相談
（中央児童相談所）

028-665-7788

受付時間
通年（365 日、年末年始を含む）
24 時間
通年（365 日、年末年始を含む）
平日 17:15～翌 8:30
土日祝 24 時間
毎日（365 日、年末年始を含む）
9:00～20:00

＜虐待、養育等児童に関するあらゆる相談＞
窓口
中央児童相談所

県南児童相談所

県北児童相談所

＊受付時間

管轄区域
宇都宮市、鹿沼市、日光
市、真岡市、上三川町、
益子町、茂木町、市貝町、
芳賀町
足利市、栃木市、佐野市、
小山市、下野市、壬生町、
野木町
大田原市、矢板市、那須
塩原市、さくら市、那須
烏山市、塩谷町、高根沢
町、那須町、那珂川町

住所

電話

宇都宮市
野沢町 4-1

028-665-7830

栃木市
0282-24-6121
沼和田町 17-22
那須塩原市
南町 7-20

月曜日から金曜日：8:30～17:15
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（４５）乳児院・児童養護施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設
（組織の紹介・支援概要）
(1) 乳児院
親の死亡や病気・家出・虐待など様々な事情で家庭での養育が困難な乳児（特
に必要のある場合、幼児も含む。）を入所させて養育し、退所後も相談等の援助
を行うことを目的とする施設です。
(2) 児童養護施設
保護者のない子ども、虐待されている子どもその他環境上養護を必要とする子ど
もを入所させ養護し、退所した後も相談や自立のための援助を行うことを目的とす
る施設です。
(3) 情緒障害児短期治療施設
軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者の下から通わせ
て、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について、相談その他の援助を行
うことを目的とする施設です。
(4) 児童自立支援施設
不良行為などにより、生活指導等を要する子どもを入所または通所させ、個々の
子どもの状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、退所した後も必要な
相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
＜担当窓口＞
児童相談所（P165 参照）

（４６）母子生活支援施設
（組織の紹介）
経済的問題や心身の不安定といった問題を抱える母子を保護し、その自立の促進の
ために生活を支援することを目的とした施設です。入所の申し込みは、居住地の福祉
事務所に対して行うことになります。また、申し込みについては、母子からの依頼に
基づいて、母子生活支援施設が母子の代わりに行うこともできます。
１ 緊急母子一時保護
（支援概要）
経済的問題や心身の不安定といった問題を抱える母子を保護し、その自立の促進の
ために生活を支援します。
※都道府県等が所得の状況に応じて定める金額を負担していただくことになります。
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（対象要件等）
以下に該当し、かつその児童の監護を十分に果たすことができない女子とその児童
(1) 夫との死別・離婚や夫の失踪等により、現在夫がいない女子
(2) 配偶者の暴力から母子で逃れており、婚姻の実態が失われている女子
＜入所申込み＞
居住地の福祉事務所、P145 福祉事務所参照）

（４７）ファミリー・サポート・センター
（組織の紹介）
市町村が設置、運営する機関で、「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行
いたい人」を結びつける会員制の育児支援ネットワークです。児童の預かり等の援助
を受けることを希望する者と援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関す
る連絡、調整を行っています。
１ 各種サポート
（支援概要）
以下のような事業を実施しています。
(1) 保育施設の開始前や終了後又は学校の放課後、子どもを預かる。
(2) 保育施設までの送迎を行う。
(3) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かる。
(4) 買い物等外出の際、子どもを預かる。
※利用料については各サポートセンターにお問い合わせ下さい。
（対象要件等）登録をした会員
登録のための窓口
宇都宮市ファミリーサポートセンター
あしかがファミリー・サポート・センター
栃木市ファミリー・サポート・センター
栃木市ファミリーサポートセンターおおひら
ファミリー・サポート・センターさの
鹿沼ファミリ－サポ－トセンタ－
日光市ファミリー・サポート・センター

住所

電話

宇都宮市馬場通り 4-1-1
宇都宮市民プラザ 6 階
足利市西宮町 2838 番地
さいこうふれあいセンター内
栃木市箱森町 36-31
とちぎコミュニティプラザ内
栃木市大平町西水代 1704－4
大平みなみ児童館内
佐野市大橋町 3212-27
佐野市総合福祉センター内
鹿沼市東末広町 1932-7
ＮＰＯ法人鹿沼ファミリー劇場内
日光市今市 399-6

028-616-1571
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小山市ファミリー・サポート・センター

小山市城山町 3-7-5
城山・サクラ・コモン小山市子育て支援総合センター内
真岡市荒町 5191
真岡市役所内
大田原市住吉町 1-8-19
小山市子育てプラザ館内
矢板市本町 5-4
矢板市社会福祉協議会内
那須塩原市西大和 6-2

0285-24-1012

028-682-2217

上三川町ファミリー・サポート・センター

さくら市櫻野 1329
氏家福祉センター内
下野市小金井 789
ゆうゆう館内
河内郡上三川町しらさぎ 1-1

益子町ファミリ－・サポ－ト・センタ－

芳賀郡益子町大字益子 2030

0285-72-8865

芳賀町ファミリ－・サポート・センタ－

芳賀郡芳賀町大字祖母井 1020

028-677-6024

壬生町ファミリ－・サポート・センタ－

壬生町壬生甲 3843-1
壬生町保健福祉センター内
下都賀郡野木町大字丸林 571
野木公民館内
塩谷郡高根沢町太田 625-3
にじいろ保育園・子育て支援センターれんげそう内
那須郡那珂川町小川 869

0282-82-3309

真岡市ファミリ－サポート・センタ－
大田原市ファミリー・サポート・センター
矢板市ファミリ－サポ－トセンタ－
那須塩原市ファミリ－サポ－トセンタ－
さくら市ファミリー・サポート・センター
下野市ファミリ－・サポート・センタ－

野木町ファミリ－・サポート・センタ－
高根沢町ファミリー・サポート・センター
那珂川町ファミリー・サポート・センター

0285-83-8131
0287-20-0021
0287-44-3000
0287-47-6252

0285-44-1176
0285-56-9137

0280-57-4138
028-676-1955
0287-96-5223

（４８）栃木県教育委員会
（組織の紹介）
児童生徒が犯罪被害者になった場合に、学校や関係機関との連携を図り、必要な支
援を行っています。また、災害や事件・事故などへの対応として、緊急的にスクール
カウンセラー（臨床心理士等）を配置する事業を行っています。
１ 相談業務
（支援概要）
児童生徒に関する諸問題についての相談のほか、家庭養育やしつけ、いじめや不登
校など子どもの抱える問題に関する保護者のための電話相談や、いじめや不登校、そ
の他学校生活に関する児童生徒のための電話相談などがあります。
＜児童生徒に関する諸問題についての相談＞
窓
口
栃木県総合教育センター 教育相談部
住
所
宇都宮市瓦谷町 1070
電話番号
028-665-7210・7211
受付時間
月曜～金曜 9:30～17:15（祝祭日を除く）
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＜いじめや不登校その他学校生活に関する問題についての相談＞
窓
口
住
所
電
話
河内教育事務所
宇都宮市竹林町 1030-2 河内庁舎 028-626-3184
上都賀教育事務所
鹿沼市今宮町 1664-1 上都賀庁舎 0289-62-0162
芳賀教育事務所
真岡市田町 1568 芳賀庁舎
（分庁舎） 0285-82-5274
下都賀教育事務所
栃木市神田町 6-6 下都賀庁舎
0282-23-3782
塩谷南那須教育事務所
矢板市鹿島町 20-22 塩谷庁舎
0287-43-0609
那須教育事務所
大田原市中央 1-9-9 那須庁舎
0287-23-2194
安足教育事務所
佐野市堀米町 607 安蘇庁舎
0283-23-5479
相談日・相談時間 月～金曜日 9:00～16:00（祝祭日を除く）
＜電話相談・メール相談＞
（家庭教育や学校生活に関する相談）
「ホットほっと電話相談」
・家庭教育ホットライン（保護者専用）

028-665-7867

相談日・相談時間 (月）～（金）８：３０～２１：３０
(土）・（日） ８：３０～１７：３０
＊上記時間外と第 3 日曜日・祝日・年末年始は留守番電話・FAX で受付
・いじめ相談さわやかテレホン（子ども専用） 028-665-9999
相談日・相談時間 毎日 24 時間
・メール相談

パソコン版 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｔｈｏｔｍａｉｌ．ｊｐ
モバイル版 http:／／ｗｗｗ.hothotmail.jp／m.html

（４９）市町教育委員会
（組織の紹介）
児童生徒が犯罪被害者になった場合に、また、災害や事件・事故などに巻き込まれ
た場合に、学校や関係機関との連携を図り、必要な支援を行います。
担当窓口
住所
電話番号
受付時間
宇都宮市教育委員会
学校教育課
足利市教育委員会
学校教育課
栃木市教育委員会
学校教育課
佐野市教育委員会
教育センター
鹿沼市教育委員会
学校教育課
日光市教育委員会
学校教育課

宇都宮市旭 1-1-5

028-632-2672

平日 8:30～17:15

足利市本城 3-2145

0284-20-2220

平日 8:30～17:15

栃木市万町 9-25

0282-21-2474

平日 8:30～17:15

佐野市高砂町 1

0283-20-3108

平日 8:30～17:15

鹿沼市今宮町 1688-1

0289-63-2236

平日 8:30～17:15

日光市今市本町 1

0288-21-5181

平日 8:30～17:15
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小山市教育委員会
学校教育課
真岡市教育委員会
学校教育課
大田原市教育委員会
学校教育課
矢板市教育委員会
学校教育課
那須塩原市教育委員会
学校教育課
さくら市教育委員会
学校教育課
那須烏山市教育委員会
学校教育課
下野市教育委員会
学校教育課
上三川町教育委員会
教育総務課
益子町教育委員会
学校教育課
茂木町教育委員会
生涯学習課
市貝町教育委員会
こども未来課
芳賀町教育委員会
こども育成課
壬生町教育委員会
学校教育課
野木町教育委員会
こども教育課
塩谷町教育委員会
学校教育課
高根沢町教育委員会
こどもみらい課
那須町教育委員会
学校教育課
那珂川町教育委員会
学校教育課

小山市中央町 1-1-1

0285-22-9651

平日 8:30～17:15

真岡市荒町 5191

0285-83-8181

平日 8:30～17:15

大田原市湯津上 5-1081

0287-98-7113

平日 8:30～17:15

矢板市矢板 106-2

0287-43-6217

平日 8:30～17:15

那須塩原市あたご町
2-3
さくら市喜連川 4420-1

0287-37-5349

平日 8:30～17:15

028-686-6620

平日 8:30～17:15

那須烏山市大金 240

0287-88-6222

平日 8:30～17:15

下野市石橋 552-4

0285-52-1118

平日 8:30～17:15

上三川町しらさぎ 1-1

0285-56-9156

平日 8:30～17:15

益子町大字益子 2030

0285-72-8861

平日 8:30～17:15

茂木町茂木 143-1

0285-63-3337

平日 8:30～17:15

市貝町大字市塙 1280

0285-68-1119

平日 8:30～17:15

芳賀町大字祖母井 1020

028-677-1414

平日 8:30～17:15

壬生町通町 12-22

0282-81-1870

平日 8:30～17:15

野木町丸林 571

0280-57-4138

平日 8:30～17:15

塩谷町船生 989-1

0287-48-7501

平日 8:30～17:15

高根沢町大字石末 1825

028-675-6466

平日 8:30～17:15

那須町大字寺子丙 3-13

0287-72-6922

平日 8:30～17:15

那珂川町小川 2814-1

0287-96-2114

平日 8:30～17:15

（５０）学校
（組織の紹介）
在籍する児童生徒が犯罪被害者となった場合に、教職員による支援を行うとともに、
臨床心理に関して専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラーによるカウン
セリングを行い、児童生徒やその保護者の心のケアに努めます。
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１ スクールカウンセラー
（支援概要）
スクールカウンセラーが配置された学校においては、スクールカウンセラーが児童
生徒や保護者のカウンセリングを行うほか、災害や事件・事故などが起きた場合には、
緊急的にスクールカウンセラー等を派遣し、災害や犯罪の被害児童生徒の心のケアを
行います。
＜窓口＞
在籍する学校にお問い合わせください。

（５１）独立行政法人 日本スポーツ振興センター
（組織の紹介）
我が国におけるスポーツの振興、児童生徒等の健康の保持増進を図るための中核
的・専門的機関として、スポーツの普及等に関する各種業務のほか、全国６ヶ所の事
務所で災害共済給付及び学校安全支援業務を行っています。
１ 災害共済給付
（支援概要）
義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園や保育所等の管理下における災
害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対し、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金を支給
します。
給付金の支払請求は、学校の設置者がセンターに対して行い、給付金はセンターか
ら学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われます。
また、保護者も学校の設置者を経由して給付金の支払請求をすることができます。
※

共済掛金が必要です。

（対象要件等）
在籍する学校にお問い合わせください。
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（５２）交通事故相談所
（組織の紹介）
交通事故で被害を受けた方の抱える様々な問題について、専任の交通事故相談員が、
相談を受け付け、公正な立場から助言や問題解決の支援を行っています。
１ 相談業務
（支援概要）
損害賠償請求、示談の進め方、生活問題等について、面接、電話等での相談を受け
付けています。問題解決のための指導や助言、必要に応じて関係機関への斡旋を行っ
ています。
＜担当窓口＞
相談所
広報課
（県民プラザ室）
下都賀県民相談室

住所
宇都宮市塙田 1-1-20
栃木県庁舎本館２階
栃木市神田町 6－6
栃木県下都賀庁舎１階
那須県民相談室
大田原市中央 1－9－9
栃木県那須庁舎１階
＊相談時間 9:00～12:00、13:00～16:00
巡回相談所
足利市役所
市民相談室
佐野市
総合福祉センター
田沼中央公民館
鹿沼市役所
市民相談室

住所
足利市本城
3-2145
佐野市大橋町
3212-27
佐野市戸奈良町
1-1
鹿沼市今宮町
1688-1

電話
028-623-2188

相談日
平日

0282-24-5666

＊毎週
月・木曜日
＊毎週
水・金曜日

0287-23-1556

電話
0284-20-2111
（足利市市民生活課）
0283-20-3014
（佐野市交通生活課）
0283-20-3014
（佐野市交通生活課）
0289-63-2122

相談日
第１・３火曜日
第２金曜日
奇数月
第３水曜日
第１月曜日

（鹿沼市生活課）

（鹿沼市役所新館２階）

日光消費生活センター 日光市今市 456

0288-22-4743

第３火曜日

（日光市消費生活センター）

小山市役所
市民相談室
真岡市総合福祉
保健センター
矢板市
保健福祉センター
那須塩原市役所
本庁舎

小山市中央町
1-1-1
真岡市荒町
110-1
矢板市本町 5-4
（２階小会議室）
那須塩原市共墾社
108-2
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0285-22-9282
（小山市生活安心課）
0285-83-8110
（真岡市安全安心課）
0287-43-6755
（矢板市生活環境課）
0287-62-7127
（那須塩原市生活課）

第２・４火曜日
第２水曜日
第１水曜日
第４火曜日

交通事故

那須烏山市役所
那須烏山市中央
烏山庁舎
1-1-1
＊相談時間 10:00～12:00、13:00～16:00

0287-83-1111
（那須烏山市総務課）

毎月
第３木曜日

（佐野市総合福祉センター、田沼中央公民館は 13:00～12:00、13:30～16:00）

（５３）栃木県交通安全活動推進センター
（組織の紹介）
栃木県公安委員会の指定された法人であり、交通事故被害者等のために交通事故相
談に応じています。
１ 交通事故相談活動
（支援概要）
交通事故の保険請求、損害賠償請求、示談等の経済的被害や精神的被害の回復に関
しての相談に応じ、適切な助言をしています。
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
受付時間

栃木県交通安全活動推進センター（栃木県交通安全協会内）
宇都宮市本町 12-11
028-622-8438
平日 8:30～17:15

（５４）公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
（組織の紹介）
全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所で、損害賠償額の算定等交通事故
の民事上の法律問題について弁護士による交通事故相談・示談あっせん・審査を無料
で行っています。
１ 電話相談
（支援概要）
以下の番号で電話による事故相談を行っています。ただし、事故状況等を十分に把
握できない恐れがありますので、簡単な事故相談に限ります。また、時間も１０分程
度でお願いしています。
電話番号 0570-078325
※ 通話料は負担していただきます。
（対象要件等）
自賠責保険に加入することを義務づけられている車両（自動車損害賠償保障法第２
条第１項）による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の当事者
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２ 面接相談
（支援概要）
損害賠償責任者の認定、損害賠償額の算定、その他交通事故の民事上の法律問題等
について弁護士が面接相談を行います。また、損害賠償の交渉で相手方と話し合いが
つかない時には、弁護士が双方の間に入り、中立・公正な立場で示談が成立するよう、
示談あっせんも行っています。示談あっせんの申出は、面接相談を行い、相談担当弁
護士がその適否を判断します。
（対象要件等）
自賠責保険に加入することを義務づけられている車両（自動車損害賠償保障法第２
条第 1 項）による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の当事者
３ 高次脳機能障害面接相談
（支援概要）
自動車事故による高次脳機能障害について、面接による相談を行っています。
（対象要件等）
交通事故により高次脳機能障害になった方
＜お問い合わせ先＞
窓
口
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター事務局
住
所
東京都千代田区霞ヶ関 1-1-3 弁護士会館内
電話番号
03-3581-4724
受付時間
平日 9:30～12:00 13:00～17:30

（５５）公益財団法人 交通事故紛争処理センター
（組織の紹介）
自動車事故に遭われた方が示談をめぐる損害賠償の問題でお困りのときに、中立公
正な立場で、迅速に当事者間の紛争解決のお手伝いをする公益財団法人です。全国
10 ヶ所の拠点を設け活動しています。
１ 和解あっせん、審査
（支援概要）
自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社等との示談をめぐる損害賠償の
紛争解決のため、相談担当弁護士による和解あっせんおよび法律の専門家による審査
を無料で行います。利用申込みは電話で予約してください。なお、電話での相談は受
けていません。
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（対象要件等）
電話予約の際にご案内します。
なお、利用申込先は、被害者の住所地または事故地を管轄する当センター本部、支
部または相談室になりますので、次のお問い合わせ先またはホームページでご確認く
ださい。
＜お問い合わせ先＞公益財団法人 交通事故紛争センター
東京本部
さいたま相談室
住
所 東京都新宿区西新宿 2-3-1 埼 玉 県 さ い た ま 市 大 宮 区 吉 敷 町
新宿モノリスビル 25 階
1-75-1 太陽生命大宮吉敷町ビル 2 階
電 話 番 号 03-3346-1756
048-650-5271
ホームページ
http://www.jcstad.or.jp/

（５６）一般社団法人 日本損害保険協会
（組織の紹介）
損害保険業の健全な発達と信頼性の維持を図ることを目的とし設立され、「そんぽ
ＡＤＲセンター」を全国に設置し、相談・苦情・紛争に対応しています。
１ そんぽＡＤＲセンター（損害保険相談・紛争解決サポートセンター）
（支援概要）
全国 10 ヶ所に設置され、損害保険に関する一般的なご相談に対応するほか、保険
業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社（注）とのトラブルが解決しな
い場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援業務等を行っています。
（注）当協会と手続実施基本契約を締結している保険会社に限ります。
＜担当窓口＞
窓
口 そんぽＡＤＲセンター東京
（損害保険相談・紛争解決サポートセンター東京）
住
所 東京都千代田区神田淡路町 2-105 ﾜﾃﾗｽｱﾈｯｸｽ７F
電 話 番 号 ナビダイヤル 0570-022808（通話料有料）
※ＩＰ電話からは、以下の直通電話へおかけください。
03-4332-5241
受 付 時 間 月～金曜日（祝日・休日および 12 月 30 日～1 月 4 日を除く）
の 9:15～17:00
ホームページ http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/
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（５７）一般財団法人

自賠責保険・共済紛争処理機構

（組織の紹介）
自賠責保険金・共済金の支払について、支払の適正化を図ることを目的として国か
ら指定された紛争処理機関であり、被害者や自賠責保険・共済の加入者と保険会社・
共済組合との間で生じた紛争に対して、公正かつ適確な解決を目指し、支払内容につ
いて審査・調停を行っています。
１ 紛争処理
（支援概要）
自動車事故の当事者や保険会社・共済組合から提出された書類などを、弁護士、医
師、学識経験者からなる紛争処理委員が支払内容について審査し、調停を行っていま
す。
※ 紛争処理に当たっての費用は原則として無料です。

（対象要件等）
自動車事故の当事者（死亡事故の場合はご遺族）又はその代理人
＜東京＞
住
所
電話、FAX
受付時間

東京都千代田区神田駿河台 3-4 龍名館本店ビル 11 階
電話：03-5296-5031、ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-159-700、FAX：03-5296-5035
9 時～17 時
ホームページ http://www.jibai-adr.or.jp/
＜大阪＞
住
所
大阪府大阪市中央区備後町 3-2-15 モレスコ本町ビル
電話、FAX
電話：06-6265-5295 FAX：06-6265-5296
受付時間
9 時～17 時
ホームページ http://www.jibai-adr.or.jp/

（５８）財団法人 自動車事故被害者援護財団
（組織の紹介）
自動車事故による被害者家庭その他の生計困難家庭に対する援護事業を行うこと
により、公共の福祉を増進することを目的として設立された、国土交通省及び厚生労
働省の許可法人です。
１ 生活資金等の支給
（支援概要）、（対象要件等）
(1) 越年資金
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自動車事故被害者家庭のうち特に生計困窮家庭に対して、当該家庭が新年を迎
えるに当たっての生活資金を必要とする場合に、児童１人につき一定額を支給し
ます。
(2) 入学支度金
自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭の子弟が義務教育を受けるために小
学校又は中学校に入学する場合に、入学する児童１人につき一定額を支給します。
(3) 就職支度金
自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭の子弟が義務教育を終了して直ちに
就職する場合に、就職する児童１人につき一定額を支給します。
２ 緊急時見舞金
（支援概要）、（対象要件等）
(1) 自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭の家族が死亡した場合又は重度の
後遺障害を被った場合、一家庭につき一定額を支給します。
(2) 当該家庭の家屋が災害等により全壊又は半壊の甚大な被害を受けた場合に、一
家庭につき一定額を支給します。
(3) 当該家庭が災害等により家財に著しい損壊を受けた場合等に、一家庭につき一
定額を支給します。
３ 緊急一時貸付け（無利子）
（支援概要）
自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭が傷病、災害その他の事由により一時的
に生活が著しく困難となった場合又は生活困難を克服するための更生資金を必要と
する場合に、貸付けをします。
４ 生活相談事業
（支援概要）
自動車事故被害者のための生活相談員が、物心両面にわたる援護活動を行っていま
す。
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
受付時間
E メール
最寄り駅

財団法人 自動車事故被害者援護財団
東京都千代田区麹町 6-1-25 上智麹町ビル 6 階
03-3237-0158
月曜日～金曜日の 10:00～17:00
wvaa@jikohigai.org
ＪＲ・南北線・丸の内線 四ッ谷駅
ホームページ http://jikohigai.org/index.html
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（５９）独立行政法人 自動車事故対策機構（NASVA）
（組織の紹介）
人と車の共存を理念として、自動車事故の発生防止・その被害者への援護のために、
様々な情報提供や、指導・助言、療養センターの設置・運営等被害者への援護事業を
行っています。
１ 介護料支給
（支援概要）
自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つた
め、移動、食事、排泄など日常生活動作について常時又は随時介護が必要な状態の方
に支給します。
（対象要件等）
下記のいずれかに該当する方
(1) 自賠責保険において、後遺障害等級が自動車損害賠償保障法施行令別表第 1
の第 1 級又は第 2 級の認定を受けている方
(2) 自損事故等により自賠責保険による後遺障害等級の認定を受けていない方
（後遺障害認定通知書を紛失された方を含む）であって、次の要件を満たす方
ア

(1)と同程度の障害を受けたと認められる方

イ

事故後 18 ヶ月以上が経過し症状が固定したと認められる方

(3) 平成 12 年 12 月以前に自賠責保険において、後遺障害等級として「併合 1
級」（脳損傷の認定を受けた方に限ります。）と認定された方

２ 生活資金貸付
（支援概要）、（対象要件等）
自動車事故による被害者の方に対して次の貸付を行っています。
(1) 交通遺児等貸付
自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の子に対する貸付
(2) 不履行判決等貸付
自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等によっても、損害賠償を
受けられない方に対する貸付
(3) 保険金等立替貸付
自動車事故により後遺障害が残った方で、その後遺障害について自賠責保険
金の請求ができる方で、後遺障害についての保険金の支払いがなされるまでの
間に対する貸付
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(4) 保障金立替貸付
ひき逃げや無保険車による事故の被害者で、政府の保障事業に保障金を請求
できる方で、保障金の支払いがなされるまでの間に対する貸付
３ 相談業務
（支援概要）、（対象要件等）、（専門窓口）
(1) 介護料受給資格を有する方を対象に在宅介護等に関する相談に応じています。
栃木支所

028-622-9001

(2) 交通遺児等の家庭からのお問い合わせや身近な生活全般にわたる問題の相談
に応じています。
栃木支所

028-622-9001

(3) 交通事故に関する各種相談窓口、ＮＡＳＶＡのサービスについて案内します。
ＮＡＳＶＡ交通事故被害者ホットライン

0570-000738

（土・日・祝日・年末年始を除く 9：00～17：00）
※通話料は負担していただきます。
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電
話

独立行政法人 自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）栃木支所
宇都宮市駒生町 1288-2 宇都宮ロイヤルコーポ
028-622-9001

（６０）公益財団法人 交通遺児育成基金
（組織の紹介）
交通遺児が損害賠償金などの一部を拠出して基金に加入し、基金がその拠出金に国
と民間の負担による援助金を加えて安全・確実に運用し、長期にわたり定期的に遺児
の育成のための資金を給付する制度を行っています。
１ 育成基金の給付
（支援概要）
交通遺児が拠出した拠出金に国と民間の負担による援助金を加えて安全・確実に運
用し、遺児が満 19 歳に達するまで定期的に育成資金の給付を行います。
※加入時の年齢により費用は異なりますので、詳しくはホームページをご覧下さい。
（対象要件等）
交通事故により死亡された方の遺族であって、満 16 歳未満の児童かつ一定額の拠
出金を拠出できる方
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＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話・FAX
ホームページ
受付時間
最寄り駅

公益財団法人 交通遺児育成基金
東京都千代田区麹町 4-5 海事センタービル 7 階
電話 0120-16-3611 または 03-5212-4511 FAX03-5212-4512
http://www.kotsuiji.or.jp/index.htm
平日午前９時より午後５時まで
ＪＲ・南北線・丸ノ内線

四ッ谷駅、有楽町線

麹町駅、半蔵門線

半蔵門駅

（６１）公益財団法人 交通遺児育英会
（組織の紹介）
教育の機会均等を図り、社会有用の人材を育成することを目的として、道路におけ
る交通事故が原因で死亡した方や著しい後遺障害がある方の子女等のうち、経済的な
理由で修学が困難な方に学資を貸与しています。
１ 奨学金の貸与
（支援概要）
高等学校以上の学校に通うための学費を必要としている方に、奨学金を無利子で貸
します。
（対象要件等）
保護者等が自動車事故や踏切事故など、道路における交通事故で死亡、あるいは重
い後遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な生徒・学生であること。(申込時
29 歳までの方)
（専門窓口）応募資料請求
0120-521286（フリーダイヤル）、03-3556-0773（奨学課・直通）
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話・FAX
ホームページ

公益財団法人 交通遺児育英会
東京都千代田区平河町二丁目 6 番 1 号 平河町ビル 3 階
電話 03-3556-0771 FAX03-3556-0775
http://www.kotsuiji.com/
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（６２）公益財団法人 栃木県暴力追放県民センター
（組織の紹介）
栃木県公安委員会に指定された公益法人であり、暴力団のいない安全で明るく住み
よい社会の実現を目指しつつ、暴力団員による不当な行為と被害の防止を図ることを
目的として設立された団体です。
１ 暴力団員による犯罪の被害者救済活動
（支援概要）
暴力団に関する相談活動をはじめ、暴力団から犯罪被害を受けた方への見舞金支給、
暴力団員への損害賠償請求支援、組み事務所使用差止請求訴訟の提起や防犯カメラの
貸出を行っています。
２ 暴力団員の排除を行う組織への支援活動
（支援概要）
暴力団の排除を行う地域・職域組織の結成と活動支援を行っています。
３ 少年や組織離脱希望者に対する支援活動
（支援概要）
少年を暴力団から守る活動や暴力団組織から離脱し、社会復帰を目指す組員の支援
活動を行っています。
４ 広報啓発、暴力団排除対策の調査研究活動
（支援概要）
暴力団排除に関する広報や暴力団追放県民大会の開催、反社会的勢力に関する情報
収集、調査研究を行っています。
＜担当窓口＞
窓
口
公益財団法人 栃木県暴力追放県民センター
住
所
宇都宮市本町 12-11 栃木会館内
電話番号
028-627-2600
受付時間
平日 9:00～17:00
＊ 但し無料弁護士相談は毎月第３水曜日 13:00～15:30
＊ メール相談～http://www.boutsui-tochigi.or.jp/
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（６３）消費生活センター
（組織の紹介）
県及び各市町に設置された機関で、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情
や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が公正な立場で受け付け、消費
者が自主解決できるよう助言・あっせんを行っています。
１ 相談業務（電話又は来所）
（支援概要）
電話又は来所により、相談を受け付けています。
窓口
栃木県
消費生活センター
宇都宮市
消費生活センター

住所
宇都宮市塙田 1-1-20
県庁本館 7 階
宇都宮市馬場通り
4-1-1
うつのみや表参道
スクエア内

電話
028-625-2227

足利市
消費生活センター
栃木市
消費生活センター
佐野市
消費生活センター
鹿沼市
消費生活センター
日光市
消費生活センター
小山市
消費生活センター
真岡市
消費生活センター
大田原市
消費生活センター
矢板市
消費生活センター

足利市南町 4254-1

0284-73-1211

受付時間
月～土 9:00～17:00
※土は電話相談のみ
電話相談
月～金 9:00～17:30
来所相談
月～金 10:00～17:30
土日祝日は 16:30 まで
月～金 9:00～16:00

栃木市入舟町 15-5

0282-23-8899

月～金 9:00～16:00

佐野市高砂町 1

0283-20-3015

月～金 9:00～16:00

鹿沼市今宮町 1688-1
市役所内新館内
日光市今市 456
ショッピングプラザ日光内
小山市神鳥谷 931-3
市役所神鳥谷庁舎内
真岡市田町 1344
青年女性会館内
大田原市住吉町
1-9-37
矢板市本町 5-4

0289-63-3313

月～金 9:00～16:00

0288-22-4743

月～土 10:00～16:00

0285-22-3711

月～金 9:00～16:00

0285-84-7830

那須塩原市
消費生活センター

那須塩原市桜町 1-5
いきいきふれあいセンター内
さくら市氏家 2771

0287-63-7900

月～金 9:00～12:00
13:00～16:00
月～金 9:00～12:00
13:00～16:00
月～金 9:00～12:00
13:00～16:00
月～金 8:30～17:00

那須烏山市中央 1-1-1

0287-83-1014

下野市小金井 1127

0285-44-4883

上三川町しらさぎ 1-1

0285-56-9153

さくら市
消費生活センター
那須烏山市
消費生活センター
下野市
消費生活センター
上三川町
消費生活センター

028-616-1547

0287-23-6236
0287-43-3621

028-681-2575
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月～金 9:00～12:00
13:00～16:00
月～金 9:00～12:00
13:00～16:30
月～金 9:00～12:00
13:00～17:00
月～金 9:00～12:00
13:00～16:00

その他

芳賀地区
消費生活センター
壬生町
消費生活センター
野木町
消費生活センター
那須町
消費生活センター

益子町大字益子 2030

0285-81-3881

壬生町通町 12-22

0282-82-1106

野木町大字丸林 571

0280-23-1333

那須町大字寺子丙 3-13

0287-72-6937

月～金 9:00～12:00
13:00～16:00
月～金 9:00～12:00
13:00～16:00
月～金 9:00～12:00
13:00～16:00
月～木 9:00～12:00
13:00～16:00

（６４）社会福祉法人 栃木いのちの電話
（組織の紹介）
自殺などの様々な精神的危機に追い込まれた人たちが、再び生きる喜びを見出され
ることを願い、よき隣人として活動を行う民間団体です。
１ 相談業務
（支援概要）
自殺を考えている人や、その家族・遺族に対し、一定の研修を受けた相談員が、年
中無休で相談に応じます。
＜窓口＞
機関名
栃木いのちの電話
足利いのちの電話

電話番号
028-643-7830
0284-44-0783

受付時間
24 時間受付、年中無休
15:00～21:00
年中無休

絡先記載

（６５）日本年金機構

（組織の紹介）
年金等に関する相談を受け付けています。
＜担当窓口＞
窓口
宇都宮西年金事務所
宇都宮東年金事務所
栃木年金事務所
大田原年金事務所
今市年金事務所

住所
宇都宮市下戸祭 2-10-20
宇都宮市元今泉 6-6-13
栃木市城内町 1-2-12
大田原市本町 1-2695-22
日光市中央町 17-3
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電話
028-622-4281
028-683-3211
0282-22-4131
0287-22-6311
0288-88-0082

その他

＊受付時間：平日 8:30～17:15（週初の開所日は、19:00 まで受付時間の延長を
実施しています。詳しくは下記日本年金機構のホームページを御
覧下さい。http://www.nenkin.go.jp/

（６６）全国健康保険協会栃木支部
（組織の照会）
全国健康保険協会加入者の方の健康保険に関する相談を受け付けています。
＜担当窓口＞
窓
口
住
所
電話番号
受付時間

全国健康保険協会栃木支部
宇都宮市大通り 1-4-22 住友生命宇都宮第２ビル１階
028-616-1691
平日 8:30～17:15

ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.htm/

（６７）税務署
（組織の紹介）国税に関する相談全般を受け付けています。
＊電話相談、来署相談（予約制）がありますが、詳しくは窓口へお問い合わせ下さい。
＜担当窓口＞
窓口
宇都宮税務署

管轄区域
宇都宮市、河内郡

住所
宇都宮市昭和 2-1-7

足利税務署

足利市

足利市伊勢町 4-18-2

栃木税務署

栃木市本町 17-7

佐野税務署

栃木市、小山市
下野市、下都賀郡
佐野市

鹿沼税務署

鹿沼市、日光市

鹿沼市東末広町 1938-4

真岡税務署

真岡市、芳賀郡

真岡市荒町 5178

大田原税務署

大田原市、那須塩原市
那須郡のうち那須町
矢板市、さくら市
那須烏山市、塩谷郡
那須郡のうち那珂川町

大田原市紫塚 1-5-54

電話
028-621-2151
（自動音声案内）

0284-41-3151
（自動音声案内）

0282-22-0885
（自動音声案内）

佐野市若松町 425

0283-22-4366
（自動音声案内）

0289-64-2151
（自動音声案内）

0285-82-2115
（自動音声案内）

氏家税務署

＊受付時間

0287-22-3115
（自動音声案内）

さくら市氏家 2431-1

028-682-3311
（自動音声案内）

9:00～17:00（土日祝日を除く）
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税務署におかけいただいた電話は、全て自動音声によりご案内しています。
ご相談の内容に応じて「0」、「1」、「2」の番号を選択してください。
内

容

選択
番号
0

東日本大震災に関する国税のご相談

転

送

先

上記以外の国税に関する一般的なご相談

1

東日本大震災に関する
国税の電話相談の専用窓口
電話相談センター

・個別的なご相談のための事前予約手続
・税務署からの照会に関するお問合わせ
・税金の納付相談

2

税務署

＊

電話がつながりにくい場合があります。
なお、税金に関するご質問やご相談は、直接、電話相談センターへお問い合
わせいただくこともできます。
電話相談センター 直通電話番号（さいたま）048-601-0700
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別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3

生活保護制度

高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

宇都宮市

平日８：３０～１９：００
障がい福祉課 ０２８－６３２－２３６１
平日８：３０～１９：００
【更生医療・精神通院医療】障がい福祉課 ０２８－６３２－２３６３
平日８：３０～１９：００
障害福祉課（福祉サービスグループ） ０２８－６３２－２３６３
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２２９６
平日８：３０～１９：００
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１９：００
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１９：００
子ども家庭課 ０２８－６３２－２２９６
平日８：３０～１９：００
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３８６
平日８：３０～１９：００
子ども家庭課 ０２８－６３２－２２９６
平日８：３０～１９：００
子ども家庭課 ０２８－６３２－２２９６
平日８：３０～１９：００
学校管理課 ０２８－６３２－２７２３
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８－６３２－２３８４
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８－６３２－２３９３
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８－６３２－２３８４
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８－６３２－２３９６
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２７８８
平日８：３０～１９：００
広報広聴課 ０２８－６３２－２０２２
原則として第２・４日曜日 １０：００～１２：４０＊要予約
市民課 ０２８－６３２－２２６５
平日８：３０～１７：１５
市民課（証明グループ）０２８－６３２－２２６５
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
住宅課 ０２８－６３２－２５５３
平日８：３０～１７：１５
住宅課 ０２８－６３２－２５５３
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
子ども家庭課 ０２８－６３２－２３９０
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５
市民課０２８－６３２－２２７１、２１：００～８：３０は警備員室０２８－６３２－２８２０
死亡届出受理担当窓口
２４時間受付

36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37
38
39

備考

生活安心課 ０２８－６３２－２１３７
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター（宇都宮市馬場通り4-1-1うつのみや表参道スクエア5階） 年末年始を除く10:00～17:30、電話相談
9:00～17:30、土日祝日16:30まで
０２８－６１６－１５４７
生活福祉第１課 ０２８－６３２－２３７３
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８－６３２－２３１６
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８－６３２－２３１６
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８－６３２－２３０７
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８－６３２－２３２７
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８－６３２－２３２７
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８－６３２－２３２７
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８－６３２－２３６３
平日８：３０～１９：００
障がい福祉課 ０２８－６３２－２３６１（身体障害者手帳）、０２８－６３２－２３６４（療育手帳）
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【育成医療】子ども家庭課 ０２８－６３２－２２９６

平日８：３０～１９：００

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

足利市

備考

市民生活課 ０２８４－２０－２１５０
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８４－７３－１２１１
平日９：００～１６：００
社会福祉課 ０２８４－２０－２１３３
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８４－２０－２１４７
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８４－２０－２１４７
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８４－２０－２１８４
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８４－２０－２１４８
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８４－２０－２１４８
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８４－２０－２１４８
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８４－２０－２１６９
平日 ８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８４－２０－２１６９
平日 ８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８４－２０－２１６９
平日 ８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８４－２０－２１６９
平日 ８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８４－２０－２１６９
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８４－２０－２１４９
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８４－２０－２１４９
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：００
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：００
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：００
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：００
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：００
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８４－２０－２１６９
平日 ８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８４－２０－２１６９
平日 ８：３０～１７：１５
要保護：社会福祉課 ０２８４－２０－２１３３ 平日８：３０～１７：１５
準要保護：学校管理科 ０２８４－２０－２２２１ 平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８４－２０－２１３８
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８４－２０－２１３８
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
こども課 ０２８４－２０－２１３８
平日８：３０～１７：１５
泗水学園 ０２８４－４３－０８６４
短期入所生活援助（ショートステイ）事業
平日８：３０～１７：３０
市民生活課（市民相談室） ０２８４－２０－２１１１
無料法律相談
毎月第１～第４月曜日１３：００～１６：００
市民課 ０２８４－２０－２１４５
住民票の写しの交付等の制限
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８４－２０－２１４５
登録型本人通知制度
平日８：３０～１７：１５
建築住宅課 ０２８４－２０－２１９８
犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建築住宅課 ０２８４－２０－２１９８
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
建築住宅課 ０２８４－２０－２１９８
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建築住宅課 ０２８４－２０－２１９８
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８４－２０－２１３７
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：００
市民課（平日）０２８４－２０－２１４４
死亡届出受理担当窓口
平日８：３０～１７：１５

29 一時預かり・特定保育
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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行政サービスセンター０２８４－７０－５８５５
平日・土日祝日１０：００～１９：００

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

栃木市

交通防犯課 ０２８２－２１－２１５１
平日８：３０～１７：３０
消費生活センター ０２８２－２３－８８９９
消費生活相談業務
平日９：００～１６：００
生活福祉課 ０２８２－２１－２２１２
生活保護制度
平日８：３０～１７：１５
保険医療課 ０２８２－２１－２１３１
高額医療費の支給事業
平日８：３０～１９：００
（国民健康保険加入者）
栃木市社会福祉協議会 ０２８２－２２－４４５７
高額医療費貸付制度
平日８：３０～１７：３０
（国民健康保険加入者）
保険医療課（受付のみ） ０２８２－２１－２１３７
高額療養費の支給事業
平日８：３０～１９：００
（後期高齢者医療制度加入者）
保険医療課 ０２８２－２１－２１３４
遺族基礎年金
平日８：３０～１７：１５
保険医療課 ０２８２－２１－２１３４
障害基礎年金
平日８：３０～１７：１５
保険医療課 ０２８２－２１－２１３４
特別障害給付金
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８２－２１－２２０３
特別障害者手当
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８２－２１－２２０３
身体障害者手帳・療育手帳の交付
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８２－２１－２２０５
精神障害者保健福祉手帳の交付
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８２－２１－２２０３、２２０５
自立支援医療費支給制度
平日８：３０～１７：１５
保険医療課 ０２８２－２１－２１３６
重度心身障害者医療費助成
平日８：３０～１７：１５
保険医療課 ０２８２－２１－２１３６
こども医療費助成
平日８：３０～１７：１５
保険医療課 ０２８２－２１－２１３６
ひとり親家庭医療費助成
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２９
母子父子寡婦福祉資金貸付金
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２９
高等職業訓練促進給付金
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２９
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２９
母子家庭等就業・自立支援事業
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２９
母子・父子自立支援プログラム策定等事業
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２１
遺児手当
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２２
児童手当
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２１
児童扶養手当
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８２－２１－２２０３
障害児福祉手当
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８２－２１－２２０３
特別児童扶養手当
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８２－２１－２４７２
要保護及び準要保護児童生徒援助費
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８２－２１－２２３３
幼稚園就園奨励費補助事業
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８２－２１－２２３３
第３子以降保育料金免除
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８２－２１－２２３３
その他の幼稚園保育料減免事業費補助
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８２－２１－２２３２
一時預かり・特定保育幼稚園
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２６
短期入所生活援助（ショートステイ）事業
平日８：３０～１７：１５
市民生活課 ０２８２－２１－２１２２
無料法律相談
第２、第４金曜日（要予約）１０：００～１２：００
市民生活課 ０２８２－２１－２１２６
住民票の写しの交付等の制限
平日８：３０～１９：００
市民生活課 ０２８２－２１－２１２６
登録型本人通知制度
平日８：３０～１７：１５
住宅課 ０２８２－２１－２４５２
犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
住宅課 ０２８２－２１－２４５２
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
住宅課 ０２８２－２１－２４５２
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５

1 犯罪被害者相談業務
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

住宅課 ０２８２－２１－２４５２
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８２－２１－２２２６
平日８：３０～１７：１５
市民生活課 ０２８２－２１－２１２６
２４時間（但し、火葬許可証等の発行は平日８：３０～１９：００、土日祝日８：３０～１７：３０）
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額医療費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額医療費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金

佐野市
危機管理課 ０２８３－２０－３０５６
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８３－２０－３０１５
平日９：００～１６：００
社会福祉課 ０２８３－２０－３０２０
平日８：３０～１７：１５
医療保険課 ０２８３－２０－３０２４
平日８：３０～１７：１５ 毎週水・金曜日は１９：００まで
医療保険課 ０２８３－２０－３０２４
平日８：３０～１７：１５
いきいき高齢課 ０２８３－２０－３０２１
平日８：３０～１７：１５ 毎週水・金曜日は１９：００まで
市民課 ０２８３－２０－３０１９
田沼行政センター ０２８３－６１－１１２４
０２８３－６１－１１２４
田沼総合窓口課
葛生総合窓口課 ０２８３－８６－４７１３
平日８：３０～１７：１５

7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障がい者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

障がい福祉課 ０２８３－２０－３０２５
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８３－２０－３０２５
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８３－２０－３０２５
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８３－２０－３０２５
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ２０－３０２５
平日８：３０～１７:１５ 毎週水・金曜日は19:00まで
こども課 ０２８３－２０－３０２３
平日８：３０～１７:１５ 毎週水・金曜日は19:00まで
こども課 ０２８３－２０－３０２３
平日８：３０～１７:１５ 毎週水・金曜日は19:00まで
家庭児童相談室 ０２８３－２０－３００２
平日８：３０～１７：００

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

家庭児童相談室 ０２８３－２０－３００２
平日８：３０～１７：００
家庭児童相談室 ０２８３－２０－３００２
平日８：３０～１７：００
家庭児童相談室 ０２８３－２０－３００２
平日８：３０～１７：００
こども課 ０２８３－２０－３０２３
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８３－２０－３０２３
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８３－２０－３０２３
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８３－２０－３０２５
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８３－２０－３０２５
平日８：３０～１７：３０
学校教育課 ０２８３－２０－３１０７
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８３－２０－３０３８
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８３－２０－３０３８
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育幼稚園
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

保育課 ０２８３－２０－３０３８
平日８：３０～１７：１５
家庭児童相談室 ０２８３－２０－３００２
平日８：３０～１７：００
交通生活課 ０２８３－２０－３０１４
毎月２回（第２、第３火曜日）要予約、予約受付（毎月１日９：００～)
市民課 ０２８３－２０－３０１６
田沼行政センター ０２８３－６１－１１２４
葛生行政センター ０２８３－８６－４７１３
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

家庭児童相談室 ０２８３－２０－３００２ 児童虐待ホットライン ０２８３－２１－６７７２

窓口相談：平日８：３０～１７：００ 児童虐待ホットライン：２４時間対応
市民課 ０２８３－２０－３０１６ 、田沼行政センター ０２８３－６１－１１２４
葛生行政センター ０２８３－８６－４７１３
８：３０～１７：１５（土日祝日含む）
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援訓練給付金
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

鹿沼市

保険年金課 ０２８９－６３－２１６６
平日８：３０～１７：１５（月曜は１９：００まで）
保険年金課 ０２８９－６３－２１２５
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８９－６３－２１２５
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８９－６３－２１２５
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８９－６３－２１２７
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８９－６３－２１７６
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８９－６３－２１２７
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８９－６３－２１２７
精神通院：平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８９－６３－２１２７
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１７２
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１７２
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課（相談室） ０２８９－６３－２１７７
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課（相談室） ０２８９－６３－２１７７
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課（相談室） ０２８９－６３－２１７７
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課（相談室） ０２８９－６３－２１７７
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課（相談室） ０２８９－６３－２１７７
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１７２
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１７２
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１７２
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１７２
平日８：３０～１７：１５
障がい福祉課 ０２８９－６３－２１２７
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８９－６３－２２３９
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８９－６３－２１７４
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１６０
平日８：３０～１７：１５
こども家庭課 ０２８９－６３－２１６０
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８９－６３－２１７４
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８９－６３－２１７４
平日８：３０～１７：１５
生活課 ０２８９－６３－２１２２
月３回：実施日は広報で周知：１３：３０～１６：３０
市民課 ０２８９－６３－２１２１
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８９－６３－２１２１
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

備考

生活課 ０２８９－６３－２１２２
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８９－６３－３３１３
平日９：００～１６：００
厚生課 ０２８９－６３－２１７３
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８９－６３－２１６６
平日８：３０～１７：１５（月曜は１９：００まで）

こども家庭課（相談室） ０２８９－６３－２１７７
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８９－６３－２１２１ 休日夜間 ０２８９－６４－２１１１
平日８：３０～１７：１５
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障がい福祉課 ０２８９－６３－２１７６
厚生医療：平日８：３０～１７：１５

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金

日光市
人権・男女共同参画課 ０２８８－２１－５１８４
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８８－２２－４７４３
月曜～土曜１０：００～１６：００
生活福祉課 ０２８８－２１－５１４９
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８８－２１－５１１０
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８８－２１－５１１０
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８８－２１－５１１０
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８８－２１－５１１０
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８８－２１－５１１０
平日８：３０～１７：１５
保険年金課 ０２８８－２１－５１１０
平日８：３０～１７：１５
生活福祉課 ０２８８－２１－５１４９
平日８：３０～１７：１５
生活福祉課 ０２８８－２１－５１４９
平日８：３０～１７：１５
生活福祉課 ０２８８－２１－５１４９
平日８：３０～１７：１５
生活福祉課 ０２８８－２１－５１４９
平日８：３０～１７：１５
生活福祉課 ０２８８－２１－５１７４
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１０１
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１０１
平日８：３０～１７：１５
人権・男女共同参画課 ０２８８－２１－５１４８
平日８：３０～１７：１５
人権・男女共同参画課 ０２８８－２１－５１４８
平日８：３０～１７：１５
人権・男女共同参画課 ０２８８－２１－５１４８
平日８：３０～１７：１５

18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

人権・男女共同参画課 ０２８８－２１－５１４８
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１０１
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１０１
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１０１
平日８：３０～１７：１５
生活福祉課 ０２８８－２１－５１４９
平日８：３０～１７：１５
生活福祉課 ０２８８－２１－５１４９
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８８－２１－５１８１
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１８６
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１８６
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１８６
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８８－２１－５１８６
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

市民課 ０２８８－２１－５１１１
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８８－２１－５１１１
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
建築住宅課（目的外使用） ０２８８－２１－５１６４
平日８：３０～１７：１５
建築住宅課（条件あり、緩和） ０２８８－２１－５１６４
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建築住宅課（目的外使用） ０２８８－２１－５１６４
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
家庭児童相談室 ０２８８－３０－７８３０
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５(電話は24時間 ・365日対応）
市民課（平日）０２８８－２１－５１１１、市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(土日祝日)０２８８－３０－１１６６
死亡届出受理担当窓口
平日８：３０～１７：１５ 土日祝日１０：００～１９：００

35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36
37
38
39
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別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度
34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居

小山市
生活安心課（市民安全相談係） ０２８５－２２－９２８２
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８５－２２－３７１１
平日９：００～１６：００
福祉課（保護室） ０２８５－２２－９６２２，９６２３
平日８：３０～１７：１５
国保年金課（国民健康保険係） ０２８５－２２－９４１４
平日８：３０～１７：１５
国保年金課（国民健康保険係） ０２８５－２２－９４１４
平日８：３０～１７：１５
国保年金課（後期高齢医療担当） ０２８５－２２－９４１３
平日８：３０～１７：１５
国保年金課（国民年金係） ０２８５－２２－９４１６
平日８：３０～１７：１５
国保年金課（国民年金係） ０２８５－２２－９４１６
平日８：３０～１７：１５
国保年金課（国民年金係） ０２８５－２２－９４１６
平日８：３０～１７：１５
福祉課（障がい福祉係） ０２８５－２２－９６２４
平日８：３０～１７：１５
福祉課（障がい福祉係） ０２８５－２２－９６２４
平日８：３０～１７：１５
福祉課（障がい支援係） ０２８５－２２－９６１９
平日８：３０～１７：１５
福祉課（障がい支援係、障がい福祉係） ０２８５－２２－９６１９，９６２４
平日８：３０～１７：１５
福祉課（障がい福祉係） ０２８５－２２－９６２４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭児童相談係） ０２８５－２２－９６２６
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭児童相談係） ０２８５－２２－９６２６
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭児童相談係） ０２８５－２２－９６２６
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
福祉課（障がい福祉係） ０２８５－２２－９６２４
平日８：３０～１７：１５
福祉課（障がい福祉係） ０２８５－２２－９６２４
平日８：３０～１７：１５
学校教育課（学務係） ０２８５－２２－９６５２
平日８：３０～１７：１５
こども課（幼保係） ０２８５－２２－９６１４
平日８：３０～１７：１５
こども課（幼保係） ０２８５－２２－９６１４
平日８：３０～１７：１５
こども課（幼保係） ０２８５－２２－９６１４
平日８：３０～１７：１５
こども課（幼保係） ０２８５－２２－９６１４
平日８：３０～１７：１５
子育て・家庭支援課（家庭支援係） ０２８５－２２－９６３４
平日８：３０～１７：１５
生活安心課（市民安全相談係） ０２８５－２２－９２８２
平日８：３０～１７：１５
市民課（窓口係） ０２８５－２２－９４０５
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－２２－９４０５
平日８：３０～１７：１５
建築課（住宅管理係） ０２８５－２２－９２１２
平日８：３０～１７：１５

35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居

建築課（住宅管理係） ０２８５－２２－９２１２
平日８：３０～１７：１５

37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

子育て・家庭支援課（家庭児童相談係） ０２８５－２２－９６２６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－２２－９４０５
平日、土日祝日とも制限なし
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

真岡市
安全安心課 ０２８５－８３－８３９４
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８５－８４－７８３０
月～金９：００～１２：００、１３：００～１６：００
福祉課
０２８５－８３－６０６３
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８５－８３－８１２３
平日８：３０～１７：１５

国保年金課 ０２８５－８３－８１２３
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８５－８３－８５９３
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８５－８３－８５９３
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８５－８３－８５９３
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－８３－８１２９
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－８３－８１２９
平日８：３０～１７：１５
精神保健福祉手帳の交付
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－８３－８１２９
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－８３－８１２９
平日８：３０～１７：１５
健康増進課 ０２８５－８３－８１２１
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８５－８３－８１３１
平日８：３０～１７：１５
母子父子寡婦福祉資金貸付金
平日８：３０～１７：１５

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

児童家庭課 ０２８５－８２－１１１３
平日８：３０～１７：１５
母子父子家庭等就業・自立支援事業
平日８：３０～１７：１５
母子父子自立支援プログラム策定等事業
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８５－８３－８１３１
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８５－８３－８１３１
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８５－８３－８１３１
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－８３－８１２９
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－８３－８１２９
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８５－８３－８１８１
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８５－８３－８０３５
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８５－８３－８０３５
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

児童家庭課 ０２８５－８３－８０３５
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
社会福祉協議会 ０２８５－８２－８８４４
毎月第２火曜日（要予約・前々週の金曜より）10：00～12：00 定員１２名
市民課 ０２８５－８３－８１１７
住民票の写しの交付等の制限
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－８３－８１１７
登録型本人通知制度
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８５－８３－８１５０
犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８５－８３－８１５０
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８５－８３－８１５０
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８５－８３－８１５０
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
児童家庭課 ０２８５－８３－８１３１
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５

31 無料法律相談
32
33
34
35
36
37
38

39 死亡届出受理担当窓口

市民課0285-83-8118（平日8:30～17:15)、市役所当直室0285-83-1111（閉庁日の8:30～17:15）

消防本部０２８５－８２－３２１３（上記以外の時間帯）
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

大田原市
危機管理課 ０２８７－２３－９３０１
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８７－２３－６２３６
平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００
福祉課 ０２８７－２３－８７０７
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８８５７
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８８５７
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８８５７
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８７９２
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８７９２
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８７９２
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８７－２３－８７０７
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８７－２３－８７０７
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８７－２３－８７０７
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８７－２３－８７０７
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８７９２
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８７９２
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－２３－８７９２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５

18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－９８－７１１４
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

総務課 ０２８７－２３－８７０２
毎月第４水曜日 １３：００～１６：００（要予約）
市民課 ０２８７－２３－８７０５
平日８：３０～１７：１５

33 登録型本人通知制度
34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

子ども幸福課 ０２８７－２３－８９３２
平日８：３０～１７：１５
市民課（平日）０２８７－２３－８７０５、土日祝日０２８７－２３－１１１１
平日８：３０～１７：１５ 土日祝日８：３０～１７：００
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

那須塩原市
生活課 ０２８７－６２－７１２７
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８７－６３－７９００
平日８：３０～１７：００
社会福祉課 ０２８７－６２－７１３６
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－６２－７１２９
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－６２－７１２９
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－６２－７１２９
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－６２－７１２９
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－６２－７１２９
平日８：３０～１７：１５
国保年金課 ０２８７－６２－７１２９
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－６２－７０２６
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－６２－７０２６
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－６２－７０２６
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－６２－７０２６
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８７－４６－５５３３
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８７－４６－５５３３
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８７－４６－５５３３
平日８：３０～１７：１５
子ども・子育て総合センター ０２８７－４６－５５３７
平日８：３０～１７：１５
子ども・子育て総合センター ０２８７－４６－５５３７
平日８：３０～１７：１５
子ども・子育て総合センター ０２８７－４６－５５３７
平日８：３０～１７：１５

18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

子ども・子育て総合センター ０２８７－４６－５５３７
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８７－４６－５５３３
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８７－４６－５５３３
平日８：３０～１７：１５
子育て支援課 ０２８７－４６－５５３３
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－６２－７０２６
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－６２－７０２６
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－３７－５２８９
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８７－４６－５５３６
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８７－４６－５５３６
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８７－４６－５５３６
平日８：３０～１７：１５
保育課 ０２８７－４６－５５３６
平日８：３０～１７：１５
子ども・子育て総合センター ０２８７－４６－５５３７
平日８：３０～１７：１５
那須塩原市社会福祉協議会 ０２８７－３７－５１２２
毎月第１火曜日・第１土曜日１３：３０～１６：３０（要予約）
市民課 ０２８７－６２－７１３２
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－６２－７１３２
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居

都市整備課 ０２８７－６２－７１６２
平日８：３０～１７：１５

36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

都市整備課 ０２８７－６２－７１６２
平日８：３０～１７：１５
子ども・子育て総合センター ０２８７－４６－５５３７
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－６２－７１３３
平日、土日祝日とも８：３０～１７：１５
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

矢板市

くらし安全環境課 ０２８７－４３－６７５５
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８７－４３－３６２１
消費生活相談業務
平日９：００～１６：００（正午～１３：００を除く）
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
生活保護制度
平日８：３０～１７：１５
健康増進課 ０２８７－４３－１１１８
高額療養費の支給事業
平日８：３０～１７：１５
（国民健康保険加入者）
社会福祉協議会 ０２８７－４４－３０００
高額療養費貸付制度
平日８：３０～１７：１５
（国民健康保険加入者）
健康増進課 ０２８７－４３－１１１８
高額療養費の支給事業
平日８：３０～１７：１５
（後期高齢者医療制度加入者）
健康増進課 ０２８７－４３－１１１８
遺族基礎年金
平日８：３０～１７：１５
健康増進課 ０２８７－４３－１１１８
障害基礎年金
平日８：３０～１７：１５
健康増進課 ０２８７－４３－１１１８
特別障害給付金
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
特別障害者手当
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
身体障害者手帳・療育手帳の交付
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
精神障害者保健福祉手帳の交付
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
自立支援医療費支給制度
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
重度心身障害者医療費助成
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
こども医療費助成
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
ひとり親家庭医療費助成
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
母子父子寡婦福祉資金貸付金
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
高等職業訓練促進給付金
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
母子家庭等就業・自立支援事業
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
母子・父子自立支援プログラム策定等事業
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
遺児手当
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
児童手当
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
児童扶養手当
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８７－４３－１１１６
障害児福祉手当
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
特別児童扶養手当
平日８：３０～１７：１５
教育総務課 ０２８７－４３－６２１７
要保護及び準要保護児童生徒援助費
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４４－３６００
幼稚園就園奨励費補助事業
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
第３子以降保育料金免除
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
その他の幼稚園保育料減免事業費補助
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
一時預かり・特定保育
平日８：３０～１７：１５
高齢対策課 ０２８７－４４－２１１２
短期入所生活援助（ショートステイ）事業
平日８：３０～１７：１５
社会福祉協議会(高齢者。障がい者相談専門） 0287-43-8700
無料法律相談
毎月第３金曜日（祝祭日による変更有） 10:00～12:00
市民課 ０２８７－４３－１１１７
住民票の写しの交付等の制限
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－４３－１１１７
登録型本人通知制度
平日８：３０～１７：１５
都市建設課 ０２８７－４３－６２１２
犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
都市建設課 ０２８７－４３－６２１２
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
都市建設課 ０２８７－４３－６２１２
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
都市建設課 ０２８７－４３－６２１２
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
こども課 ０２８７－４３－３６００
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－４３－１１１７
死亡届出受理担当窓口
平日、土日祝日とも８：３０～１７：１５

1 犯罪被害者相談業務
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

さくら市
総務課 ０２８－６８１－１１１１
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８－６８１－２５７５
平日９：００～１６：００（正午～１３：００を除く）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
保険高齢課 ０２８－６８１－１１１６
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
保険高齢課 ０２８－６８１－１１１６
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
保険高齢課 ０２８－６８１－１１１６
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
保険高齢課 ０２８－６８１－１１１６
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
保険高齢課 ０２８－６８１－１１１６
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
学校教育課 ０２８－６８６－６６２０
平日８：３０～１７：１５
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
学校教育課 ０２８－６８６－６６２０
平日８：３０～１７：１５（金曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
さくら市社会福祉協議会０２８－６８２－２２１７
第３金曜日午後１時～４時(事前予約制)
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

児童課 ０２８－６８１－１１２５
平日８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
市民福祉課 ０２８－６８１－１１１５
平日８：３０～１７：１５、土日祝日１７：００まで（月曜のみ１９：００まで＊許可証発行は１７：１５まで）
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別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の申請受付
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

那須烏山市
総務課（危機管理担当） ０２８７－８３－１１１１
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８７＾８３－１０１４
平日９：００～１２：００、１３：００～１６：３０
健康福祉課（生活福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１，０２８７－８３－１１１６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１，０２８７－８３－１１１６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１，０２８７－８３－１１１６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課（社会福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課（社会福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課（社会福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課（社会福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課（社会福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課（社会福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課（社会福祉担当） ０２８７－８８－７１１５
平日８：３０～１７：１５
学校教育課（学校教育担当） ０２８７－８８－６２２２
平日８：３０～１７：１５
こども課（保育担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（保育担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談、心配ごと相談事業
32 住民票の写しの交付等の制限

こども課（保育担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
平日８：３０～１７：１５
社会福祉協議会 ０２８７－８８－７８８１
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１
平日８：３０～１７：１５

33 登録型本人通知制度
都市建設課（監理担当） ０２８７－８８－７１１８
平日８：３０～１７：１５
都市建設課（監理担当） ０２８７－８８－７１１８
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
都市建設課（監理担当） ０２８７－８８－７１１８
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
都市建設課（監理担当） ０２８７－８８－７１１８
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
こども課（こそだて支援担当） ０２８７－８８－７１１６
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８７－８８－７１１１，０２８７－８３－１１１６
死亡届出受理担当窓口
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35
36
37
38
39
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別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

下野市
安全安心課 ０２８５－４０－５５５５
平日８：３０～１７：１５
下野市消費生活センター ０２８５－４４－４８８３
平日９：００～１７：００（１２：００～１３：００を除く）
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－４０－５５５６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－４０－５５５６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－４０－５５５６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－４０－５５５６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－４０－５５５６
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－４０－５５５６
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８５－５２－１１１８
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
平日８：３０～１７：１５（特定保育はなし）
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
短期入所生活援助（ショートステイ）事業
平日８：３０～１７：１５
社会福祉協議会 ０２８５－４３－１２３６
無料法律相談
毎月第２木曜日１３：００～１６：３０ ※要予約
市民課 ０２８５－５２－１１１１
住民票の写しの交付等の制限
平日８：３０～１７：１５
社会福祉課 ０２８５－５２－１１１２
登録型本人通知制度
平日８：３０～１７：１５
都市計画課 ０２８５－４８－２１１４
犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
都市計画課 ０２８５－４８－２１１４
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
都市計画課 ０２８５－４８－２１１４
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
都市計画課 ０２８５－４８－２１１４
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
こども福祉課 ０２８５－５２－１１１４
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５
市民課 ０２８５－４０－５５５６
死亡届出受理担当窓口
平日８：３０～１７：１５（時間外は消防組合0285-53-6169にて受付）

29 一時預かり・特定保育
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

上三川町
総務課 ０２８５－５６－９１１５
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８５－５６－９１５３
平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
保険課 ０２８５－５６－９１３４
平日８：３０～１７：１５
保険課 ０２８５－５６－９１３４
平日８：３０～１７：１５
保険課 ０２８５－５６－９１３４
平日８：３０～１７：１５
保険課 ０２８５－５６－９１３４
平日８：３０～１７：１５
保険課 ０２８５－５６－９１３４
平日８：３０～１７：１５
保険課 ０２８５－５６－９１３４
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：３０
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１３０
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１３０
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１３０
平日８：３０～１７：１５

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助

福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
教育総務課 ０２８５－５６－９１５６
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１３０
平日８：３０～１７：１５
福祉課 ０２８５－５６－９１３０
平日８：３０～１７：１５
教育総務課 ０２８５－５６－９１５５
平日８：３０～１７：１５

29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

福祉課 ０２８５－５６－９１２８
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８５－５６－９１２５
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８５－５６－９１２５
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

福祉課 ０２８５－５６－９１３０
平日８：３０～１７：３０
住民生活課 ０２８５－５６－９１２５
平日８：３０～１７：３０、土日祝日８：３０～１７：００
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成

益子町
総務課 ０２８５－７２－８８２６
平日８：３０～１７：１５
芳賀地区消費生活センター ０２８５-８１-３８８１
平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８５－７２－８８４８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８５－７２－８８４８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８５－７２－８８４８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８５－７２－８８４８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８５－７２－８８４８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８５－７２－８８４８
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５-７０-１１２１
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５-７２-８８６５
平日８：３０～１７：１５

15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

健康福祉課 ０２８５-７２-８８６５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５-７２-８８６５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５-７２-８８６５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－７２－８８６６
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８５－７２－８８６２
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８５－７２－８８６２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５-７２-８８６５
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

健康福祉課 ０２８５-７２-８８６５
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

住民課 ０２８５－７２－８８４９
平日８：３０～１７：１５

33 登録型本人通知制度
34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

健康福祉課 ０２８５-７２-８８６５
平日８：３０～１７：１５
住民課（平日）０２８５－７２－８８４９、土日祝日０２８５－７２－２１１１
平日８：３０～１７：１５
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成

茂木町
総務課 ０２８５－６３－５６１４
平日８：３０～１７：１５
商工課 ０２８５－６３－５６２５
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８５－６３－５６２９
平日８：３０～１７：１５（金曜日は～１９：００）
茂木町社会福祉協議会 ０２８５－６３－４９６９
平日８：３０～１７：００（貸付に関する相談も含む）
住民課 ０２８５－６３－５６２９
平日８：３０～１７：１５（金曜日は～１９：００）
住民課 ０２８５－６３－５６２９
平日８：３０～１７：１５（金曜日は～１９：００）
住民課 ０２８５－６３－５６２９
平日８：３０～１７：１５（金曜日は～１９：００）
住民課 ０２８５－６３－５６２９
平日８：３０～１７：１５（金曜日は～１９：００）
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５

15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
生涯学習課 ０２８５－６３－３３３７
平日８：３０～１７：１５
生涯学習課 ０２８５－６３－３３３７
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
生涯学習課 ０２８５－６３－３３３７
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

総務課 ０２８５－６３－５６１４
奇数月の第４金曜日（予約制）１０：００～１２：００
住民課 ０２８５－６３－５６２４
平日８：３０～１７：１５（金曜日は～１９：００）

33 登録型本人通知制度
34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８５－６３－５６３１
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５
住民課（平日）０２８５－６３－５６２４、土日祝日０２８５－６３－１１１１
死亡届出受理担当窓口
平日８：３０～１７：１５、土日祝日は１６：００まで（金曜日は～１９：００）

36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37
38
39
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度

市貝町

備考

総務課 ０２８５－６８－１１１１
平日８：３０～１７：１５
企画振興課 ０２８５－６８－１１１８
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－６８－１１１３
平日８：３０～１７：１５
町民くらし課 ０２８５－６８－１１１4
平日８：３０～１７：１５
町民くらし課 ０２８５－６８－１１１4
平日８：３０～１７：１５
町民くらし課 ０２８５－６８－１１１4
平日８：３０～１７：１５
町民くらし課 ０２８５－６８－１１１4
平日８：３０～１７：１５
町民くらし課 ０２８５－６８－１１１4
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－６８－１１１３
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－６８－１１１３
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－６８－１１１３
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－６８－１１３３
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－６８－１１１３
平日８：３０～１７：１５（木曜のみ～１９：００）

12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料免除

健康福祉課 ０２８５－６８－１１３３
平日８：３０～１７：１５（木曜のみ～１９：００）
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５（木曜のみ～１９：００）
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８５－６８－１１１３
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

町民くらし課 ０２８５－６８－１１１4
平日８：３０～１７：１５（木曜のみ～１９：００）

33 登録型本人通知制度
建設課 ０２８５－６８－１１１７
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８５－６８－１１１７
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８５－６８－１１１７
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８５－６８－１１１７
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８５－６８－１１１９
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１９：００ 土・日・祝日８：３０～１７：００
町民くらし課 ０２８５－６８－１１１4
死亡届出受理担当窓口
平日８：３０～１７：１５ （木曜日のみ～１９：００）土・日・祝日８：３０～１７：００

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35
36
37
38
39
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12月～2月の土・日・祝日８：３０～１６：００

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成

芳賀町
総務課地域安全対策係 ０２８－６７７－６０２９
平日８：３０～１７：１５
商工観光課商工観光係 ０２８－６７７－６０１８
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係 ０２８－６７７－１１１２
平日８：３０～１７：１５
住民課国保年金係 ０２８－６７７－６０３８
平日８：３０～１７：１５

住民課国保年金係
平日８：３０～１７：１５
住民課国保年金係
平日８：３０～１７：１５
住民課国保年金係
平日８：３０～１７：１５
住民課国保年金係
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係
平日８：３０～１７：１５

０２８－６７７－６０３８
０２８－６７７－６０３８
０２８－６７７－６０３８
０２８－６７７－６０３８
０２８－６７７－１１１２
０２８－６７７－１１１２
０２８－６７７－１１１２
０２８－６７７－１１１２
０２８－６７７－１１１２
０２８－６７７－１１１２
０２８－６７７－１１１２

15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子･父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

健康福祉課福祉係 ０２８－６７７－１１１２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係 ０２８－６７７－１１１２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係 ０２８－６７７－１１１２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係 ０２８－６７７－１１１２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課福祉係 ０２８－６７７－１１１２
平日８：３０～１７：１５
こども育成課学校管理係 ０２８－６７７－１４１４
平日８：３０～１７：１５
こども育成課学校管理係 ０２８－６７７－１４１４
平日８：３０～１７：１５
こども育成課児童保育係 ０２８－６７７－６０２４
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

こども育成課児童保育係 ０２８－６７７－６０２４
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

住民課住民戸籍係 ０２８－６７７－６０１４
平日８：３０～１７：１５、木曜８：３０～１９：１５

33 登録型本人通知制度
34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

健康福祉課福祉係 ０２８－６７７－１１１２
平日８：３０～１７：１５
住民課（平日） ０２８－６７７－６０１４、（土日・祝日）０２８－６７７－１１１１
平日８：３０～１７：１５、土日祝日８：３０～１７：００
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別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

壬生町
総務課 ０２８２－８１－１８０６
平日８：３０～１７：１５
壬生町消費生活センター ０２８２－８２－１１０６
平日９：００～１２：００ １３：００～１６：００
健康福祉課社会福祉係 ０２８２－８１－１８２９
平日８：３０～１７：１５
住民課国保年金係 ０２８２－８１－１８３２
平日８：３０～１７：１５
社会福祉協議会 ０２８２－８２－７８９９
住民課 ０２８２－８１－１８３２
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８２－８１－１８２７
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８２－８１－１８２７
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８２－８１－１８２７
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８２－８１－１８２９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８２－８１－１８２９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８２－８１－１８８５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８２－８１－１８８３
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８２－８１－１８２９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
平日８：３０～１７：１５

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
児童手当
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
児童扶養手当
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
障害児福祉手当
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
特別児童扶養手当
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８２－８１－１８７１
要保護及び準要保護児童生徒援助費
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
幼稚園就園奨励費補助事業
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
第３子以降保育料金免除
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
その他の幼稚園保育料減免事業費補助
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
一時預かり・特定保育
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８２－８１－１８７７
短期入所生活援助（ショートステイ）事業
平日８：３０～１７：１５
社会福祉協議会 ０２８２－８２－７８９９
無料法律相談
電話にて受付（要予約）・月に一回
住民課 ０２８２－８１－１８２５
住民票の写しの交付等の制限
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８２－８１－１８２４
登録型本人通知制度
平日、土日祝日とも８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）
建設課 ０２８２－８１－１８４９
犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８２－８１－１８４９
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８２－８１－１８４９
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８２－８１－１８４９
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８２－８１－１８３１
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８２－８１－１８２４
死亡届出受理担当窓口
平日、土日祝日とも８：３０～１７：１５（月曜のみ１９：００まで）

20 遺児手当
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

野木町
総務課 ０２８０－５７－４１２８
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター（産業課内） ０２８０－２３－１３３３
平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００
健康福祉課 ０２８０－５７－４１７２
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８０－５７－４１３６
平日８：３０～１７：１５

住民課 ０２８０－５７－４１３６
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
健康福祉課 ０２８０－５７－４１７２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８０－５７－４１７２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８０－５７－４１７２
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８０－５７－４１４１
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４１
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４１
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
健康福祉課 ０２８０－５７－４１７２
平日８：３０～１７：１５

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業

健康福祉課 ０２８０－５７－４１７２
平日８：３０～１７：１５

19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４１
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１４０
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
こども教育課 ０２８０－５７－４１３８
平日８：３０～１７：１５
こども教育課 ０２８０－５７－４１３８
平日８：３０～１７：１５
こども教育課 ０２８０－５７－４１６２
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

こども教育課 ０２８０－５７－４１６２
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

社会福祉協議会 ０２８０－５７－３１００
奇数月の第3木曜日 １０：００～１２：００ ※要予約
住民課 ０２８０－５７－４１２６
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
住民課 ０２８０－５７－４１２６
火・水・木８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

こども教育課 ０２８０－５７－４１３８
平日８：３０～１７：１５
住民課（平日）０２８０－５７－４１２７、土日祝日０２８０－５７－４１１１
火・水・木・土日祝日８：３０～１７：１５ 月・金８：３０～１９：００
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別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

塩谷町
総務課 ０２８７－４５－１１１１
平日８：３０～１７：１５
産業振興課 ０２８７－４５－２２１１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８７－４５－１１１８
平日８：３０～１７：１５

住民課 ０２８７－４５－１１１８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８７－４５－１１１８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８７－４５－１１１８
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８７－４５－１１１８
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－４８－７５０１
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－４８－７５０１
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
総務課 ０２８７－４５－１１１１
奇数月の第３水曜日 ８：３０～１７：１５
住民課 ０２８７－４５－１１１８
平日８：３０～１７：１５

33 登録型本人通知制度
建設水道課 ０２８７－４５－１１１4
平日８：３０～１７：１５
建設水道課 ０２８７－４５－１１１4
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
建設水道課 ０２８７－４５－１１１4
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建設水道課 ０２８７－４５－１１１4

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35
36

37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－４５－１１１９
平日８：３０～１７：１５
住民課（平日）０２８７－４５－１１１８、土日祝日０２８７－４５－１１１１
平日８：３０～１７：１５、土日祝日８：３０～１７：００
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

高根沢町
地域安全課 ０２８－６７５－８１１０
平日８：３０～１７：１５
（宇都宮市）消費生活センター０２８－６１６－１５４７
年末年始を除く１０：００～１７：３０、電話相談９：００～１７：３０、土日祝日～１６：３０まで
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５
住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
社会福祉協議会 ０２８－６７５－４７７７
平日８：３０～１７：１５

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費、就学援助
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育

こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８－６７５－８１０５
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５

30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限
33 登録型本人通知制度

住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
住民課 ０２８－６７５－８１００
平日８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

都市整備課 ０２８－６７５－８１０７
平日８：３０～１７：１５
都市整備課 ０２８－６７５－８１０７
平日８：３０～１７：１５
こどもみらい課 ０２８－６７５－６４６６
平日８：３０～１７：１５
住民課０２８－６７５－８１００、夜間は高根沢消防署０２８－６７５－１７１１
住民課は平日、土日祝日とも８：３０～１７：１５（月、金は１９：１５まで）
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
番号

支援項目

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金

那須町
保健福祉課 ０２８７－７２－６９１７
平日８：３０～１７：１５
消費生活センター ０２８７－７２－６９３７
月曜日から木曜日９：００～１２：００、１３：００～１６：００
保健福祉課 ０２８７－７２－６９１７
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－７２－６９０９
平日８：３０～１７：１５
那須町社会福祉協議会 ０２８７－７２－５１３３
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－７２－６９０９
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－７２－６９０８
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－７２－６９０８
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－７２－６９０８
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－７２－６９１７
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－７２－６９１７
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－７２－６９１７
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－７２－６９１７
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５ （金曜日のみ１９：１５まで）
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５

16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除

こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５
保健福祉課 ０２８７－７２－６９１７
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－７２－６９２２
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－７２－６９２２
平日８：３０～１７：１５
こども未来課 ０２８７－７２－６９５９
平日８：３０～１７：１５

28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

住民生活課 ０２８７－７２－６９０８
開催月の前月２５日～（平日）８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－７２－６９０８
平日８：３０～１７：１５

33 登録型本人通知制度
34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35 犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
36 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
37 配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
38 児童虐待担当窓口
39 死亡届出受理担当窓口

子育て支援センター ０２８７－７１－１１３７
火曜日を除く ９：００～１７：００
住民生活課 ０２８７－７２－６９０８
平日、土日祝日とも８：３０～１７：１５
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備考

別表１～市町担当窓口一覧（機関紹介P１１９）
支援項目

番号

1 犯罪被害者相談業務
2 消費生活相談業務
3 生活保護制度
高額療養費の支給事業
（国民健康保険加入者）
高額療養費貸付制度
4
（国民健康保険加入者）
高額療養費の支給事業
（後期高齢者医療制度加入者）

5 遺族基礎年金
6 障害基礎年金
7 特別障害給付金
8 特別障害者手当
9 身体障害者手帳・療育手帳の交付
10 精神障害者保健福祉手帳の交付
11 自立支援医療費支給制度
12 重度心身障害者医療費助成
13 こども医療費助成
14 ひとり親家庭医療費助成
15 母子父子寡婦福祉資金貸付金
16 高等職業訓練促進給付金
17 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
18 母子家庭等就業・自立支援事業
19 母子・父子自立支援プログラム策定等事業
20 遺児手当
21 児童手当
22 児童扶養手当
23 障害児福祉手当
24 特別児童扶養手当
25 要保護及び準要保護児童生徒援助費
26 幼稚園就園奨励費補助事業
27 第３子以降保育料金免除
28 その他の幼稚園保育料減免事業費補助
29 一時預かり・特定保育
30 短期入所生活援助（ショートステイ）事業
31 無料法律相談
32 住民票の写しの交付等の制限

那珂川町
総務課 ０２８７－９２－１１１１
平日８：３０～１７：１５
商工観光課 ０２８７－９２－１１１６
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－９２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
住民生活課（受付業務のみ） ０２８７－９２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－９２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－９２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
住民生活課 ０２８７－９２－１１１２
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－９６－２１１４
平日８：３０～１７：１５
学校教育課 ０２８７－９６－２１１４
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
平日８：３０～１７：１５
社会福祉協議会 ０２８７－９２－２２２６
年４回(６，９，１２，３月）平日予約制１３：００～１５：００
住民生活課 ０２８７－９２－１１１２
平日８：３０～１７：１５

33 登録型本人通知制度
建設課 ０２８７－９２－１１１８
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８７－９２－１１１８
犯罪被害者等の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８７－９２－１１１８
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への優先入居
平日８：３０～１７：１５
建設課 ０２８７－９２－１１１８
配偶者等からの暴力被害者の公営住宅への一時入居
平日８：３０～１７：１５
健康福祉課 ０２８７－９２－１１１９
児童虐待担当窓口
平日８：３０～１７：１５
住民生活課（平日）０２８７－９２－１１１２、土日祝日０２８７－９２－１１１１
死亡届出受理担当窓口
平日、土日祝日とも８：３０～１７：１５

34 犯罪被害者等の公営住宅への優先入居
35
36
37
38
39
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備考

別表２～市町地域包括支援センター一覧（機関紹介Ｐ１７１）
市町名

機関名

1
宇都宮市

担当地区

住所

中央、簗瀬

宇都宮市中央1-5-12

城東

見木ビル

地域包括支援センター御本丸

2

電話番号

028-651-4777

陽南、西原
宇都宮市

地域包括支援センターようなん

宇都宮市陽南4-6-34

028-658-2125

昭和、戸祭

宇都宮市星が丘1-7-38

028-622-2243

今泉、錦

宇都宮市今泉3-13-1

東

喜多川マンション1 階

西、さくら

宇都宮市西2-1-7

御幸、平石

宇都宮市御幸町77

御幸ヶ原

森崎ビル

宮之原
3

宇都宮市

地域包括支援センターきよすみ

宇都宮市

地域包括支援センター今泉・陽北

4

5

宇都宮市

地域包括支援センターさくら西

宇都宮市

鬼怒地域包括支援センター

6

7
8
9
10
11
12

13

14

028-616-1780

028-610-7370

028-683-2230

宇都宮市

地域包括支援センター清原

清原

宇都宮市鐺山町1983

028-667-8222

宇都宮市

地域包括支援センター瑞穂野

瑞穂野

宇都宮市上桑島町1476-2

028-656-9677

宇都宮市

地域包括支援センター峰・泉が丘

峰、泉ヶ丘

宇都宮市東今泉2-1-1

028-613-5500

宇都宮市

地域包括支援センター石井・陽東

石井、陽東

宇都宮市石井町2580-1

028-660-1414

宇都宮市

よこかわ地域包括支援センター

横川

宇都宮市屋板町578-504

028-657-7234

宇都宮市

地域包括支援センター雀宮

雀宮（東部）

宇都宮市南高砂町11-17

028-655-7080

雀宮（西部）

宇都宮市針ケ谷町655

028-688-3371

緑が丘、陽光

宇都宮市双葉1-13-56

028-684-3328

宇都宮市砥上町54-1

028-647-3294

宇都宮市

宇都宮市

地域包括支援センター
雀宮・五代若松原
緑ヶ丘・陽光
地域包括支援センター

15

姿川（北部）
宇都宮市

地域包括支援センター砥上
富士見、明保

16
17
18

宇都宮市

姿川南部地域包括支援センター

姿川（南部）

宇都宮市幕田町1456-1

028-654-2281

宇都宮市

くにもと地域包括支援センター

国本

宇都宮市宝木本町2141

028-666-2211

宇都宮市

地域包括支援センター細谷・宝木

細谷、宝木

宇都宮市細谷町486-7

028-902-4170
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別表２～市町地域包括支援センター一覧（機関紹介Ｐ１７１）
19
20
21
22
23
24
25

宇都宮市

富屋・篠井地域包括支援センター

富屋、篠井

宇都宮市徳次郎町63-1

028-665-7772

宇都宮市

城山地域包括支援センター

城山

宇都宮市田野町666-2

028-652-8124

宇都宮市

地域包括支援センター豊郷

豊郷

宇都宮市川俣町897-8

028-616-1237

宇都宮市

地域包括支援センターかわち

古里中学校区

宇都宮市白沢町771

028-673-8941

宇都宮市

田原地域包括支援センター

田原中学校区

宇都宮市逆面町261-1

028-672-4811

宇都宮市

地域包括支援センター奈坪

河内中学校区

宇都宮市中岡本町3749-37

028-671-2202

宇都宮市

上河内地域包括支援センター

上河内

宇都宮市中里町2687-4

028-674-7222

足利市

地域包括支援センターたんぽぽ

足利市通5 丁目3435-3

0284-22-0544

26

中央第一
中央第二

27
28
29
30
31

足利市

地域包括支援センター清明苑

中央第三、北

足利市大月町1042-2

0284-41-1281

足利市

地域包括支援センター湯の里長寿苑

毛野、富田

足利市大沼田町2163-1

0284-91-3776

足利市

地域包括支援センター山辺・矢場川

山辺

足利市田中町100

0284-71-8484

足利市

義明苑地域包括支援センター

協和、愛宕台

足利市久保田町1223

0284-73-2413

西、坂西

足利市葉鹿町2019-1

0284-65-4080

足利市

地域包括支援センター
プロムナードひこや

32

栃木東、栃木西、 栃木市入舟町7-26
栃木市

栃木市栃木地域包括支援センター

33
栃木市

吹上、皆川

栃木市吹上町782-1

寺尾地区

吹上公民館内

大宮

栃木市惣社町228-1

国府地区

国府公民館内

大平地域全地区

栃木市大平町西野田666-1

0282-31-1002

栃木市国府地域包括支援センター

35
栃木市

0282-21-2538
市役所福祉庁舎内

栃木市吹上地域包括支援センター

34
栃木市

栃木北地区

0282-27-3855

栃木市大平地域包括支援センター

0282-43-1550
ゆうゆうプラザ内

36

藤岡地域全地区
栃木市

栃木市藤岡1022-5

栃木市藤岡地域包括支援センター

0282-62-0911
藤岡総合支所内
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37
38
39

栃木市

栃木市都賀地域包括支援センター

都賀地域全地区

栃木市都賀町原宿585-2

0282-28-0772

栃木市

栃木市西方地域包括支援センター

西方地域全地区

栃木市西方町本城1

0282-92-0032

栃木市

栃木市岩舟地域包括支援センター

岩舟地域全地区

栃木市岩舟町静5133-1

0282-55-7782

佐野市

佐野市地域包括支援センターさの社協

佐野市大橋町3212-27

0283-22-8129

佐野市植上町1677

0283-20-8129

北部、三好、野上、 佐野市田沼町1436

0283-62-8281

40

佐野、堀米、旗川、
吾妻

41

佐野市地域包括支援センター佐野市医
佐野市

植野、堺、犬伏

師会
42

赤見、田沼、田沼
南部、栃本、田沼
佐野市地域包括支援センター
佐野市
佐野市民病院

戸奈良、新合
飛駒

43

葛生、常磐
佐野市

佐野市地域包括支援センターくずう

佐野市あくと町3084

0283-84-3111

鹿沼市今宮町1688-1

0289-63-2175

鹿沼市西茂呂4-30-1

0289-60-5155

鹿沼市泉町2396-3

0289-62-9688

鹿沼市上殿町960-2

0289-64-7326

鹿沼市樅山町40-2

0289-60-2000

氷室
44

鹿沼市

鹿沼市地域包括支援センター

鹿沼市

鹿沼東地域包括支援センター

鹿沼市

鹿沼北地域包括支援センター

45

46

鹿沼市全域
北犬飼、東部台、
鹿沼東部
板荷、菊沢
鹿沼北部

47

鹿沼中央、加蘇
鹿沼市

鹿沼中央地域包括支援センター
東大芦、西大芦

48

鹿沼市

鹿沼南地域包括支援センター

鹿沼市

鹿沼市西地域包括支援センター

49

北押原、南押原

南磨、粟野、清洲、 鹿沼市口粟野1780

50

粕尾、永野

0289-85-2809
粟野コミュニティーセンター内

今市、日光
日光市

日光市地域包括支援センター

日光市中央町15-4

0288-21-2137

足尾
51
日光市

藤原・栗山地域包括支援センター

藤原、栗山

日光市鬼怒川温泉大原2 日光市社会
福祉協議会藤原支所ふじの郷内
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別表２～市町地域包括支援センター一覧（機関紹介Ｐ１７１）
52
53

日光市

日光・足尾地域包括支援センター

日光、足尾

日光市花石町1942-1

0288-25-3255

日光市

今市南地域包括支援センター

大沢南部、落合

日光市板橋2190-2

0288-25-6444

日光市

今市東地域包括支援センター

日光市根室607-5

0288-26-6537

豊岡、今市北部

日光市倉ヶ崎605-7

0288-21-7081

小山

小山市神鳥谷2251-7

54

大沢中部
大沢北、塩野室

55

日光市

今市北地域包括支援センター

56
小山市基幹型地域包括支援センター兼
小山市

小山市健康医療介護総合支援センタ

地域包括支援センター小山

0285-31-0211

ー内
57

大谷
小山市

小山市犬塚3-1-2

小山市地域包括支援センター大谷

0285-30-2421
小山市勤労青少年ホーム内

58

小山市地域包括支援センター

間々田、生井

小山市間々田1960-1

間々田

寒川

小山市立間々田市民交流センター内

豊田、中穗積

小山市松沼467

小山市

0285-41-2071

59
小山市

小山市地域包括支援センター美田

0285-32-1881
小山市立豊田公民館内

60

桑、絹
小山市

小山市荒井56-1

小山市地域包括支援センター桑絹

0285-30-0921
いきいきふれあいセンター桑内

61

真岡市

真岡市地域包括支援センター

大田原市

大田原市西部地域包括支援センター

62

63
大田原市

大田原市中央地域包括支援センター

64

真岡市内全域

真岡市荒町5191

西原、親園

大田原市浅香3-3578-17

野崎、佐久山

大田原市福祉センター内

大田原、紫塚、金

大田原市若草1-832

0287-20-2710

田北、金田南

湯津上、黒羽
大田原市

0285-83-6335

0287-20-1001
大田原保健センター
大田原市堀之内656-1

大田原市東部地域包括支援センター

0287-59-7181
黒羽保健センター内

65
66
67

矢板市

矢板市地域包括支援センター

矢板市内全域

矢板市本町5-4

0287-43-3896

那須塩原市

地域包括支援センター寿山荘

黒磯、厚崎

那須塩原市住吉町5-10

0287-62-9655

那須塩原市

地域包括支援センター秋桜の家

東那須野

那須塩原市大原間83

0287-65-2972
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68
69
70
71

那須塩原市

地域包括支援センターあぐり

豊浦

那須塩原市鍋掛1416-3

0287-73-2550

那須塩原市

稲村いたむろ地区地域包括支援センター

稲村、高林

那須塩原市東原166

0287-60-3361

那須塩原市

地域包括支援センターさちの森

鍋掛

那須塩原市野間453-23

0287-60-3361

那須塩原市

地域包括支援センターとちのみ

西那須野東部

那須塩原市井口533-11

0287-37-1683

西那須野西部

那須塩原市上赤田238-658

0287-37-8183

塩原

那須塩原市下田野282-6

0287-35-3745

さくら市鍛冶ケ沢57-1

028-681-1213

河戸、穗積、金鹿、 さくら市下河戸1942-2

028-685-3294

72

西那須野西部
那須塩原市

73

地域包括支援センター

那須塩原市

しおばら地域包括支援センター

さくら市

さくら市地域包括支援センターエリム

74

氏家中央部
氏家東部

75

喜連川、鷲宿
さくら市

さくら市地域包括支援センター而今

氏家西部
76

那須烏山市内全
那須烏山市

那須烏山市地域包括支援センター

下野市

下野市地域包括支援センターいしばし

77

域
石橋

那須烏山市田野倉85-1

0287-88-7115

下野市下古山1220
0285-51-0633
下野市保健福祉センターきらら館内

78

国分寺
下野市

下野市小金井789

下野市地域包括支援センターこくぶんじ

0285-43-1229
下野市保健福祉センターゆうゆう館内

79

南河内
下野市

下野市緑3-5-3

下野市地域包括支援センターみなみかわち

0285-44-3002
南河内児童館１階

80

上三川町内全域
上三川町

上三川町上蒲生127-1

上三川町地域包括支援センター

0285-56-5513
上三川いきいきプラザ内

81
82
83
84

益子町

益子町地域包括支援センター

益子町内全域

益子町益子1591-3

0285-70-2550

茂木町

茂木町地域包括支援センター

茂木町内全域

茂木町茂木1043-1

0285-63-5651

市貝町

市貝町地域包括支援センター

市貝町内全域

市貝町市塙1280

0285-68-1113

芳賀町

芳賀町地域包括支援センター

芳賀町内全域

芳賀町祖母井1020

028-677-6015
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85
86
87
88
89

壬生町

壬生北地区地域包括支援センター

南犬飼中学校区

下都賀郡壬生町北小林812

0282-86-3579

壬生町

壬生南地区地域包括支援センター

壬生中学校区

下都賀群壬生町壬生甲2342-3

0282-82-2119

野木町

野木町地域包括支援センター

野木町内全域

野木町友沼5840-1

0280-57-2400

塩谷町

塩谷町地域包括支援センター

塩谷町内全域

塩谷町玉生741

0287-45-1119

高根沢町

高根沢西地域包括支援センター

高根沢町内全域

高根沢町宝積寺2240-1

028-680-3503

那須町内全域

那須町大字寺子乙2566-1

那須町

那須町地域包括支援センター

90

0287-71-1138
ゆめ・プラザ内

91

那珂川町

那珂川町地域包括支援センター

那珂川町内全域
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那須郡那珂川町小川1065

0287-96-2161

