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議
会

　市民の意見をまちづくりに反映させる上で、大きな
役割を果たしているのが佐野市議会です。市民の代表
である24人の市議会議員で構成され、年4回の定例会
をはじめ、必要に応じて臨時会が開かれ、議案の審議な
どを行っています。

市議会

問 議会事務局 ☎20-3036

市議会の運営

問 議会事務局 ☎20-3036

市議会の主な仕事

委員会名 所管事項

総務常任委員会

総合政策部（国民健康保険税に係る部分を
除く）、行政経営部、会計課、消防本部、監査
委員、選挙管理委員会および公平委員会の
所管に属する事項ならびに他の常任委員会
の所管に属しない事項

厚生常任委員会
総合政策部（国民健康保険税に係る部分に
限る）、市民生活部、こども福祉部および健
康医療部の所管に属する事項

経済文教常任
委員会

産業文化部、観光スポーツ部、教育委員会お
よび農業委員会の所管に属する事項

建設常任委員会 都市建設部および上下水道局の所管に属す
る事項

　委員会には、4つの「常任委員会」と「議会運営委員
会」、必要に応じて設置される「特別委員会」がありま
す。議員は、いずれかの常任委員会に所属しています。

常任委員会所管事項一覧表

委員会

本会議は、予算案や条例案などについて審議し、市議
会の最終的な意思を決めたり、質問を行って市当局の考
えをただしながら市政をチェックする大切な会議です。

本会議

　市議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じ
て開く臨時会があります。定例会は、2月、6月、9月、12
月の年4回の定まった時期に開かれます。

議会の開催

　市民生活にとっては重要なことでも、それが国や県
の仕事で、市の力だけでは解決できないときは、国や県
の機関などに対して「意見書」や「決議」を提出して、積
極的な解決を求めています。

意見書・決議の提出

　市議会は請願・陳情を審査し、本会議で採択されたも
のは、その結果を市長などの執行機関へ送ります。

請願・陳情の審査

　市の仕事の状況を聴取したり、問題点などを指摘し
たりすることで、市政が正しく運営されているかどう
かを監視することも、市議会の大切な仕事です。本会議
や委員会で、一般質問や議案に対する質疑を行ったり、
執行機関から報告を受けたりして、市政をチェックし
ています。

市政のチェック

　市政を進めていく上で重要なことは、市議会の議決
により決定します。主なものは、次のとおりです。
条例を制定、改正、廃止すること
 予算の決定、決算の認定、市税、使用料、手数料などに
関すること
重要な契約の締結に関すること
副市長、教育長、監査委員などの選任に同意すること
 その他、法律や政令、条例で市議会の権限とされてい
ることなど

議決
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施設名 所在地 電話
子育て支援まちなかプラザ 若松町481-4 27-0224

ぴよぴよルーム・あさぬま
（保育園内） 浅沼町573-8 85-8225

ぴよぴよルーム・たぬま
（保育園内） 戸室町692 62-7041

施設名 所在地 電話
文化会館 浅沼町508-5 24-7211

葛生あくとプラザ あくと町3084 86-4715

中央公民館（佐野地区公民館） 金井上町2519 24-5771

植野地区公民館 寺中町2297-1 23-5421

界地区公民館 馬門町1510-1 22-0400

犬伏地区公民館 犬伏下町1798 23-8137

城北地区公民館 堀米町1173 24-5772

旗川地区公民館 並木町957-1 22-0074

吾妻地区公民館 村上町9 23-6903

赤見地区公民館 赤見町3082 25-3014

田沼中央公民館 戸奈良町1-1 61-1135

田沼地区公民館 栃本町2384-3 61-1135

田沼南部地区公民館 小見町752 61-1135

葛生地区公民館 葛生東
一丁目11-15 86-3414

常盤地区公民館 仙波町167 85-3657

氷室地区公民館 水木町846 87-0004

佐野駅前交流プラザ（ぱるぽーと） 若松町481-4 27-0005

ホール・公民館など

施設名 所在地 電話
佐野市役所 高砂町1 24-5111

田沼行政センター 田沼町974-3 61-1120

葛生行政センター 葛生東一丁目11-8 86-3411

赤見支所 赤見町3082 25-0511

野上支所 白岩町486-1 67-1233

新合支所 閑馬町361-1 65-0002

飛駒支所 飛駒町1576-2 66-2002

庁舎・行政センター・支所

施設名 所在地 電話
こどもの国 堀米町579 21-1515

南児童館 植下町440-1 23-2525

東児童館 犬伏下町1765-1 21-1668

西児童館 石塚町861 25-2452

田沼児童館 栃本町2384-12 62-0878

こどもの国・児童館

子育て支援拠点施設／地域子育て支援センター

保育園

こども・福祉・医療などに関する施設

施設名 所在地 電話
伊勢山保育園 相生町207-1 22-1378

赤坂保育園
（令和5年3月31日閉園予定） 赤坂町303-2 22-2412

よねやま保育園 米山南町40 23-2620

あづま保育園 上羽田町829-1 23-0775

あさぬま保育園 浅沼町573-8 85-8220

石塚保育園
（令和4年3月31日閉園予定） 石塚町568-82 25-2323

大橋保育園 大橋町3195-8 24-7321

たぬま保育園 戸室町692 62-0312

吉水保育園
（令和4年3月31日閉園予定）

吉水駅前
一丁目12-2 62-5877

くずう保育園 葛生東
一丁目15-20 85-2119

ときわ保育園
（令和5年3月31日閉園予定） 豊代町2134 85-3002
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施設名 所在地 電話
佐野小学校 金屋下町10 23-0374

天明小学校 大祝町2311 23-0237

植野小学校 植上町1272 23-0711

界小学校 馬門町1539 23-0819

犬伏小学校 犬伏下町1983 23-0770

犬伏東小学校 伊勢山町1534 24-2887

城北小学校 堀米町1156 23-0319

旗川小学校 並木町964 23-0178

吾妻小学校 上羽田町1369-1 22-3992

赤見小学校 赤見町3229 25-0704

石塚小学校 石塚町1408-2 25-0314

出流原小学校 出流原町1038-1 25-0324

田沼小学校 田沼町603 62-0047

施設名 所在地 電話
総合福祉センター 大橋町3212-27 22-8100

田之入老人福祉センター 田之入町834 22-3991

茂呂山老人福祉センター 茂呂山町10-1 24-5500

田沼老人福祉センター 戸奈良町1-1 61-1139

遠原の里福祉センター 閑馬町515-3 65-7071

葛生あくと福祉センター あくと町3084
（保健センター内） 86-4714

福祉センター

施設名 所在地 電話
保健センター 大橋町2042

24-5770
（健康増進課）田沼保健センター 戸奈良町1-1

葛生あくと保健センター あくと町3084

国民健康保険野上診療所 白岩町361 67-1210

国民健康保険新合診療所 閑馬町668 65-0700

国民健康保険飛駒診療所 飛駒町1190 66-2013

国民健康保険常盤診療所 仙波町77 85-3009

国民健康保険氷室診療所 水木町892 87-0034

施設名 所在地 電話
佐野日本大学高等学校

石塚町2555 25-0111
佐野日本大学中等教育学校
佐野清澄高等学校 堀米町840 23-0841

青藍泰斗高等学校 葛生東二丁目8-3 86-2511

佐野日本大学短期大学 高萩町1297 21-1200

施設名 所在地 電話
教育センター 上羽田町1134-1 20-3108

南部学校給食センター 大橋町2040-1 27-2091

北部学校給食センター 戸奈良町52 62-5871

施設名 所在地 電話
遠原の里デイサービスセンター 閑馬町515-3 65-7071

葛生あくとデイサービスセンター あくと町3084
（保健センター内） 86-4380

シルバー人材センター 大橋町3212-28 23-7765

大橋シルバーワークプラザ 大橋町3211 24-8359

田沼シルバーワークプラザ 戸室町689-1 62-5544

大橋高齢者生きがい工房 大橋町3211 24-8359

田沼高齢者生きがい工房 田沼町1703 ―

葛生あくと高齢者生きがい工房 あくと町3084
（保健センター内） 86-4714

介護予防拠点施設
施設名 所在地 電話

いきいき元気館さの 植下町448-4 24-6770

ふれあい館梅の里 梅園町222 ―

いきいき元気館たぬま 田沼町90-2 62-4881

葛生清和荘 葛生西二丁目7-19 ―
県立学校

私立学校

教育センター／給食センター
市立小学校

保健センター／診療所

学校・教育関係施設

デイサービスセンター／シルバーワーク・生きがい工房

施設名 所在地 電話
吉水小学校 吉水町832 62-0142

栃本小学校 栃本町1037 62-0152

多田小学校 多田町998 62-0179

葛生小学校 葛生西一丁目12-1 85-2040

葛生南小学校 中町1104 85-2101

常盤小学校 仙波町331-1 85-3016

氷室小学校 水木町51 87-0030

市立義務教育学校
施設名 所在地 電話

あそ野学園義務教育学校 戸室町156 62-3111

施設名 所在地 電話
栃木県立佐野高等学校・附属中学校 天神町761-1 23-0161

栃木県立佐野東高等学校 金屋下町12 23-0239

栃木県立佐野松桜高等学校 出流原町643-5 25-1313 

市立中学校
施設名 所在地 電話

城東中学校 若松町405 23-0448

西中学校 大橋町2026 23-3381

南中学校 植下町1205 23-0869

北中学校 富岡町93 23-0961

赤見中学校 出流原町628-1 25-0804

田沼東中学校 栃本町2287 62-3333

葛生中学校 葛生西三丁目4-1 85-2169

常盤中学校 豊代町2167 85-3020

※ 令和5年4月に、葛生義務教育学校が開校することにより葛生
小学校、葛生南小学校、常盤小学校、氷室小学校、葛生中学校お
よび常盤中学校は閉校となる予定です。
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 市民活動関係／男女共同参画関係／ 
消費生活センター

 ごみ処理・衛生施設／水道／下水道関係／ 
消防署／物流施設

人権関連施設

施設名 所在地 電話 開館時間 休館

郷土博物館 大橋町2047 22-5111 午前9時～午後5時

毎週月曜日、休日の
翌日、年末年始、そ
の他臨時休館あり

葛生化石館 葛生東
一丁目11-15 86-3332 午前9時～午後5時

毎週月曜日、休日の
翌日、年末年始、そ
の他臨時休館あり

葛生伝承館 葛生東
一丁目11-26 84-3311 午前9時～午後5時

毎週月曜日、休日
の翌日、展示替え
期間、年末年始

吉澤記念
美術館

葛生東
一丁目14-30 86-2008 午前9時半～午後5時

毎週月曜日、休日
の翌日、展示替え
期間、年末年始

人間国宝
田村耕一
陶芸館

高砂町2794-1
まちなか
活性化ビル
「佐野未来館」1階

22-0311 午前9時～午後5時

12月30日～1月1
日、その他臨時休
館あり

文化施設斎場・火葬場

勤労者・職業訓練関係

その他の施設

施設名 所在地 電話
みかもクリーンセンター・
リサイクルプラザ 町谷町206-13 23-8153

（環境政策課）

葛生清掃センター あくと町3360 86-4351

佐野地区衛生センター 植下町2550 24-8424

上下水道局 大橋町1165 22-1696

上下水道局北部営業所 田沼町974-3 62-0419

佐野市水処理センター 植下町3300 23-1120
（下水道課）

常盤地区水処理センター 仙波町308-2 ―

佐野市東消防署 富岡町1391 23-0119

佐野市西消防署 石塚町985-1 25-0119

北分署 多田町3092-1 62-0119

佐野インランドポート 戸奈良町2500-3 86-9111 駐輪場・駐車場・バスターミナル
施設名 所在地 電話

佐野駅前自転車駐車場 若松町485-17 21-5528

城山公園駐輪場 若松町504 20-3035
（都市整備課）

万町駐車場 万町2774-2

20-3040
（産業立市推進課）

田沼駅前駐車場 栃本町1744

田沼角町駐車場 田沼町1404-1

田沼仲町駐車場 田沼町1392-9

葛生駅南駐車場 富士見町358-1

葛生駅北駐車場 葛生東
一丁目450-2

佐野新都市バスターミナル 越名町2043-2
指定管理者

ジェイアールバス関東㈱
20-1650

農業関係施設
施設名 所在地 電話

佐野市農業公社 金吹町2351 21-5489 

三好生活改善センター 戸室町1183 20-3043
（農政課）

白岩生活改善センター 白岩町329-1
67-1233
（野上支所）作原生活改善センター 作原町780-1

野上基幹集落センター 白岩町486-1

飛駒基幹集落センター 飛駒町1576-2 66-2002
（飛駒支所）

下彦間集落センター 下彦間町343-1

20-3043
（農政課）

飛駒地区活性化センター 飛駒町688-1

田名網集落センター 豊代町1158

上牧集落センター 牧町1940-4

下牧農村生活センター 牧町794-1

秋山生活改善センター 秋山町734

施設名 所在地 電話
佐野共同高等産業技術学校 大橋町2042 23-7109

勤労者会館 浅沼町796 21-1830

施設名 所在地 電話
市民活動センター 大橋町3211-5 20-5166

男女共同参画推進センター 田沼町974-3 61-1140

消費生活センター 高砂町1 20-3015

施設名 所在地 電話
佐野斎場 韮川町578-1 21-1551

葛生火葬場 あくと町3330 86-2820

施設名 所在地 電話
隣保館 赤坂町958-18 22-7513

田沼福祉コミュニティセンター 小見町123-2 62-7858

葛生隣保事業相談所 富士見町6-21 85-2396

大橋町西部集会所 大橋町1734 24-4933

大橋町東部集会所 大橋町1093-2 24-3929

赤見町山崎集会所 赤見町1758-1 25-2806

免鳥町集会所 並木町1712-3 24-4572

並木町田中集会所 並木町1259 24-3350

小見町南小見集会所 小見町5-1 62-6188

富士見町集会所 富士見町6-21 86-3192
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