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総
合
政
策
部

政策推進課　　２階 　（２３）８７０１ 政策企画係／統計係／政策推進係／地域振興係／市民協働係
新庁舎整備課Ａ２階 　（２３）８７２１ 新庁舎業務担当／新庁舎技術担当
総務課　　２階 　（２３）１１１１ 総務法規係／人事係／秘書係
情報政策課　　２階 　（２３）８７６６ 情報システム係／広報広聴係
危機管理課　　２階 　（２３）１１１５ 防災係／地域安全係
湯津上支所　 総合窓口課 　（９８）２１１１ 管理係／市民生活係／健康福祉係

黒羽支所 　総合窓口課 　（５４）１１１１ 管理係／市民生活係／健康福祉係／両郷出張所 　（５９）０１１１
須賀川出張所 　（５７）０１１１

財
務
部

財政課（本庁舎別棟２階） 　（２３）８７９７ 財政係／管財係
税務課　　１階 　（２３）８７８５ 税制係／市民税係／資産税土地係／資産税家屋係
収納対策課　　１階 　（２３）８６３９ 収納管理係／徴収対策係
検査課　　２階 　（２３）８１８９ 契約係／検査係

保
健
福
祉
部

健康政策課　　１階 　（２３）８７０４ 健康政策係／成人健康係
福祉課　　１階 　（２３）８７０７ 社会福祉係／生活福祉係／障害福祉係／障害支援係

子ども幸福課　　１階
　（２３）８９３２

子育て支援係／保育係／子育て環境係／母子健康係
しんとみ保育園 　（２２）２４０２／ゆづかみ保育園 　（９８）８１０１
くろばね保育園 　（５９）７０５５／すさぎ保育園 　（５７）０３２９

高齢者幸福課　　１階 　（２３）８７４０ 高齢支援係／介護サービス係／地域支援係
市
民
生
活
部

国保年金課　　１階 　（２３）８９２８ 管理係／医療助成係／国保年金係／賦課係
市民課　　１階 　（２３）８７０５ 戸籍係／市民係
生活環境課　　１階 　（２３）８７０６ 生活交通係／環境対策係／地球温暖化対策係

産
業
振
興
部

農政課　　３階 　（２３）８７０８ 農政係／農産園芸係
農林整備課　　３階 　（２３）８１２６ 農村整備係／農村環境対策係／林業振興係
商工観光課　　２階 　（２３）８７０９ 商業振興係／企業立地係／観光交流係／観光地域振興係

建
設
部

道路建設課　　２階 　（２３）８７１０ 庶務係／道路係／用地係
道路維持課　　２階 　（２３）８７１７ 管理係／維持係
都市計画課　　２階 　（２３）８７１１ 都市計画係／都市施設係／開発指導係／地籍調査係
建築住宅課　　１階 　（２３）８７２４ 住宅係／建築係／設備係
建築指導課　　１階 　（２３）１１７８ 指導係／審査係

水
道
部

下水道課　　　（２３）８７１２ 管理係／工務係／維持係
水道課　　　（２３）８７１３ 管理係／工務係

会計課　　１階 　（２３）８７２２ 会計係
議事課　　１階 　（２３）８７１４ 庶務係／議事調査係
監査委員・選挙管理委員会・公平委員会事務局
　（９８）３７６７ 監査係／選挙係

農業委員会事務局　　１階 　（２３）８７１６ 農業振興係／農地調整係

教
育
部

教育総務課　　　（９８）７１１１ 総務係／学校再編整備担当／施設係
学校給食センター 　（５４）０１８３／小学校・中学校

学校教育課　　　（９８）７１１４ 庶務係／学校教育係

生涯学習課
　（２３）２１００

生涯学習係／中央公民館係／大田原東地区公民館　（２４）２７７７
大田原西地区公民館 　（２３）８７１９／金田北地区公民館 　（２３）３２５３
金田南地区公民館　（２３）２２６０／親園地区公民館 　（２８）２４４４
野崎地区公民館　（２９）２６０５／佐久山地区公民館 　（２８）０８７２
湯津上地区公民館　（９８）３４２５／黒羽川西地区公民館 　（５４）０１８４
両郷地区公民館 　（５９）０１１１／須賀川地区公民館 　（５７）０１１１

文化振興課
　（９８）３７６８

文化振興係／文化財係／なす風土記の丘湯津上資料館 　（９８）３３２２
文化施設１係
▶総合文化会館 　（２２）４１４８▶那須与一伝承館 　（２０）０２２０
文化施設２係
▶芭蕉の館 　（５４）４１５１▶ピアートホール 　（５９）０８５６
市史編さん係

スポーツ振興課（県北体育館）
　（２２）８０１７

管理係／管理事業係（黒羽体育館） 　（５９）２８５８／市民スポーツ係／
国体準備係

行政組織と電話番号のご案内
平成 30 年度の行政組織と電話番号をお知らせします。

問総務課　  2 階　　（２３）１１１１

黒

黒

仮設庁舎Ａ棟「政策・せいかつ館」
仮設庁舎Ｂ棟「税・まちづくり館」
東別館「安心・しあわせ館」
大田原市総合文化会館
議会棟

南別館
大田原地域職業訓練センター
生涯学習センター
湯津上庁舎
黒羽庁舎
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湯津上地区の水道料金
　平成 29年 4月 1日から湯津上地区の水道料金は、大田原・黒羽地区の水道料金に統一となりました。統
一にあたり３年間の緩和措置を実施していますが、平成 30年６月請求分から緩和期間が２年目となり、緩
和措置による減額となる額が変わります。

旧料金では、7,452 円でしたが、新
料金では 9,180 円となります。緩和
措置 2 年目は、増加した額（9,180
円 － 7,452 円 ＝ 1,728 円 ）の 2/4
（1,728 円× 2/4 ＝ 860 円）が減額
となりますので、平成 30 年６月請
求分からは 8,320 円 ( 消費税込 ) と
なります。

●一般的なご家庭（メーター口径
13mm）で 2か月で 50㎥使用した場
合の料金は？

　新料金と旧料金の差額分に対して減額（緩和措置）を実施し
ています。新料金と旧料金で計算を行い、増加した差額に対
して 1年目は 3/4、2年目は 2/4、3年目は 1/4 を減額し、4
年目から新料金になります。

緩和期間 緩和措置により減額となる額（10円未満切り捨て）
平成 29年６月請求分から平成 30年４月請求分まで 新料金と旧料金の差額に 3/4 を乗じた額
平成 30年６月請求分から平成 31年４月請求分まで 新料金と旧料金の差額に 2/4 を乗じた額
平成 31年６月請求分から平成 32年４月請求分まで 新料金と旧料金の差額に 1/4 を乗じた額
平成 32年６月請求分以降 新料金となります

《水道料金（1箇月あたり）》※水道料金は基本料金と従量料金の合計額に 100 分の 108 を乗じた額

統一による改定の緩和措置２年目

口径 旧料金 新料金
基本水量 基本料金 従量料金 基本水量 基本料金 従量料金

13㎜ 10㎥ 1,500 円

1㎥につき

130 円

10㎥ 1,700 円

1㎥につき

170 円

20㎜ 10㎥ 1,700 円 10㎥ 3,900 円
25㎜ 10㎥ 1,800 円 なし 5,900 円
30㎜ 10㎥ 2,300 円 なし 8,700 円
40㎜ 10㎥ 2,700 円 なし 15,600 円
50㎜ 10㎥ 4,600 円 なし 24,200 円
75㎜ 10㎥ 8,600 円 なし 54,900 円
100㎜ 10㎥ 8,600 円 なし 97,500 円
150㎜ 10㎥ 8,600 円 なし 219,600円

問水道課　訓　　　（２３）８７１３

新料金 請求額 請求額 請求額旧料金

差額

新料金 旧料金 1年目 2年目 3年目 4年目以降

請求額

新・旧差
額の 3/4

2/4減
額
分

1/4

※市ホームページに緩和措置による料金計算方法なども掲載しています。

　ガールスカウトでは、一人ひとりの個性を尊重し
ながら、年齢の異なる女の子たちが集団となって、
いろいろな野外活動や地域活動を実践しています。
●対象年齢…小学１年生～高校３年生までの女子
●申込期限…５月１日（火）

　春の交通安全運動が４月６日（金）～ 15 日（日）ま
で実施されるのに合わせ、与一くんが大田原警察署
の１日警察署長に就任します。ぜひご覧ください。
●開催日…４月７日（土）
●場所…道の駅那須与一の郷
●内容…１日警察署長委嘱状交付式、大田原女子高
校書道部による書道パフォーマンス（午前９時 30

分～ 10時 30分）、
セーフティ・サポートカーや歩行環
境シュミレータ「わたりジョーズ君」
などの体験ブース（午前９時30分～
11時 30分）

与一くん１日警察署長就任 ガールスカウト団員募集

 　危機管理課　　2階　　（２３）９３０１

 　栗原　敏子　　  （２２）３６１６
 　廣瀬　貞子　　  （２３）６００１
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