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パブリックコメントを募集
大田原市災害廃棄物処理計画（案）

●意見を提出できる方…次のいずれかに該当する方
（個人、団体を問いません）

・市内在住、在勤または在学中の方
・市内に事務所や事業所を有する方
・市に納税義務のある方
・今回の計画案に利害関係のある方
●計画案の閲覧方法（場所）…市ホームページ、生活

環境課、湯津上支所、黒羽支所
※窓口での閲覧は、平日午前８時 30 分～午後５時
●閲覧・意見募集期間…２月１日㊋～28日㊊
●提出方法…所定の用紙または任意の用紙に「大田原

市災害廃棄物処理計画（案）」と記載し、住所、氏名、

連絡先、「市内在住・在勤・在学、事務所（事業所）
所有者、市の納税義務者、利害関係者」の区分を記
載し、郵送、ＦＡＸ、電子メールで提出するか、
閲覧場所で直接提出してください。

※郵便による提出は期間最終日消印有効。
●意見の取り扱い…提出いただいた意見は、内容を

検討し、これに対する市の考え方を後日公表しま
す。個々の意見に対し、個別の回答はしません。
提出者の氏名その他個人情報は公表しません。募
集の趣旨と直接関係ない意見などは、意見として
取り扱いません。

　市では、「大田原市災害廃棄物処理計画」の策定を進めています。この計画は、台風や地震などの災害により
発生する災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速に処理し、早期復旧・復興を目指すための基本的な方針を示す計画
です。計画の策定に向けて、広く市民の皆さまからご意見を募集します。

　 税務課　 　２階　　（２３）８７２５確定申告／市民税・県民税申告のご案内

期　日
大田原地区

期　日
黒羽・湯津上地区

場　所 午前の部
8:30 ～ 11:30

午後の部
13:00 ～ 16:00 場　所 午前の部

8:30 ～ 11:30
午後の部

13:00 ～ 16:00

2月15日㊋ 野崎地区
公民館

（野崎研修センター）

下石上・野崎 2月15日㊋ 須賀川
出張所

須佐木 須佐木・南方
16日㊌ 上石上 薄葉・平沢 16日㊌ 須賀川 須賀川・川上・雲岩寺
17日㊍ 薄葉 17日㊍

湯津上庁舎

北滝 片田
18日㊎

金田北地区
公民館

中田原 18日㊎ 亀久 矢倉・蛭田
21日㊊ 中田原・町島・荒井・岡 戸野内・練貫・乙連沢 21日㊊ 蛭田 湯津上
22日㊋ 市野沢 今泉・羽田 22日㊋ 湯津上
24日㊍ 富池 小滝 24日㊍ 狭原 佐良土
25日㊎

市民協働
ホール

（市役所１階）

富士見 山の手・城山 25日㊎ 佐良土
28日㊊ 紫塚 元町・新富町 28日㊊ 蛭畑

3月 1日㊋ 末広 中央・本町 3月 1日㊋ 片府田 新宿・小船渡
 2日㊌ 美原 美原・住吉町  2日㊌

黒羽庁舎

堀之内 黒羽田町
 3日㊍ 浅香 浅香・若松町  3日㊍ 前田 前田・八塩
 4日㊎ 若草 若草・加治屋  4日㊎ 北野上
 7日㊊

湯津上庁舎
（親園地区※）

親園 親園・荻野目  7日㊊ 黒羽向町
 8日㊋ 花園 実取  8日㊋ 余瀬 大豆田
 9日㊌ 滝沢・滝岡 宇田川  9日㊌ 蜂巣 桧木沢

10日㊍ 湯津上庁舎
（佐久山地区※）

佐久山 10日㊍ 寒井
11日㊎ 大神・藤沢 福原 11日㊎

両郷出張所
（両郷地区コミュニ

ティセンター）

久野又 河原
14日㊊ 湯津上庁舎

（金田南地区※）
北金丸 北金丸・奥沢・倉骨 14日㊊ 両郷・川田 中野内

15日㊋ 南金丸 上奥沢・鹿畑・北大和久・赤瀬 15日㊋ 大輪 寺宿・木佐美・大久保

※親園地区、佐久山地区、金田南地区の３地区
については、昨年から湯津上庁舎に会場が変
更となっています。今後も湯津上庁舎での受
付となりますので、該当の地区の方はご注意
ください。

e -Taxを利用すれば混雑する申告会場を避けて申告がで
きます。パソコン・スマートフォンを利用して国税庁の
確定申告コーナーから確定申告書が提出できます。

　　生活環境課　本２階　
　（２３）８７０６　　seikatsu@city.ohtawara.tochigi.jp
　（２３）８９２３　〒324-8641　大田原市本町１-４-１

本

確定申告／市民税・県民税申告に関する詳細は、広報おおたわら１月号 10 ～ 13 ページをご覧ください。
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■大田原信用金庫（中央１丁目、金融業）
◆取組内容
①女性の管理職登用
　役員および管理的地位にある者に占める女性の割

合は年々増加し、2015年時点で2.6% だった割合は
2021年現在17.9% です。女性のキャリアアップ支
援を積極的かつ継続的に行っています。

②仕事と家庭生活の両立支援
　女性職員が出産を機に離職することがないよう、産

前産後休暇・育児休業制度・復職後の短時間勤務制
度により、仕事と家庭生活の両立を支援しています。

　同時に、職場における育児を行う職員に対する理解
と支援を得られる風土づくりのため、育児に関する
諸制度の周知に努めています。

　直近の女性の育児休業取得率は100％となってい
ます。

■那須土木株式会社（中央１丁目、総合建設業）
◆取組内容
①女性の職域拡大への取り組み
　経営計画の発表や、キャリアデザインに関する研修、

ワーク・ライフ・バランスに関するセミナーなどを、
全職員対象に実施しています。

　一般事業主行動計画を策定し、技術職の女性職員の
採用を目指す取り組みを行っています。

② SDGs 達成に向けた宣言
　SDGs 達成に向けた重点的な取り組みの一つに、女

性職員の管理職登用を掲げ、2030年までに３名登
用の目標を宣言しています。目標達成のための具
体的な取り組みとして、雇用、教育、昇進・登用、福利
厚生などあらゆる条件で差別しない体制を構築し、
経営トップが女性の管理職登用の方針を発信して
います。

大田原市男女共同参画推進事業者表彰 政策推進課　　６階　　（２３）８７１５
令和３年度

　市では、男女が互いを尊重し、責任を分かち
合い、その個性と能力を発揮できる働きやすい
職場づくりに取り組んでいる市内事業者を称え
るための表彰制度を設けており、本年度は次の
３事業所を表彰します。

・性別にとらわれない能力活用や女性の職域拡大
・仕事と家庭、その他の活動との両立支援
・男女の人権に配慮し、ともに働きやすい職場環境づくり
・その他、男女がともに参画できる社会づくりに向けての
　積極的な取り組み

【
表
彰
基
準
】

■吉岡食品工業株式会社（山の手２丁目、食品製造業）
◆取組内容
①性別にとらわれない能力活用
　職員の評価基準を「業務実績」に特化して、性別や年

齢にこだわらずに対応を進めています。
　適性を最優先の考慮事項とし、女性にも「前に出る」

機会を積極的に設けるようにしています。男女そ
れぞれの感性を活かす経験が将来に役立つと考え、

新たな取り組みである「ヒット商品創出事業」の担
当者は男女１名ずつ選任しました。

②仕事と家庭生活の両立支援
　妊娠した職員や不妊治療に取り組む職員などが仕

事と家庭生活が両立できるよう、それぞれの状況に
応じて、勤務時間や勤怠、業務内容の調整を行い、支
援しました。

固定資産評価審査委員会委員の選任 問総務課　本６階　　（２３）８７０２本
　大田原市固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、市議会 12 月定例会
で同意を得て、右記の方が選任されましたのでお知らせします。任期は３年です。
●選任日…令和３年12月20日

新任 佐藤  英夫  氏（城山２丁目）

　市の各施設において、４月１日から施設の管理を行う指定管理者を募集していましたが、選定委員会および
令和３年12月議会の議決を経て指定した施設についてお知らせします。

問総務課　本６階　　（２３）８７０２本指定管理者の指定について
公共の施設

施設名 指定管理者 指定期間

大田原市火葬場
株式会社五輪・株式会社宮本工業所
共同事業体

令和４年４月１日から
令和９年３月 31 日までの 5 年間

大田原市交流促進センター若杉山荘 ブルースカイ事業団 令和４年４月１日から
令和７年３月 31 日までの３年間
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