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平成26年産米・大豆およびそばの放射性物質検査

平成25年度男女共同参画に関する年次報告書

平成26年度市政懇談会を開催しました

●基本的な考え方…農産物の安全の確保に万全を期す
ため平成 25年産の調査結果により検査区分及び検査
密度を分けて実施します。
●検査の方針…国の検査方針に基づいて検査区域や検
査点数を下表のとおり設定します。
●出荷の待機…検査結果が判明するまで出荷を待機して
いただき、当該区域の全検体が基準値 100㏃ /㎏以下
であった場合に出荷待機が解除されます。解除となる
までは、出荷・販売・譲渡などを控えてください。
●検査結果のお知らせ…検査結果が分かり次第ＪＡま
たは市などを通して速やかにお知らせします。

　市では、平成 25 年度から 28 年度までを
計画期間とした、おおたわら男女共同参画プ
ラン「第２次大田原市男女共同参画行動計画」
に基づき、各種施策を実施しています。
　平成 25年度に取り組んだ男女共同参画推
進事業の実施状況を取りまとめ、年次報告書
を作成しました。
●閲覧方法…年次報告書の全容は市ホーム
ページ、政策推進課、各支所および各地区
公民館などで閲覧できます。

問政策推進課　Ａ２階
　　　（２３）８７１５

　県では、平成 26年産米・大豆およびそばについて国から示された考え方に基づき、放
射性物質モニタリング（抽出）検査を行うことになりました。

〈検査区域内の全検体が基準値以下の場合〉
　当該区域の出荷待機が解除されます。
〈検査区域内で 100Bq/㎏を超過した場合〉
　当該区域の出荷が制限されます。
※基準値以下であっても 50Bq/㎏を超える検体が検出
された場合は、さらに詳細な検査が実施されます。

問那須農業振興事務所企画振興部　　（２３）２１５１
　那須農業振興事務所経営普及部　　（２２）２８２６
　市農政課　文 3階　　　　　　　　（２３）８２９２

検査区分 検査区域
（旧市町村） 検査密度 検査点数

米 大豆 そば

①平成 25年度産検査において全戸検査の密度で
検査を行った旧市町村

川西町
１ha あたり 1点

２
須賀川村 １
両郷村 ３

②その他の地域 上記の旧市町村を除く地域 市全域で３点 ３ ３ ３

指標項目 現状（H25）目標（H28）
基
本
目
標
Ⅰ

男女共同参画講座等の男性参加者の割合 16.7％ 25.0％

家庭教育学級参加者数 836 人 1,200 人

DV防止啓発記事の広報紙掲載回数 年 6回 年 2回

基
本
目
標
Ⅱ

審議会等における女性委員の割合 21.6％ 30.0％
女性の農業委員の数 1人 2人
家族経営協定締結数（累計） 322 件 354 件
男女共同参画地域推進員数
　　　　　　うち男性の数

27人 35人
0人 3人

自主防災組織の数 36組織 168 組織
中学生交流事業の生徒の派遣数 144 人 180 人
高校生交流事業の生徒の派遣数 86人 100 人

基
本
目
標
Ⅲ

子宮がん検診の受診数 37.2％ 50.0％
介護予防リーダー数 325 人 450 人
認知症サポーター数 4,091 人 4,000 人
安心生活創造事業実施地区数 8地区 12地区

プランが目指す目標値の進捗状況

須賀川地区市政懇談会の様子

　市政懇談会は、市民の皆さんに市政に対する理解を深めていただき、協働
のまちづくりの推進を図ることを目的として開催しています。地区公民館な
どを会場に市内を 10地区に分け、自治会長の皆さんや各地区の代表の皆さん、
また地元市議会議員にはオブザーバーとして出席をいただきました。
　市に対する要望や提案など、今後の市政運営の参考にとなる貴重なご意見
をいただき、大変ありがとうございました。
問情報政策課　　２階　　（２３）８７００
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空き家等の適正管理に関する条例が施行されます
　近年、少子高齢化の影響により空き家が増加傾向に
あります。そのような空き家が適正管理されず放置さ
れ、敷地内の庭木の繁茂や建物の一部の損壊などによ
り周辺住民に影響を与える事例が発生しております。
　そこで、市では、生活環境の保全および防犯・防災の
まちづくりの推進に資することを目的として、平成 26
年９月１日より「大田原市空き家等の適正管理に関する
条例」を施行します。この条例が施行されることにより、
所有者などの責務を明らかにし、適正管理されない空
き家の所有者には指導・勧告・命令などを行い適正な
管理を義務付け、問題となっている空き家の解消に取
り組んでまいります。

■空き家等の管理は所有者の責任です
　今回施行される条例に、「所有者等の責務」として、
「空き家等の所有者等は当該空き家等が管理不全な状態
にならないよう自らの責任において適正な管理を行わ
なければならない。」と規定しております。空き家は個
人の財産ですので、所有者などの自己の責任において
管理をしなければなりません。適正な管理がされずに、
他人の身体や財産に損害を与えた場合には所有者など
が損害賠償の責任を負うことになります。日頃から適
正な管理を心がけるようお願いします。

■条例の対象となる空き家等とは
　市内にある居住の用に供する建物（敷地を含む）で、人
が居住せずまたは使用しないもののうち、管理不全な
状態で「建物の倒壊、建築資材の飛散のおそれがある。」
「草木、動物、昆虫の繁殖により周囲の生活環境及び衛
生環境に害を及ぼす。」といったものが対象となります。

■条例が施行されるとどうなるのか
▶空き家の管理を義務付け
空き家の所有者などの管理責任を明らかにし、適正
管理されず周辺住民に影響を及ぼしていると市が認
めた場合は、所有者などに対して指導・勧告・命令
を行うことになります。なお、命令に従わない場合
には、氏名などを公表することもあります。

▶市による緊急安全措置
緊急時に、所有者などから自ら対応できないとの申出
があったときは、市が所有者などに代わり安全措置
を実施することができるようになります。なお、こ
の措置に要した費用は、所有者などから徴収します。　　

問まちづくり推進課　　２階　　（２３）１９１６

　中学生が将来の夢や働くこと、自分の生き方について考えることができるよう、
市内の中学２年生を対象に、職場体験などの活動を５日間行っています。
　毎年、市内外の商店、工場、病院、幼稚園など多くの事業所の皆さまに中学生の
体験を受け入れていただいています。今年も６月 23日～ 27 日の期間、134 の事業
所で５校、約 240 名の生徒が地域の皆さまの協力を得て無事に活動を終えることが
できました。
　今後も以下のとおり、予定していますので活動中の中学生を温かく見守り、激励
していただきたいと思います。
▶６月 23日～ 27日（実施済み）…若草中・親園中・金田北中・湯津上中・佐久山中
▶ 11月 10日～ 14日（実施予定）…大田原中・金田南中・黒羽中
▶ 11月 17日～ 21日（実施予定）…野崎中
　活動場所として生徒の体験受け入れにご協力いただける場合は、下記までご連絡
ください。

　学校教育課　　　　（９８）７１１３

わくわくチャレンジウィーク
地域に学ぶ５日間

若草中生の活動の様子

青少年健全育成市民大会
　７月６日（日）、市ピアートホールで「青少年健全育成
市民大会」が開催されました。
　この大会の中で、社会環境の浄化と青少年の健全育成・
非行の防止をテーマとした作文と標語の表彰が行われ、
10名の小中学生が最優秀賞を受賞しました。
　表彰式終了後には、受賞者４名による作文発表、兵庫県
立大学准教授の竹内和雄先生による講演が行われました。

問少年指導センター　　（２２）５８８４

●最優秀賞受賞者（敬称略）
【作文の部】　　
種元　建太郎（親園小６年）／伊澤　京（羽田小６年）　　　
岡本　菜々子（親園中３年）／本橋　真実（佐久山中３年）

【標語の部】　　
若林　賢（大田原小３年）／かんの　ももか（湯津上小１年）
窪田　綾奈（大田原小５年）／白井　茉奈（両郷中央小６年）
松本　かなえ（大田原中１年）／渡辺　琴莉（親園中１年）
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大田原市制施行６０周年記念

　ＮＨＫ宇都宮放送局は、大田原市との共催で、「民謡をたずねて」を実施します。この番組は、日本を代表する民謡
歌手が、地元をはじめ全国各地の民謡の魅力をたっぷりとご紹介する番組です。
　観覧ご希望の方は次の要領でお申し込みください。

●日時…平成２６年１１月９日（日）
　　　　開場／午後１時　　開演／午後１時４５分　　終演予定／午後３時４５分
●会場…那須野が原ハーモニーホール大ホール　１１９４席
　　　　住所：〒３２４－００４１　栃木県大田原市本町１－２７０３－６
　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話：０２８７－２４－０８８０）
　　　　交通手段：ＪＲ西那須野駅から大田原市営バス大田原市内循環線で「ハーモニーホール前」下車
　　　　　　　　　ＪＲ那須塩原駅からタクシーで約 20 分
　　　　　　　　　※会場の駐車可能台数は限られておりますので、公共交通機関をご利用ください。
●主催…大田原市、ＮＨＫ宇都宮放送局
●出演…＜　唄　＞　斉藤京子、金谷博治、横川裕子、塚原ゆかり、山上衛ほか
　　　　＜三味線＞　本條秀太郎、本條秀五郎
　　　　＜津軽三味線＞　三山貢正
　　　　＜尺八・笛＞　篁竜男
　　　　＜鳴物＞　鼓友緑美代、鼓友緑佳
　　　　＜はやし詞＞　新津幸子、新津美恵子
●司会…ＮＨＫ宇都宮放送局アナウンサー
●観覧申込…観覧は無料ですが、入場整理券が必要です。
　　　　　　郵便往復はがきに次の事項を明記のうえ、お申し込みください。
　　　　　＜往信用裏面＞①郵便番号　②住所　③名前　④電話番号
　　　　　＜返信用表面＞①郵便番号　②住所　③名前
　　　　　　【あ て 先】〒３２４－８６４１
　　　　　　　　　　　大田原市本町１－４－１　大田原市総合政策部情報政策課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ＮＨＫ民謡をたずねて」係
　　　　　　【締め切り】平成２６年１０月６日（月）
　　　　　　※応募多数の場合は抽選のうえ、１枚で２名様までの入場が可能な入場整理券をお送りします。
　　　　　　※未就学児の入場はお断りします。
　　　　　　※インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込みは固くお断りいたします。
　　　　　　　なお、売買を目的としたお申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。
　　　　　　※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、番組やイベントのご案内、受信料のお願
　　　　　　　いに使用させていただくことがあります。
●放送予定…平成２７年１月１０日（土）、１月１７日（土）、１月２４日（土）
　　　　　　午後０時３０分～０時５５分　＜ラジオ第１、ＦＭ、国際放送＞

問ＮＨＫ宇都宮放送局
　　　０２８（６３４）９１５５
　　　（平日 / 午前９時３０分
　　　　　　　　　～午後６時）
大田原市総合政策部情報政策課
　　　０２８７（２３）８７００
　　   （平日 / 午前８時３０分
　　　　　　 ～午後５時１５分）

斉藤京子

横川祐子

山上衛

塚原ゆかり
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