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推薦講座一覧 

№ テ ー マ 内       容 担当課 連絡先 

1 

大田原市総合計画

おおたわら 

国造りプラン 

総合計画はまちづくりの基本理念、将来

像を明らかにし、市民と行政とが知恵を出

し合い、協力してまちづくりを総合的、計

画的に進めるために策定するものです。 

平成２８年度に策定した基本構想（１

０か年）及び令和３年度に策定した後期

基本計画（５か年）について分かりやす

く説明します。 

政策推進課 

 

政策企画係 

TEL:0287-23-8701 

FAX:0287-23-8748 

E-mail:seisakusuishin@c

ity.ohtawra.tochigi.jp 

2 自治会のあり方 

自治会とは、一定の地域に住む人々によ

って組織され、お互いの連帯意識を深めな

がら、その地域内に生ずるさまざまな共通

の課題を解決するための地域を代表する重

要な自主団体であり、住みよいまちづくり

を目指して自主的に活動している住民自治

組織です。 

そのあり方について説明します。 

政策推進課 

 

市民協働係 

TEL:0287-23-8715 

FAX:0287-23-8748 

E-mail:seisakusuishin@c

ity.ohtawara.tochigi.jp 

3 防災講座 

災害に関する基礎知識や、通常時や災害

時に市民が行うべき防災対策について説明

します。 

危機管理課 

 

防災係 

TEL:0287-23-1115 

FAX:0287-23-8895 

E-mail:kikikanri@city.o

htawara.tochigi.jp 

4 AED 訓練 

女性消防団員が講師となり、訓練用 AED

を使用し操作方法を体験していただきま

す。 

危機管理課 

 

防災係 

TEL:0287-23-1115 

FAX:0287-23-8895 

E-mail:kikikanri@city.o

htawara.tochigi.jp 

5 
大田原市 

行政改革推進 

○これまでの行政改革の実績 

○現在の行政改革推進内容について 

・推進計画について 

・推進体制について 

など、市の行政改革の取り組みについて

説明します。 

総務課 

 

総務法規係 

TEL:0287-23-8702 

FAX:0287-22-4485 

E-mail:soumu@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 

6 個人情報保護制度 

個人のプライバシーの保護、権利利益の

侵害を未然に防止するための個人情報保護

制度について、行政機関を含む事業者によ

る個人情報の取扱いに不安を感じたような

場合、自分に関する情報の開示や訂正、利

用停止を求める場合、個人情報の取り扱い

に関する苦情がある場合など、市に相談す

ることができます。 

これらの内容について説明します。 

総務課 

 

総務法規係 

TEL:0287-23-8702 

FAX:0287-22-4485 

E-mail:soumu@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 

7 大田原市の家計簿 

本市を取り巻く財政環境は、今後も不透

明でかつ楽観視できない状況にあります。

様々な行政サービスに対する適切な財政措

置が益々重要となってきます。本市の財政

状況、予算についてできるだけ分かりやす

く説明します。 

財政課 

 

財政係 

TEL:0287-23-8797 

FAX:0287-23-1929 

E-mail:zaisei@city.ohta

wara.tochigi.jp 
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8 
新型コロナ 

ウイルス対策 

新型コロナウイルスの脅威から市民の健

康を守り、安心安全を確保するため、市で

は新型コロナウイルス対策に取り組んでお

ります。市民の皆様に、市の取り組み、基

本的な対策や対応を説明します。 

・新型コロナウイルスとは 

・市の対応体制 

・日常生活での感染予防 

・緊急時のための備蓄 

・医療機関のかかり方 

・家庭での注意点 

健康政策課 

 

健康政策係 

TEL:0287-23-8975 

FAX:0287-23-7632 

E-mail:kenkou@city.ohta

wara.tochigi.jp 

9 

大田原市の健康 

課題と生活習慣病 

予防対策 

大田原市の健康状況を踏まえ、健康な時

から一人一人が自立して主体的に健康管理

のできる自己管理能力を養えるように説明

します。 

１ 大田原市の健康状態について 

２ 生活習慣病の予防について 

３ 高血圧について 

４ 肥満、メタボリックシンドロームにつ

いて 

５ 糖尿病について 

６ 熱中症予防について 

７ 高齢期の健康について 

８ 健康づくりのための食事について 

健康政策課 

 

成人健康係 

TEL:0287-23-7601 

FAX:0287-23-7632 

E-mail:kenkou@city.ohta

wara.tochigi.jp 

10 
障害者自立支援 

福祉サービス 

障害のある人が地域で自立した生活を送

れるよう、提供している障害自立支援福祉

サービスの概要（申請から利用まで）につ

いて説明します。 

福祉課 

 

障害支援係 

TEL:0287-23-8954 

FAX:0287-23-1389 

E-mail:fukushi@city.oht

awra.tochigi.jp 

11 
早寝、早起き、 

朝ごはんの推進 

食生活習慣の偏りにより、生活習慣病が

増加し、死因の６割以上を３大生活習慣病

が占めている現状です。子供の健康を守る

ためには、乳幼児期から正しい生活習慣の

基礎を作ることが重要です。そのための取

り組みについて説明します。 

・からだとこころの基礎づくり 

・生活リズム 

・食育の必要性 

・保育園、幼稚園、学校、地域との連携 

子ども幸福課 

 

母子健康係 

TEL:0287-23-8634 

FAX:0287-23-7632 

E-mail:kodomo@city.ohta

wara.tochigi.jp 

12 
小児生活習慣病 

予防事業 

食生活習慣の偏りにより、子供の時から

生活習慣病予備軍が増加しており、将来成

人の生活習慣病予防のために、家庭や学校

と連携し、子供の時から正しい生活習慣の

基礎づくりを推進することが重要です。 

その取り組みについて説明します。 

・小児生活習慣病予防健診の内容 

・健診結果及び地区別、年度別分析 

・学校との連携（校医、養護教諭、栄養

士） 

子ども幸福課 

 

母子健康係 

TEL:0287-23-8634 

FAX:0287-23-7632 

E-mail:kodomo@city.ohta

wara.tochigi.jp 
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13 
大田原市の 

子育て支援 

大田原市子ども・子育て支援事業計画に

基づき、本市の子育て支援策について説明

します。 

保育課 

 

保育係 

TEL:0287-23-8769 

FAX:0287-23-7632 

E-mail:hoiku@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 

14 
保育園での 

特別保育 

市内の公立、私立保育園で実施している

特別保育（延長保育、一時保育、病児・病

後児保育等）について説明します。 

保育課 

 

保育係 

TEL:0287-23-8769 

FAX:0287-23-7632 

E-mail:hoiku@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 

15 
ささえ愛の 

地域づくり 

地域の支え合い体制の充実・強化のた

めに取り組んでいる「ささえ愛おおたわ

ら助け合い事業」について、分かりやす

く説明します。 

〔主な内容〕 

 ①高齢者を取り巻く現状 

 ②支え手を広げることの必要性 

 ③各地区の取組事例の紹介 

高齢者幸福課 

 

高齢支援係 

TEL:0287-23-8740 

FAX:0287-23-4521 

E-mail:kourei@city.ohta

wara.tochigi.jp 

16 介護保険制度 

市が作成した「介護保険サービスガイド

ブック」を基に、介護保険制度について分

かりやすく説明します。 

〔主な内容〕 

①介護保険制度のしくみ（支給限度額と

利用者負担等） 

②介護（予防）サービスを利用するまで

の流れ 

③介護サービスの種類とサービス事業所 

④介護保険料について  

⑤地域支援事業（介護予防事業）につい

て 

高齢者幸福課 

 

介護サービス係 

TEL:0287-23-8678 

FAX:0287-23-4521 

E-mail:kourei@city.ohta

wara.tochigi.jp 

17 
消費者トラブル 

あれこれ 

架空請求、点検商法、資格商法、アポ

イントメント商法、マルチ商法等の悪質

商法や通信販売などの消費生活に関する

トラブルの対処法について説明します。 

生活環境課 

 

生活交通係 

TEL:0287-23-8832 

FAX:0287-23-8923 

E-mail:seikatsu@city.oh

tawara.tochigi.jp 

18 大田原市の環境 

大田原市の環境の現状や環境保全のため

に市が取り組んでいる各種政策の概要につ

いて説明します。 

・循環型社会について 

・その他環境保全について 

生活環境課 

 

環境保全係 

TEL:0287-23-8775 

FAX:0287-23-8923 

E-mail:seikatsu@city.oh

tawara.tochigi.jp 

19 
地球温暖化防止に

ついて 

大田原市の地球温暖化防止対策や省エネ

ルギー・新エネルギーへの取組について説

明します。 

生活環境課 

 

環境保全係 

TEL:0287-23-8775 

FAX:0287-23-8923 

E-mail:seikatsu@city.oh

tawara.tochigi.jp 

20 
廃棄物の減量と 

適正処理 

平成１９年３月に策定した「大田原市一

般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」に基づき、

廃棄物の減量化と適正処理のための取組を

説明します。 

生活環境課 

 

廃棄物対策係 

TEL:0287-23-8706 

FAX:0287-23-8923 

E-mail:seikatsu@city.oh

tawara.tochigi.jp 
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21 

環境保全型農業と

農産物の安全・ 

安心対策 

ＪＡＳ法に基づく食品の品質制度や農産

物の安全・安心対策を紹介して、人と環境

にやさしい農業を目指す「環境保全型農業」

の現状について、具体的な取り組み事例を

交えながら解説します。 

農政課 

 

農産園芸係 

TEL:0287-23-8292 

FAX:0287-23-1507 

E-mail:nousei@city.ohta

wara.tochigi.jp 

22 
土地改良事業の 

制度 

土地改良事業の制度と実施形態である、 

１ 県営圃場整備事業 

２ 団体営整備事業 

３ 県単土地改良事業 

４ 市単土地改良事業   

などについて説明します。 

農林整備課 

 

農村整備係 

TEL:0287-23-8126 

FAX:0287-23-8782 

E-mail:nourin@city.ohta

wara.tochigi.jp 

23 
中小企業者向け 

制度融資 

中小企業の金融円滑化のために金融機関

を窓口に制度融資を実施しています。制度

の仕組みと、どのような場合にどのような

方が利用できるかなどを説明します。 

商工観光課 

 

商工振興係 

TEL:0287-23-8709 

FAX:0287-23-8697 

E-mail:syoukou@city.oht

awara.tochigi.jp 

24 
大田原市の経済・

商工業 

大田原市の経済・商工業について紹介し

ます。 

・本市の経済動向 

・本市の商工業の概要 

・RESAS から見る本市の産業構造 

・市内の企業紹介 

・雇用情勢 

・地域の魅力（おおたわら自慢） 

商工観光課 

 

商工振興係 

TEL:0287-23-8709 

FAX:0287-23-8697 

E-mail:syoukou@city.oht

awara.tochigi.jp 

25 道づくり（市道） 

市道の道路改良工事を実施する場合の要

望から用地取得、改良工事から舗装工事ま

で完了するまでの一連の事業の流れを説明

します。 

道路課 

 

道路係 

TEL:0287-23-8710 

FAX:0287-22-8731 

E-mail:douro@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 

26 

道路の維持管理 

～一人ひとりがで

きること～ 

・市が管理する道路の概要と管理及び維持

の現状 

・台風時、災害発生時の対応 

・道路の里親、道路愛護会など、市民がで

きる道路管理の取り組み 

・路面欠損時の対応で市民にお願いしたい

こと 

などについて、説明します。 

道路課 

 

管理係 

TEL:0287-23-8717 

FAX:0287-22-8731 

E-mail:douro@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 

27 
まちづくりと 

都市計画 

都市計画法において、まちづくりと関係

の深い土地利用制限である用途地域（１３

種類）や地区計画等の事例の紹介・解説を

行います。 

都市計画課 

 

都市計画係 

TEL:0287-23-8711 

FAX:0287-22-8732 

E-mail:toshikei@city.oh

tawara.tochigi.jp 

28 
豊かで健康な 

住まいづくり 

平成３０年度に、大田原市の住宅施策の

指針となる「大田原市住宅マスタープラン」

を改定しました。この計画に基づき、市民

の豊かで健康な住まいづくりを実現するた

めの各種施策の概要等について説明しま

す。 

建築住宅課 

 

住宅政策係 

TEL:0287-23-8724 

FAX:0287-23-8799 

E-mail:juutaku@city.oht

awara.tochigi.jp 
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29 

下水道（浄化槽）

整備で快適な 

生活を！ 

下水道や浄化槽を整備することで得られ

る快適な生活をあらためてお知らせすると

ともに、下水道への接続や、浄化槽を設置

する際の手続き方法や、整備した後の正し

い利用法・使用料金などについて説明しま

す。 

上下水道課 

 

管理係 

TEL:0287-23-8713 

FAX:0287-23-8863 

E-mail:jougesuidou@city

.ohtawara.tochigi.jp 

30 
大田原市水道の 

しくみ 

・大田原市水道事業の歴史について 

・大田原市水道事業の概要について 

・水源について 

・水道料金について 

・水道事業の給水人口及び普及状況等につ

いて 

・今後の課題 

などについて、説明します。 

上下水道課 

 

管理係 

TEL:0287-23-8713 

FAX:0287-23-8863 

E-mail:jougesuidou@city

.ohtawara.tochigi.jp 

31 選挙制度 

選挙の仕組みや市の選挙の状況について

説明します。 

※選挙の期日前後概ね 1 か月以外の期間

でお願いします。 

監査・選管 

事務局 

 

選挙係 

TEL:0287-23-8736 

FAX:0287-23-1353 

E-mail:senkankansa@city

.ohtawara.tochigi.jp 

32 
農地の移動に係る

手続き等 

・農地法第３条（売買・賃借）に関するこ

と。 

・農地法第４、５条（転用）に関すること。 

・非農地証明に関すること 

などについて、説明します。 

農業委員会 

事務局 

 

農地調整係 

TEL:0287-23-8716 

FAX:0287-23-8287 

E-mail:nougyou@city.oht

awara.tochigi.jp 

33 
大田原市の 

学校教育 

大田原市の学校教育の現状等について 

説明します。 
学校教育課 

 

学校教育係 

TEL:0287-23-3125 

FAX:0287-23-3126 

E-mail:gakkou-kyouiku@c

ity.ohtawara.tochigi.jp 

34 生涯学習の推進 

大田原市生涯学習推進計画、生涯にわた

る学習の意義や学習活動への取り組み方、

学習成果の意義や支援方策について説明し

ます。 

生涯学習課 

 

生涯学習係 

TEL:0287-23-2100 

FAX:0287-23-1905 

E-mail:syougaigakusyuu@c

ity.ohtawara.tochigi.jp 

35 大田原市の文化財 

大田原市内の国・県・市指定の文化財に

ついて説明します。 
文化振興課 

 

文化財係 

TEL:0287-23-3135 

FAX:0287-23-3138 

E-mail:bunka@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 

36 大田原市の歴史 

大田原にまつわる歴史・民俗・文化に

ついて説明します。 

（テーマの例） 

 ・縄文時代から古代のくらし 

 ・那須国造碑と侍塚古墳の発掘 

 ・中近世の城郭 

 ・那須与一 

 ・松尾芭蕉と『おくのほそ道』 

 ・辺境の大名大関氏と黒羽藩の時代 

 ・地域のくらしと文化 

文化振興課 

 

文化財係 

文化施設係 

市史編さん係 

学芸企画担当 

TEL:0287-23-3135 

FAX:0287-23-3138 

E-mail:bunka@city.ohtaw

ara.tochigi.jp 
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37 

生涯スポーツ 

（ニュースポーツ）

の推進 

市民一人１スポーツの推進のため、いつ

でもどこでも人数にとらわれない、ニュー

スポーツの種目やルール及び競技内容につ

いて説明します。 

スポーツ振興課 

市民スポーツ係 

TEL:0287-22-8017 

FAX:0287-22-8016 

E-mail:sports@city.ohta

wara.tochigi.jp 

 


