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湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎

生生涯学習センター 体県立県北体育館

本本庁舎（新庁舎） ト ピ ッ ク ス

確定申告／市民税・県民税申告のご案内
令和元年分　確定申告／市民税・県民税申告日程

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
野崎地区
公民館

（野崎研修
　センター）

下石上・野崎 ２月 13 日㊍
須賀川出張所

須佐木
上石上 薄葉・平沢 ２月 14 日㊎ 川上・南方 須賀川・雲岩寺

薄葉 ２月 17 日㊊ 須賀川

佐久山地区
公民館

佐久山 ２月 18 日㊋

湯津上庁舎

北滝 片田
佐久山 大神 ２月 19 日㊌ 亀久 矢倉・蛭田
福原 福原・藤沢 ２月 20 日㊍ 蛭田

親園地区
公民館

（農村環境改
善センター）

親園 親園・荻野目 ２月 21 日㊎ 湯津上・小船渡 湯津上
花園 実取 ２月 25 日㊋ 湯津上

滝沢・滝岡 宇田川 ２月 26 日㊌ 狭原 佐良土

金田北地区
公民館

中田原 ２月 27 日㊍ 佐良土
中田原・町島
荒井・岡

戸野内・練貫
乙連沢 ２月 28 日㊎ 蛭畑

市野沢 今泉・羽田 ３月２日㊊ 新宿・片府田 片府田
富池 小滝 ３月３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

金田南地区
公民館

北金丸 北金丸・奥沢 ３月４日㊌ 両郷・川田 中野内

南金丸 南金丸・上奥沢
赤瀬 ３月５日㊍ 大輪 寺宿・木佐美

大久保
倉骨 鹿畑・北大和久 ３月６日㊎

黒羽庁舎

堀之内 黒羽田町

大田原市役所
１階市民協働
ホール（※）

富士見 山の手・城山 ３月９日㊊ 前田 前田・八塩
紫塚 元町・新富町 ３月 10 日㊋ 北野上
末広 中央・本町 ３月 11 日㊌ 黒羽向町
美原 美原・住吉町 ３月 12 日㊍ 余瀬 大豆田
浅香 浅香・若松町 ３月 13 日㊎ 蜂巣 桧木沢
若草 若草・加治屋 ３月 16 日㊊ 寒井

（※）�例年、大田原東地区公民館で行っていた申告相談について、今年度から大田原市役所が会場となっています。
　　�該当地区の方はご注意ください。

税務課　 ２階　 （２３）８７２５

閲覧月日
閲覧申出者の氏名

（法人の場合は、その名称、
代表者又は管理人の氏名）

閲覧申出者の住所
（法人の場合は、主たる事務

所の所在地）
利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲

１ １月 31 日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　平谷　伸次 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 統計調査のため 第２,６,８投票区 100 人 

２ ６月 11 日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　平谷　伸次 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 統計調査のため 第８投票区 50 人 

３ ９月 12,13,17 日 中川　雅之 栃木県大田原市山の手 1-1-24 政治活動のため
第１, ２（若松町を除く）,
４（住吉町を除く）投票
区全選挙人

４ 10 月 21 日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　平谷　伸次 東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 統計調査のため 第 7,20～22 投票区 100 人

５ 10 月 23 日 深澤　正夫 栃木県大田原市湯津上 263 政治活動のため 第 25～27 投票区全選挙人

６ 10 月 31 日 朝日新聞東京本社
世論調査部長　前田　直人 東京都中央区築地 5-3-2 世論調査のため 第４投票区８人

令和元（平成 31）年選挙人名簿抄本の閲覧状況一覧 （平成 31 年 1月 4日～令和元年 12 月 28 日）
選挙人名簿の閲覧状況の公表 問選挙管理委員会　本８階　　（２３）８７３６

2020.2

監査委員の選任
　大田原市監査委員の任期満了に伴い、市議会 12 月定例会で同意を得て、12 月 11 日に次の方が選任されました。

　引地　達雄�氏　（新任：鹿畑）
　任期は令和元年 12 月 11 日から令和５年 11 月 30 日です。

　総務課　　６階　　（２３）８７０２
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問スポーツ振興課　　（５４）２８５８

２km

10km

５km

３km
親子ペア（小学１・２年生）

中学生男子

順位 選手名 所属 記録
１ 笠井　直也 ･陽翔 7分 59 秒
２ 大高　剛史 ･碧和 鹿嶋陸上クラブ 8分�01 秒
３ 佐藤　信二 ･颯信 よろしく真岡 8分�11 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 児玉　康介 柏市立柏中学校 16分 04 秒
２ 岩城　考雲 大中駅伝競走部 16分 37 秒
３ 藤田　凰雅 大中陸上競技部 16分 44 秒

小学５・６年生男子

一般男子

順位 選手名 所属 記録
１ 清水　夢琉 よろしく真岡 10分 28 秒
２ 渡部　智義 ドリームＲＣ 10分 37 秒
３ 前田　悠斗 よろしく真岡 11分 03 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 鴻巣　隼人 会津よつば 16分 21 秒
２ 穂積　宏幸 キビタンＲＣ 17分 26 秒
３ 岡　諭誉 18分 01 秒

小学３・４年生男子

高校生男子

順位 選手名 所属 記録
１ 狩野　夢翔 7分 17 秒
２ 佐藤　凌誠 よろしく真岡 7分 23 秒
３ 大金　勇翔 平石北小学校 7分 26 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 加藤　拓海 大田原高校 16分 13 秒
２ 菊地　蓮 大田原高校 16分 40 秒
３ 樋口　太朗 大田原高校 16分 59 秒

小学５・６年生女子

一般女子

順位 選手名 所属 記録
１ 木戸　望乃実 石川小学校 11分 07 秒
２ 福元　可愛 下館小学校 11分 19 秒
３ 岩城　花蓮 岩城農場 11分 49 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 小谷　萌子 埼玉陸協 18分 04 秒
２ 菅野　祥子 キビタンＲＣ 19分 28 秒
３ 高村　優花 21分 31 秒

小学３・４年生女子

高校生女子

順位 選手名 所属 記録
１ 松下　ゆめの 円谷ランナーズ 7分 27 秒
２ 黒羽　柚妃 チーム近藤 7分 43 秒
３ 丸野　七瀬 ＶＯＬＧＲＣ 8分 05 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 門井　佑加 大田原女子高校 18分 42 秒
２ 千葉　彩良 大田原女子高校 19分 01 秒
３ 大金　未歩 大田原女子高校 19分 31 秒

高校生男子

高校生女子

順位 選手名 所属 記録
１ 村上　心優 大田原高校 32分 45 秒
２ 浅見　夏希 大田原高校 34分 07 秒
３ 岩澤　亮 大田原高校 36分 00 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 児玉　珠怜 幸福の科学学園 56分 03 秒
２ 中村　璃風 幸福の科学学園 59分 44 秒
３ 新倉　愛里沙 幸福の科学学園 1時間 00 分 10 秒

中学生女子

60 歳以上男子・女子

順位 選手名 所属 記録
１ 佐藤　あいり 大中駅伝競走部 10分 32 秒
２ 深澤　雫月 大中陸上競技部 10分 38 秒
３ 大金　ゆい 鬼怒中学校 10分 45 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 菊池　徹 大田原陸クラブ 18分 58 秒
２ 三田　好治 ハルスケ 19分 14 秒
３ 渡辺　一郎 天沼ＲＣ 20分 35 秒

一般男子

一般女子

順位 選手名 所属 記録
１ 丸山　航輝 電子管デバイス 33分 10 秒
２ 諏訪　悠斗 34分 26 秒
３ 西間木　由泰 円谷ランナーズ 36分 28 秒

順位 選手名 所属 記録
１ 木戸　美帆 38分 49 秒
２ 高崎　浩子 45分 21 秒
３ 坂本　和子 チーム平岩 46分 19 秒

芭蕉の里くろばねマラソン大会成績一覧
第47回

2020.2

広報おおたわらモニター募集
　「広報おおたわら」に対する市民の皆さまのご意見などを基にして、より良い紙面をつくるため、「広報おおた
わらモニター」を募集します。
●内容…「広報おおたわら」に対する評価、要望、意見などをお聞きします。
※４月１日（水）の委嘱状交付、説明会にご出席いただくほか、数回のモニター会議を予定しています。要望、
意見は報告書用紙に記入し、郵送、メールまたはＦＡＸで送付していただきます。（報告書用紙は説明会で配
布します。）

●任期…４月１日から１年間　●応募資格…市内にお住まいの 20 歳以上の方
●募集人員…10 人　●応募方法…２月 28 日（金）までに下記へ電話で申し込み。
　�情報政策課　本６階　　（２３）８７００

結果は市ホームページにも掲載しています。
ホームページのサイト内検索で「くろばねマラソン結果」と入力し検索をクリックしてください。

本
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●日時…２月 22 日（土）午後２時～４時
　（受付：午後１時 30 分～）
●場所…国際医療福祉大学Ｆ棟１０１教室
●演題…「発達障害のある子へのサポートについて」
　　　　～学校と家庭でできること～
●講師…月森　久江　氏
【講師プロフィール】
　東京都杉並区済美教育センター指導教授、早稲田大
学大学院教職研究科非常勤講師を兼任。
　公立中学校で保健体育科の教師として教鞭

べん

をとる傍
ら、教育相談やＬＤ（学習障害）などの研修や研究を
重ねる。現在は、日本ＬＤ学会認定の特別支援教育
士スーパーバイザー、日本教育カウンセラー協会認
定上級教育カウンセラーとガイダンスカウンセラー
である。文部科学省「発達障害を含む障害のある幼

児児童生徒に対する教育支援体制の整備のガイド
ライン」の策定協力者として特別支援教育コーディ
ネーター部門担当リーダーを務める。

●対象…どなたでも参加可能
●定員…400 名（先着順）
●費用…無料
●申込方法
【各園・各学校の保護者】２月７日（金）までに各園・各
学校を通じて申し込み。

【一般】２月 13 日（木）までに上記へ電話、ＦＡＸまた
はメールで申し込み。
※受付は平日午前９時～午後５時。乳児を除く小学校
２年生までの無料託児サービス有り。ご希望の方は
２月７日（金）までに、必ず電話で申し込み。

湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県立県北体育館本本庁舎（新庁舎）

2020.2

福原小学校閉校記念事業　開催
　学校の再編整備により、福原小学校は４月に佐久山小学校と統合し、145 年の歴史に幕を下ろすことになります。
長く地域のシンボルとして親しまれ、世代を超えてたくさんの思い出が刻み込まれた福原小学校では、惜別の思い
を込めて次のとおり閉校記念事業（閉校式）を開催します。記念事業には卒業生や地域住民の方々だけでなく、ゆか
りのある方などどなたでも参加できますので、参加を希望される場合は事前に福原小学校へご連絡ください。
●日時…２月 22 日（土）午前 10 時から　●場所…福原小学校体育館
※閉校式終了後、福原もちつき唄保存会による記念餅つきと、らくりん座による演劇鑑賞（演題：おこんじょうるり）
を予定しています。

福原小学校　　（２８）０２２６

大田原市男女共同参画推進事業者表彰 
　本市では、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２事業所を表彰します。
【表彰基準】
①性別にとらわれない能力活用や女性の職域拡大②仕事と家庭、その他の活動との両立支援③男女の人権に配慮
し、ともに働きやすい職場環境づくり④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組

　政策推進課　　６階　　（２３）８７１５
令和元年度

発達支援セミナー
令和元年度 申問学校教育課　 ４階　（２３）３１２５　　（２３）３１２６

　　　　　　　　　gakkou-kyouiku@city.ohtawara.tochigi.jp

■栄研化学株式会社那須事業所
◆所在地　大田原市下石上
◆業種　臨床検査薬の開発・製造
◆取組内容
●仕事と家庭生活の両立が可能な勤務体制
　男性職員が育児休業、育児短時間勤務、その他育
児のための諸制度を利用しやすく、かつ職場復帰し
やすい環境の整備を実施中です。2018 年～ 2019 年
で２名の男性職員が育児休業を取得しています。
　介護休業と介護短時間勤務可能時間を合わせて 93
日までとせず、介護休業のみで 93 日まで可能、短時
間勤務は、要介護となった都度 1回（期間は介護休業
の取得の有無に関わらず 1か月以上 1年以内取得可）
と定めました。
●やりがいを持って働ける職場環境
　様々な職場に女性を配置する計画を立て、実施し
ています。管理的職業従事者に占める女性の割合は、
30.8% です。
●安心して働き続けられる環境の整備
　フレックスタイム制の全社導入、ICT を活用した
長時間残業抑止システムの導入をしています。また、
テレワークを導入し、自宅や最寄りの事業所で仕事
ができる環境の構築を計画しています。

■全薬工業株式会社栃木工場
◆所在地　大田原市寒井
◆業種　医薬品製造
◆取組内容
●育児と仕事の両立支援
　育児に関する制度として産前産後休業・育児休業・
復職後の育児短時間勤務制度があります。復職後の
育児短時間勤務は子の小学校就業前まで利用可能で
す。多くの社員がこれらの制度を活用し、育児と仕
事を両立しています。
●ハラスメント防止のための啓発活動の実施
　各種ハラスメント防止に向けて、啓発活動を実施
しています。管理職を対象に、妊娠・出産・育児・
介護に関するハラスメント、セクシャルハラスメン
ト、職場ハラスメント防止の講義および研修を行っ
ています。管理職以外の職員を対象に職場ハラスメ
ントに関する研修を行っています。
●安心して働き続けられる環境の整備
　結婚後も継続して就業できる環境の整備のため、
転勤を伴わない地域限定職の導入の検討をしていま
す。
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