太田市合併 10 周年記念誌

これまでの
これからの

未来

ごあいさつ
今年は私たちの新しいまち
「新太田市」ができて
10 年目を迎えました。
「人と自然にやさしい、笑顔
で暮らせるまち太田」を将来の都市像として掲げ、
市民の誰もがお互いを思いやり、いきいきと元気
に暮らせるため
「ひとにやさしい」まちづくりに取り
組んできました。皆さまのご理解とご協力をいた
だき、合併後の新太田市としての一体感も醸成さ
れてきたものと思っております。
歴史、文化、産業そして人に恵まれた私たちの
ふるさと
「おおた」の素晴らしさは全国に誇れるも
のです。このことは、全国の住みよさランキングに
おいても本市は常に上位にランクされるなど、この
地の魅力は日本でもトップクラスであると自負して
います。
10 年の節目を迎え、さらなる太田市の飛躍のた
めに、子どもたち、障がい者や高齢者、そして誰も
が「笑顔で暮らせるまち」をつくるため、そして
「存
在感のあるまち」の実現を目指し、皆さまとともに
力強く挑戦していきたいと考えています。

太田市長

太田市は県内で連続1位です！
【「住みよさランキング」2014】
※「住みよさランキング」とは
公的統計を基に、全国の市を対象にそれぞれの市が持つ
“都市力 ”を
「安
心度 」
「利便度 」
「快適度 」
「富裕度 」
「住居水準充実度 」の5つの観点に
分類し、総合評価としてランキング化したものです。
（東洋経済新報社
「都市データパック2014」より）
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合併

年のあゆみ

太田市

平成17年（2005）
月

主な出来事

3

新「太田市」誕生（3月28日）

4

新太田市初代市長に清水聖義氏

6

新市市章を制定

7

小惑星に太田市ゆかりの名前「otashi」
「ojima」命名
市の歌･マスコットキャラクター ･市の木･花が決定

10

尾島健康福祉増進センター
（利根の湯）オープン
新･宝泉行政センター オープン

新「太田市」誕生（H17.3）
太田市、尾島町、新田町及び藪塚本町の１市３町が
新設合併により、新太田市が誕生しました。
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マスコットキャラクター
「おおたん」
（H17.10）

平成18年（2006）
月

主な出来事

1

教育支援隊を小中学校に配置

2

史跡金山城跡が日本100名城に選定

3

太田市民憲章 制定

4

新太田市初代市長に清水聖義氏
（H17.４）

太田市まちづくり基本条例 施行
１％まちづくり事業 スタート

8

新･第一老人福祉センター オープン

10

第13回 全国山城サミット2006 開催

11

弘前市との友好都市調印
教育支援隊を小中学校に配置（H18.1）
少人数指導を実現するため市独自で配置

史跡金山城跡が日本100名城に選定
（H18.2）

弘前市との友好都市調印（H18.11）

史跡金山城跡が、世界遺産の姫路城や国宝の彦根
城 ･ 松本城などとともに日本100 名城に選定されま
した。
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合併

太田市

平成19年（2007）
月

,07

年のあゆみ

主な出来事

2

金山城ゆかりの西山公園が「日本の歴史公園100 選」
に選定

3

ISO27001を取得（平成11年 ISO9001取得）
特例市に移行（４月１日）

4

新生太田総合計画 策定（
「人と自然にやさしい、笑顔
で暮らせるまち太田」の実現に向けて）
群馬大学が太田市に開校

10

東部消防署九合分署 開署

11

青色回転灯付パトロール車配備（市内42 カ所の小･中
学校）

12

3

群馬大学開校式（H19.4)
（群馬大学工学部生産システム
工学科 ･大学院）

新･藪塚本町庁舎完成

平成20年（2008）
月

西山公園（H19.２）

,08

青色回転灯付パトロール車配備（H19.11）
市内全公立小 ･ 中学校42 校に配備 青パトで安全
安心な街を

主な出来事

北関東自動車道 太田桐生及び太田藪塚インター
チェンジ開通
テクノプラザおおた完成

第3子以降子育て支援事業スタート
4

全国都市緑化ぐんまフェア開催

太田市男女共同参画基本計画策定
太田都市計画マスタープラン策定
7
11

第3 子以降子育て支援
事業スタート（H20.４）

上野国新田郡庁跡 国史跡に指定
公立学校施設の耐震化事業スタート

全国都市緑化ぐんまフェア
開催（H20.４）
全国都市緑化ぐんまフェアおおた
会場の100万株のシバザクラ

上野国新田郡庁跡 国史跡に
指定（H20.７）
天良七堂遺跡（天良町ほか）で
確認された古代の役所庁舎の跡
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平成21年（2009）
月

1

,09

主な出来事

地域産学官連携ものづくり研究機構の設立
西部消防署藪塚分署 開署

2

太田駅構内に駅なか文化館 オープン

4

新田荘歴史資料館 リニューアルオープン

5

史跡金山城ガイダンス施設･太田市金山地域交流
センター オープン

史跡金山城ガイダンス施設
オープン（H21.5)

金山の大ケヤキと中島知久平邸が市指定文化財に
9
10
12

鳥之郷小学校が新築移転
新･強戸行政センター オープン
人間国宝 刀匠･大隅俊平さん、永眠（77歳）
太田駅北口駅前広場完成
金山の大ケヤキが市指定文化財に
（H21.５）

平成22年（2010）
月

,10

享年77 歳。名誉市民で国
の重要無形文化財保持者
（人間国宝）

主な出来事

3

妙参寺沼が農林水産省「ため池百選」に選定

4

おうかがい市バス（デマンドバス）無料運行開始

5

太田市こども館 オープン

6

太田さくら工業団地第1期分譲開始

7

市内すべての防犯灯を青色ＬＥＤ化（全国初）

11

人間国宝
刀匠･大隅俊平さん、
永眠（H21.10）

太田市民パークゴルフ場新生オープン

妙参寺沼が農林水産省
「ため池百選」に選定
（H22.３）

太田市こども館オープン（H22.５）
子育ての拠点施設として、絵本室や天体観測室、子育て支援
ルームを備え、市民に愛される施設を目指します

太田さくら工業団地（H22.6)
第１期分譲開始
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合併

太田市

平成23年（2011）
月

3
4

,11

年のあゆみ

主な出来事

東日本大震災発生
北関東自動車道全線開通
新･児童センター オープン

渡良瀬スポーツ広場 オープン

7

福島第一原子力発電所事故を受け、放射線量の
定期的測定開始

8

おおたまるごと太陽光発電所（太陽光発電システム
導入報奨金事業）

11

ぐんま国際アカデミー 国際バカロレア校として認定

12

東日本大震災発生（H23.３）

藪塚本町児童館 オープン（市内全地区設置達成）
新田下田中地区工業団地造成開始

,12

おおたまるごと太陽光
発電所（H23.８）

平成24年（2012）
月

3
4

主な出来事

道の駅おおた オープン

併設型中高一貫校（市立太田中学校）開校
東部消防署 開署

6

太田市高度救急医療支援センター開設

7

自治体初のメガソーラーによる発電事業開始（さくら
工業団地内に
「おおた太陽光発電所」が完成）

10

職員による「おとしより見守り隊」発足（ひとり暮らし高
齢者へのより一層きめ細やかな見守りを）

11

大隅俊平美術館 オープン

12

北関東自動車道全線開通
（H23.３）

道の駅おおたオープン
（H24.３）

原動機付き自転車等の
「ご当地プレート」交付開始
「太陽光発電推進のまち おおた」都市宣言

市立太田中学校開校（H24.４）

大隅俊平美術館オープン（H24.11）

4

「ご当地プレート」交付開始（H24.12）
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平成25年（2013）
月

3

主な出来事

公立学校施設の耐震化事業完了
新･沢野行政センター オープン

5

ワンコイン検診開始（各種検診の自己負担５００円）

6

結婚応援隊 発足

8

全小学校プールサイドで発電開始

公立学校施設の耐震化事業完了
（H25.３）

平成26年（2014）
月

,14

全小学校プールサイドで発電開始（H25.8）

主な出来事

1

全小中学校にエアコンを設置

2

観測史上最高の記録的な豪雪（市民生活に甚大な
被害）
ざわちんとご当地アイドル Otan43が
「おおたPR 大使」に
新･太田市保健センター オープン

乳幼児成育支援システム スタート
4

中央消防署沢野分署 開署

合併10周年記念事業 1年かけて開催
太田市写真集「おおた光と風の中に」発行
5

太田市プレミアム金券（おひさまハッピー金券）販売

6

太田市中島知久平邸地域交流センター オープン

7

都市対抗野球 富士重工業が準優勝

8

観測史上最高の
記録的な豪雪
（H26.２）

北部運動公園に野外ステージオープン
東毛広域幹線道路（国道354号バイパス）全線開通

10 「おおたん」ゆるきゃらグランプリに参加
12

常磐高校 全国高校女子駅伝大会で３位入賞

平成27年（2015）
月

1
3

,15

ざわちんとOtan43
（H26.2）

主な出来事

パナソニックワイルドナイツ ラグビートップリーグ
２連覇達成

合併10周年記念式典の挙行

合併10周年記念映画「群青色の、とおり道」公開

太田市中島知久平邸地域交流センター オープン（H26.６）

5

目指しているのは

人と自然にやさしい、
笑顔で暮らせるまち
その実現に向けた太田市の取組を紹介
1

笑顔で暮らせる

～安全・安心への取り組み～
子どもや地域を守る
青色回転灯付パトロール車配備

市民の身体や生命又は財産などの安全向上に努め、
市民一人ひとりが誇りと愛着を持って暮らせるよう
「安全・安心なまちづくり」の関連事業を積極的に取
り組んでいます。

◦青色回転灯付パトロール車配備
市内の小・中学校へ青色回転灯付きパトロール車を配
備し、子どもや地域の安全・安心のためにパトロールを
行っています。

◦全国初！！すべての防犯灯を青色ＬＥＤ化
市民の安全や経費面、環境にも効果が大きい、安全で安
心して暮らすことのできる住みよいまちづくりのための事
業です。

全国初 !!
すべての防
犯灯を
青色 LED 化

◦学校施設の耐震化
学校の安全・安心を確保するため、校舎や体育館な
どの耐震化に取り組みました。当初71棟あった対象
建築物も、計画どおり進み、最終年度にあたる平成24
年度にはその全てを完了しました。

6

化
設の耐震
学校施

2

未来に向けて
～子育て・教育～

少子化対策で実施する第3子以降子育て支援事業や、
未来を担う子どもたちを健全に育成するための事業に
取り組んでいます。

少子化対策、第３子
以降子育て支援事業

◦少子化対策、第3子以降子育て
支援事業

子育てしやすいまち
おおたの少子化対策

少子化対策の一環として、第3 子以降の子ど
もの妊娠・出産から中学校卒業までの子育て
費用について支援を行っています。

◦乳幼児成育支援システムの運用
出生から就学までの乳幼児の生育情報を集積し、保護者
への子育て支援や発達障害等の早期対応のためのシステム
運用に取り組んでいます。

乳幼児成
育支援シ
ステムの運
用

ほかのまちにない
太田市ならではの教育
◦新しい教育の取り組み
「少人数指導と教育支援隊」
国語・算数（数学）、英語における20人以下の少人数ク
ラス編成やティームティーチングによるきめ細かな指導を
実施しています。
今後は公立のすべての小、中学校で30人程度学級を目

児童支援
実と放課後
充
の
館
童
こども館、 児

◦こども館、児童館の充実と放課後
児童支援
子育て親子の交流、支援を行う拠点整備や保護
者の就業を支援するため、放課後に子どもを預か
る
「こどもプラッツ」事業を実施しています。

指します。

◦外国人児童生徒の教育の充実
日本語指導など個人に応じたきめ細かな指導を行うこ
とで、定住化に向けた外国人児童生徒の支援に取り組んで
います。

◦環境教育の充実
公立のすべての小・中・特別支援
学校で学校 ISO14001の認証取得を
して、環境に配慮した活動を積極的に
行っています。
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3

ひとにやさしい
～福祉健康の増進～

子どもやお年寄り、障がいを持つ人をはじめ、市民の
誰もがお互いを思いやり、いきいきと元気に暮らせる
ための事業に取り組んでいます。
おとしより見守
り隊

福祉へのとりくみ

◦おとしより見守り隊
訪問による見守りを行い、ひとり暮らし高齢
者等が地域で安心して生活できる社会づくりを
めざしています。

◦尾島健康福祉増進センター
（尾島温泉 利根の湯）オープン
天然温泉を利用した同施設は、子どもから
高齢者まで安心して利用できます。
増進センター
尾島健康福祉

いつまでも健康な生活
◦ワンコイン健診開始
市内の医療機関や各保健センター・行政センターで各種がん検診な
どを自己負担500円（ワンコイン検診）で実施しています。

◦太田市高度救急医療支援センター開設
太田市高度救急医療支援センターを太田記念病院の建物内に整備
しました。救急医療環境の向上に大きな役割を果たします。

新太田市保健センター

◦新太田市保健センターオープン
太田市保健センターは旧市民会館跡地に移転しました。
これに伴い、平日夜間急病診療所も移転しました。
太田市高度救急医療支援センター
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4

豊かな暮らし

～生活環境の整備～
誰もが安全で、安心して生活することができる循環型
社会を構築し、生活環境の改善や良好な居住環境を
実現するための事業に取り組んでいます。

◦おうかがい市バス

より便利で安心な太田市に

自ら移動手段を持たない高齢者や障がい者
に、医療機関や店舗、駅まで要望に応じて送
迎するサービスに取り組んでいます。

◦東毛8市町の上水道事業を統合へ
持続可能な水道による安定した水の供給を実現す
るため、東毛の３市５町（太田・館林・みどり市、板倉・
明和・千代田・大泉・邑楽町）の上水道事業を平成
28 年４月に統合するため基本協定が締結されまし
た。給水人口が４５万人を超える大規模な企業団に
なります。

合へ
東毛８市町の上水道事業を統

太陽光のまちおおた
～電力の地産地消を目指して～
◦自治体初メガソーラー発電事業
平成24年7月1日、自治体単独の事業としては全国初となるメガソーラー
発電施設（おおた太陽光発電所）で、年間163万㌔ワット時の発電（一般家
庭で約４００戸分の年間電力消費量相当）を開始しました。現在、３ヶ所の
メガソーラーにより、クリーンな電力をつくり出しています。

ー発電事業
自治体初メガソーラ

◦都市宣言！！ 太陽光発電推進のまち おおた
太陽光発電の先進都市であることを全国に向けて発信し、更なる太陽光
発電の推進を図るため、都市宣言を制定しました。

◦電力の地産地消のしくみを構築
新電力会社を設立し、メガソーラー3 施設などで発電した電
気を買取り、市役所庁舎と各小学校に電気を供給することで全
国に先駆けた
「電力の地産地消」事業を実現します。

都市宣言!!太陽
光発電推進のま
ち おおた
9

5

にぎわいづくり
～産業経済の振興～

工業、商業、農業の活性化を図るとともに、
賑わいの拠点づくりをめざし、
観光誘客を実現するための事業を推進しています。
テクノプラザおおた

ものづくりのまち おおた

◦「ものづくり産業」を
発展させるため 産学官の連携
本市の産業基盤である「ものづくり産業」の発展
のため群馬大学をテクノプラザおおたに誘致し、
産学官連携による地場産業に直結した共同研究開
発や人材育成を推進しています。

◦工業団地の造成分譲（さくら、新田下田中）
さくら工業団地

おおたを元気にするとりくみ
◦道の駅おおたオープン
国道17号上武道路に面する「道の駅おおた」
。屋台形式で楽しく選んで
お食事できるケータリングカービレッジに加え、イベントなどの催しも定期
的に行い来場者が楽しめる新スポットを目指しています。

◦おひさまハッピー金券（プレミアム付き）の発行
太陽光発電の事業収益を市民に還元するため、プレミアム金券を発行しました。

◦各地区伝統のまつりやイベント
（ねぷた、かかし、芝桜、イルミネーションなど）
各地区の伝統の祭りや芸能を受け継ぐ心、新たな賑わいの拠点づくり。
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ン
おたオープ
道の駅お

6

都市空間の創造
～都市基盤の整備～

地域の特性を生かした個性豊かなまちづくりを進め、良質
な住空間と潤いのある都市空間を創造するまちづくりを実
現するための事業に取り組んでいます。
全線開通
動車道の
北関東自

将来を担う道路ネットワークの構築
◦北関東自動車道の全線開通
（2つのインターチェンジを設置）
◦スマートインターチェンジの整備
（仮称）太田スマートインターチェンジは、北関東自動車道の太田
藪塚インターチェンジと太田桐生インターチェンジ間に計画されてお
国道354バイパ
ス開通

り、産業活動の活性化、観光振興、救急医療活動の支援等の効果が期
待されます。

◦東毛広域幹線道路（国道354バイパス）開通

大きく変わる太田駅周辺地区
◦太田駅北口地区
平成28 年秋のオープンを目指して、新しい文化交流施設ができま

太田駅北口文化交流施設

す。美術館やカフェを併設した図書館があり、まちのなかを散策し
ているような楽しい空間となります。

◦太田駅南口地区
駅前広場のリニューアルと市街地再開発事業により、健全な高度
利用と都市機能の更新を図っていきます。
太田駅南口地区

芸術文化の拠点が誕生
◦新市民会館の整備
芸術文化の拠点としてふさわしい音響空間と使いやすい舞台設備
を備え、プロによる公演だけでなく、幅広い市民活動にも対応できる
施設が誕生します。
（平成29年春オープン予定）
新市民会館
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7

市民参加と協働
～行財政の推進～

市民参加による協働のまちづくり、市民に身近で効率
的な行政運営を目指すまちづくりにより、市民満足度
を一層向上させるための事業を推進していきます。
業
づくり事
１％まち

市民参加のまちづくり
◦地域発信型の決定版「1％まちづくり事業」
全国に先駆けて太田市から始まった市民と行政の協働事業！
地域の人たちが力を合わせて補助金を活用しながら地域を活性化
させるものです。

◦太田市まちづくり基本条例
まちづくりの基本原則や行政運営のルール、市民参加のありか
たや協働の仕組みなどで構成された
「太田市まちづくり基本条例」
を制定しました。

◦太田市マネジメントシステムの構築
「市役所はサービス産業である」という認識を持ち、市民目線で

結婚応援
隊がスタ
ート

考え、質の高い行政サービスを提供するために」ISO9001：2008
を取り入れた
「太田市マネジメントシステム」を構築しました。

◦大切な人がいる幸せ
「結婚応援隊」がスタート
出会いの場を提供するなど、結婚を真剣に
考える方を支援する事業に取り組んでいます。

◦予算のあらまし地区懇談会の開催
～これからの太田市について市長と語り合う～
談会
地区懇

予算のあらましについての説明と併せて、市長と
各地 区の 皆 さんが自由に意 見交 換を行う地 区
懇談会を毎年開催しています。

12

新太田市誕生から10 年の節目を迎えるにあたり、
「これま
での10 年間の歩みを振り返り、本市の魅力を再発見し、市
民の方々の郷土愛を育むとともに、更なるたくましいまちづ
くり」
というテーマで開催した合併10周年記念事業では、10
周年を祝って多彩なイベントを実施しました。
主なイベントを紹介します。

◦お寺で極楽語／まちなか寄席
市内のお寺などで落語会を開催し、市内一円を笑いの渦に巻き
込み、にぎやかで活気のあるまち
『おおた』を演出しました。

◦6年ぶりに復活した太田市花火大会
7 つのテーマにより演出を凝らした連発花火がＢＧＭに乗せて鮮やか
に打ち上げられ、太田の空と心に耀きをもたらしました。

◦おおた街なかジャズフェスタ
南一番商店街をストリート演奏や店舗での演奏を中心に、
演奏者・参加者が一体となったイベントとなりました。

◦映画「群青色の、とおり道」
（ 撮影風景）
全編が太田市の風景の中で展開される、家族とふるさ
とを思う若者を主人公にした映画です。
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太田の自慢

おおた芸術学校

毎年600人を超える生徒が専門
家による質の高い指導を受けながら
楽しく真剣に音楽や演劇に取り組ん
でいます。

製造品出荷額等
37年連続県内第１位

北関東：第 1 位
全 国：第13位
（太田市調べ）

約２兆3,400億円
（製造品出荷額）

輸送機械器具製造業を中心
に工業が盛んな太田市。出荷
額上位には港湾都市が多い中、
内陸地での発展は他ではあまり
見られない特徴となっています。
（H25 工業統計調査速報値）

農産物
（ネギ、ほうれんそう、スイカの収穫量
県内１位 日本一のヤマトイモ）
太田市は工業のまちというイ
メージが強いですが、農業産
出額でも県内トップクラスです。
尾島地域の特産品であるヤマト
イモは、栽培面積で日本一を誇
り、その粘りと風味の良さから
全国的に有名です。

おおたスポーツアカデミー
ジュニアスポーツの強化育成
に重点を置いた運営を目指して
います。開校以来、中里麗美
選手（世界陸上日本代表）、小
島脩平選手（プロ野球・オリッ
クスバファローズ）、鈴木武蔵
選手（サッカー J1・アルビレッ
クス新潟）のように、次々と素晴
らしいアスリートが輩出されて
います。

10周年記念映画「群青色の、とおり道」
北部運動公園
（芝桜＆イルミネーション）
春は「おおた芝桜まつり」、冬は「おおたイルミネーション」と両イ
ベントで太田市の新観光名所となった北部運動公園。イルミネー
ションでは平成25年11月に太陽光発電のみで点灯するLED の数で
ギネス世界記録TM に認定されました。
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市民の宝物となるとともに、観る人が
「ふるさととは何か？」
と考えるきっかけに
なるような良質な青春映画です。
（監督：佐々部清、主演：桐山漣、
劇中歌：
「電車の窓から」back number）

東日本大震災の被災地、
被災者への支援
平成23年３月11日午後２時 46分ごろ
大地震発生
太田市では震度５強を観測
（市内の被害住宅戸数：一部損壊2,473件）

職員を被災地に派遣

風評被害で苦しむ太田市産野菜
を被災地へ無償提供

被災者や被災した子どもたちを
励ます集いを市内で開催

青パト20台を宮城県石巻市へ無償貸与
津波で多くの公用車を失った石巻市へ、青パト
20 台を無償貸与しました。その後、車両の返還
に併せて、軽トラックなど20台の支援車両を寄贈
しました。

ボランティアが避難者を戸別訪問
太田市への被災者に民間借上げ住宅を提供
するとともに、ボランティアによる定期的な被災
者宅の戸別訪問を行っています。
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太田市の概要
市のあらまし

市制施行日

平成17年3月28日

所在地

〒373-8718

市の木・市の花
平成17年10月1日告示

シンボル木：マツ
木：モクセイ、カエデ、イチョウ
花：キク、サルビア、ツツジ、シュンラン

面積

175.66 ｋ㎡

利用交通機関

東武伊勢崎線太田駅下車0.5㎞

シンボル木：マツ

市の花：キク

本市は、群馬県南東部の東経139 °
、北緯36 °、東

太田市浜町2番35号

京から北西へ約86km に位置し、東側は大泉町・邑楽
町・栃木県足利市、西側は伊勢崎市、南側は埼玉県
熊谷市・深谷市、北側は桐生市・みどり市に面している。
南は利根川、北は渡良瀬川が流れており、標高239
ｍの金山と、八王子丘陵が北西部を走るほかは、概ね

サルビア

平坦地で、その標高は30ｍから110ｍの平坦部となっ
ている。

ツツジ

シュンラン

人口（群馬県市町村別住民基本台帳 ）
男性
女性
計
世帯数

（人）
250,000

217,759
200,000

218,033

218,185

219,264

220,078

219,789

219,753

220,121

84,457

85,174

86,336

220,407
87,538

（世帯）
100,000

221,234
89,077

80,688

81,232

81,781

83,280

83,987

109,936

110,177

110,082

110,713

111,058

110,871

110,814

111,044

111,404

111,931

107,823

107,916

108,103

108,551

109,020

108,918

108,939

109,077

109,003

109,033

80,000

150,000

100,000

40,000

50,000

20,000

0
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60,000

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26 （年）

0

財政
（千円）
80,000,000

一般会計予算額
市税の割合
（％）
60
76,700,000

77,710,000
75,130,000

70,210,000

70,050,000

69,910,000

70,975,000

74,000,000

72,390,000
72,930,000

70,000,000
51.9

50

50.7
48.0
60,000,000

47.8

45.9

44.9

45.9
44.3

43.9

44.6

40
50,000,000

0

H17

H18

H19

H20

H21

住宅

H22

H23

H24

H25

H26

0
（年度）

ごみ

平成17年３月31日

平成16年

市営住宅…3,306戸

搬入量…66,096.42t

県営住宅…1,076戸

可燃ごみ……57,890.52t
不燃及び粗大ごみ…6,294.99t
資源化物（分別収集・拠点回収）1,910.91t

平成26年3月31日

市営住宅…3,326 戸

平成24年

搬入量…74,305.92t

可燃ごみ……67,254.49t

県営住宅…1,074 戸

不燃及び粗大ごみ…4,324.64t

医療

公園

平成17年３月31日

平成17年３月31日

病院…12院

公園緑地等…232箇所…248.26㌶

診療所…127箇所…歯科診療所…100箇所

1人あたりの公園緑地等の面積 …11.44㎡

平成26年3月31日

平成26年3月31日

診療所…149 箇所…歯科診療所…107箇所

1人あたりの公園緑地等の面積 …14.28 ㎡

病院…11院

資源化物（分別収集・拠点回収）2,726.79t

公園緑地等…416 箇所…315.93 ㌶

下水道
平成17年３月31日

公共下水道処理区域面積…1,113ha
公共下水道処理区域内人口50,445人
公共下水道人口普及率…24.2％

平成26年3月31日

公共下水道処理区域面積…1,768.1ha

公共下水道処理区域内人口 88,957人
公共下水道人口普及率…40.2％

太田市企画政策課

〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 Tel◦0276-47-1111
（ 代表 ） Fax◦0276-47-1888
（ 代表 ）
E-Mail ◦005200@mx.city.ota.gunma.jp URL◦ http://www.city.ota.gunma.jp

