
令和元年 6月号18

　また、1月25日（金）に市文化会館で行われた県自治会
連合会会長研修大会では、長年に渡る行政区の維持・発展
への貢献が認められ、簗瀬・宮澤両区長が表彰を受けました。
【栃木県自治会活動功労者知事表彰】
　簗瀬　辰雄氏（白栗）
【栃木県自治会連合会自治振興功労者表彰】
　宮澤　昭夫氏（片岡南）

問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

　4月 25 日（木）、文化会館小ホールで、令和元年度の
区長会議と区長会総会が行われました。区長会議では、
新区長に委嘱状が手渡されたほか、勤続年数に応じて区
長に感謝状が贈られました。
　総会では、区長会の役員改選が行われ、会長に平山　和
博氏（東泉）、副会長に八木澤　一重氏（末広町）、平山　
修氏（泉）、宮澤　昭夫氏（片岡南）の3人が就任しました。
【感謝状受賞者（勤続年数 4年）】
　江面　一己氏（沢）　　村上　格一氏（豊田）
　井艸　泰正氏（コリーナ矢板）

【令和元年度区長】 ［敬称略］

行政区名 氏　名 行政区名 氏　名

矢
板
地
区

矢板一区 松本　育夫

泉
地
区

泉 平山　　修
矢板二区 髙田　常雄 上太田 小川　明秀
矢板三区 大谷津　昇 東泉 平山　和博
矢板四区 薄井　正則 長井 平石　陽一
矢板五区 秋葉　　充 寺山 松平　宣秀
矢板六区 青山　敏之 高原 羽田　　榮
末広町 八木澤一重 立足 藤田　篤一
富田 花塚　猛男 平野 佐々木勝一
木幡東 髙田　　進 下伊佐野 吹上　秀男
木幡西 大島　　敏 上伊佐野 髙瀬　　武
川崎反町 益子　　章 第一農場 永井　純一
境林 河井　　茂 第二農場 片山　文夫
館ノ川 大谷　　清 田野原 赤羽　至夫
高塩 福田　行夫 山田 鈴木　　豊
倉掛 青木　正一

片
岡
地
区

通岡 小川　広美
合会 後藤　敏夫 前岡 柳田　則昭
片俣 小野﨑貴夫 後岡 吉住　早苗
塩田 小川　修市 梶ヶ沢 佐藤　英雄
幸岡 大柿　邦由 安沢 手塚　謙一
下太田 室井　貴夫 越畑 植木　好子
荒井 兼﨑　　隆 東乙畑 戸村　秀和
針生 関塚　利幸 西乙畑 深井　雅晴
土屋 東泉　宏幸 つつじが丘 石川　　宏
中 村上　和雄 白栗 簗瀬　辰雄

ロビンシティ矢板 安田　幹雄 上大槻 冨川　寛
東町 髙久　　修 下大槻 山口　　久
沢 江面　一己 石関 富川　英司
豊田 村上　格一 玉田 齋藤　良蔵
成田 大野　純一 山苗代 笹沼　　博

ﾊｯﾋﾟー ﾊｲﾗﾝﾄ 矢゙板 山内　　守 片岡一区 和田　道幸
片岡南 宮澤　昭夫
片岡二区 古河原　弘
片岡三区 阿美　利和
片岡四区 髙橋　　正
コリーナ矢板 井艸　泰正

令和元年度区長会
平山　和博会長

【就任あいさつ】
　令和元年度区長会長に就
任した平山　和博です。
　「令和」という新しい時代
を迎え、住みよい地域づく
りと安心・安全な市民生活
が一層進むよう、区長会と
しても活動してまいります
ので、よろしくお願いします。

　　令和元年 6月号 19

　矢板市総合戦略で掲げている基本目標の実現を目指す
ため、行政区が抱える社会的課題の解決を図る活動の中
で、特に先駆的な取り組みに対し支援を行います。
【応募スケジュール】
事前相談／ 6 月 28 日（金）まで
応募期間／ 7 月 1 日（月）～ 7月 12 日（金）
※応募には事前相談を受ける必要があります。
応募要件／①かつ②～④のいずれかに該当すること
①自立性：市の支援終了後も自走できる事業であること
②民間協働：行政区と民間が協働でおこなう取り組み
③地域間連携：複数行政区と連携した広域的な取り組み
④政策間連携：複数の目的を関連させた取り組み
選考結果の通知／ 7 月下旬

【矢板創生推進交付金の仕組み】

応募・問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

地域で抱えている問題への取り組み
空き家　耕作放棄　森林荒廃　鳥獣被害
担い手不足　高齢者・子育て支援　　など

行政区 企業や団体
との連携

複数の行政区
行政区 行政区 行政区

最長3 年度／最高100 万円の交付金

　住民・事業者の皆さんが直接搬入するごみの受け付けは
7月1日（月）以降、矢板市安沢の塩谷広域行政組合で建
設している次期環境施設「エコパークしおや」になります。
　さくら市松島で現在稼働している「塩谷広域環境衛生
センター」のごみの搬入受付は6月29日（土）までとなり、
6月 30 日（日）は休業日となります。

●ごみの受け入れ先が「エコパークしおや」に変わります
　受入開始日／ 7 月１日（月）
　受付時間／月曜日から金曜日　8：30 ～ 17：00
　　　　　　土曜日　　　　　　8：30 ～ 12：00
　休業日／日曜日、1月 1日～ 1月 3日
　所在地／矢板市安沢 3640 番地
●「エコパークしおや」に直接搬入する場合のごみ処理
　手数料が変わります
　　ごみの減量化、排出量に応じた費用負担を目的とし
　て、施設に直接ごみを搬入する際にご負担いただく「ご
　み処理手数料」が７月１日から、下記の新料金となり
　ます。ご理解とご協力をお願いいたします。
【現行料金】

【新料金（7月 1日より）】

問い合わせ／塩谷広域行政組合（矢板市安沢3622番地1）
●「エコパークしおや」に関すること
　施設整備室　☎（４８）２７６０　 （４８）０４６３
　 http://www.shioyakouiki.or.jp/shisetsu/index.html
　 shioya-kanri@gamma.ocn.ne.jp
●ごみ処理手数料に関すること
　管理課　　　☎（４８）２０６６　 （４８）８０１０
　 http://www.shioyakouiki.or.jp/

shioya-a@galaxy.ocn.ne.jp

取扱区分 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

家庭系 指定袋および 20kg まで無料
20kg を超える分は 10kg につき 100 円

20kg まで無料
20kg を超える分は 10kg につき 100 円 10kg につき 150 円

事業系 10kg につき 150 円 10kg につき 150 円 10kg につき 250 円

取扱区分 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

家庭系 10kg につき 100 円
（ただし、指定袋を使用して搬入する場合は無料） 10kg につき 100 円 10kg につき 100 円

事業系 10kg につき 200 円 10kg につき 200 円 10kg につき 200 円
　※ごみの種別ごとの計量となり、重量が 10kg に満たないときは、10㎏とみなし、ごみ処理手数料を徴収します。
　※ごみステーションに出す指定袋の価格に、変更はありません。
    ※手数料改定に伴う許可業者への委託料の変更については、排出主と委託業者で協議してください。



令和元年 6月号20

　認知症は、早期に発見し適切な治療や支援を受けると、
進行を緩やかにできると言われています。
　最近、「物忘れ」が気になる方や「意欲が無くなって
きた」などの症状がある方は、検査を受けましょう。
検査内容／タッチパネルを使用した検査で、所要時間は
　20 分前後です。
対象／概ね 60 歳以上の方　　検査料金／無料
申込方法／6月28日(金)までに、電話でお申し込みください。
そのほか／検査日の 2週間前に、検査時間のご案内と問
　診票をお送りします。
※早期発見のための検査です。すでに認知症の治療を受
　けている方は主治医にご相談ください。
申込・問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

日程・場所／

※各地区の公民館などを会場に順次検査を実施しています。
　対象地区外の方で検査をご希望の方はご相談ください。
※申し込みがない方は、当日来場されても検査を受ける
　ことができませんので、事前に予約をお願いします。

日時 場所 対象地区

7 月19日（金）午前 りんごの木
（旧長井小） 長井午後

7月23日（火）午前 泉公民館 泉・上太田・東泉午後

7月26日（金）午前 泉公民館 寺山・高原・田野原午後

7月30日（火）午前 下伊佐野公民館 下伊佐野
午後 上伊佐野公民館 上伊佐野

　市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るた
め、保険適用外の治療費の一部を助成しています。
対象／次の全てに該当する方（ご夫婦とも）
 ・人工授精、体外受精、顕微授精のいずれかの治療を受
　けた婚姻中の方（体外受精、顕微授精については県の
　助成を受けている方）
 ・矢板市に申請日の前日から起算して１年以上住民登録
　のある方
 ・市税を滞納していない方
 ・各種医療保険の被保険者、または被扶養者である方
 ・その他、市の交付要綱に定める要件を全て満たす方
助成金額／
　申請 1 回につき上限 10 万円

助成回数／
　妻の年齢によって、助成を受けられる回数が異なります。
　

※助成回数は、対象治療全てを通算した回数です。
※通算助成回数に達していない場合でも、妻の年齢が43 歳
　以上で開始した治療は助成の対象になりません。
そのほか／県の助成制度（体外受精および顕微授精）に
　ついて詳しくは、県北健康福祉センター　☎（２２）
　２２５９にお問い合わせください。
申請・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

妻の年齢（助成を受けた初回治療開始時） 助成回数
39 歳以下 通算 6回まで
40 ～ 42 歳 通算 3回まで
43 歳以上 助成対象外

【市営住宅】
場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
上太田 H19 4F 13,700 ～ 39,700 1DK～3LDK（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ有） ○ ○ ○ ○ ○ 1台のみ2,000円

石関 H1～ 3 3F 18,100 ～ 29,600 3DK △ △ ○ ○ ○ 1台のみ2,500円
乙畑 H5～ 10 3F 22,500 ～ 35,200 3DK △ △ ○ ○ ○ 1台のみ2,500円

【特定公共賃貸住宅】
場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
乙畑 H8 3F 50,000 3DK ○ △ ○ ○ ○ 1台のみ 2,500円
※上太田の一部、および単身者の部屋は、現在満室のため予約待ちとなります。　※ △：自費での設置が可能です。

　市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者を募集して
います。所得基準など、入居には条件がありますので、
お問い合わせください。

　なお、昨年度より、中・高倉市営住宅の入居者募集は
停止となりました。
申込・問い合わせ／施設管理公社　☎（４３）４６２０

　　令和元年 6月号 21

　あなたの土地の樹木が道路に倒
れる、または張り出したり枝が落
ちたりして、歩行者などの通行の
妨げとなっていませんか？
　樹木が倒れる、または枝が落ち

ることで、通行人がけがをしたり、車を破損したりする
と、民法の不法行為となり、相手から損害賠償を請求さ
れることがあります。このようなトラブルにならないよ
う、樹木の適正な管理をお願いします。

　禁止行為に当たる場合、道路管理者から樹木の移転や
伐採命令を受けることがあります。また悪質な違反には、
3年以下の懲役または 100 万円以下の罰金が科されるこ
とがあります。道路に関してご不明な点がありましたら、
管理者までお問い合わせください。

問い合わせ／建設課　☎（４３）６２１２

道路 道路管理者

国道 4号 宇都宮国道事務所矢板出張所
☎（４４）０４６１

国道 461 号・県道 矢板土木事務所　保全部
☎（４４）２１８６

それ以外の道路 矢板市建設課
☎（４３）６２１２

枝が落下し、フロントガラスを
貫通した事故の車の様子

  次のような行為は道路法で禁止されています。
●みだりに道路を傷つけたり汚したりすること
●みだりに道路に土や石・竹木などを堆

たいせき

積する、また
　は、道路上で交通を妨げるような行為をすること

  ご存じですか？建築限界
　建築限界とは、道路の交通を妨げないよう、

建築物の設置や樹木などを制限する範囲のことです。

一般的な車道や路肩では高さ
4.5ｍ以上の確保が必要です

歩道上では高さ2.5ｍ以上の確
保が必要です

　ルールやマナーを守り、地域のみなさんが安心して生
活できる環境づくりにご協力ください。
①適正なしつけ
　「鳴き声」「におい」「フン」などによって、近隣に迷
惑が掛からないようにしてください。
②所有者の明示
　迷子にならないよう配慮し、仮に迷子になったときの
ために所有者をはっきりさせましょう。（首輪に記載す
るなど）また、大切なペットが交通事故に遭わないよう
に、犬の散歩時は必ずリード（引き綱）を付け、猫は室
内飼いに努めてください。
③不妊手術の実施
　むやみに繁殖させないようにしてください。
※市では避妊・去勢手術補助金制度を設けています。

④終生飼養
　最後まで飼い主としての責任をもって飼いましょう。
動物を捨てることは犯罪となります。

●無責任にエサだけを与えることはやめましょう！
　エサを与える行為は「飼い主」とみなされ、終生
　飼養の責任が生じます。
●もし飼い犬・猫が迷子になったら…
　栃木県動物愛護指導センター　☎０２８（６８４）
　５４５８までご連絡ください。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

　矢板駅西地区の市が定めるエリアに、一定の要件を満
たす住宅団地を造成する事業者に奨励金を交付します。
目的／人口減少の抑制と定住化を目的に、宅地化促進、
　まちなか居住の推進および良好な住環境の整備と住宅
　用地提供の促進を図ります。
対象エリア／「矢板都市計画区域における土地利用方針」
　に定める矢板駅西地区：既成市街地および新市街地ゾーン内
交付要件／
 ・住宅団地の区画数が、5区画以上であること
 ・住宅団地の予定建築物が、一戸建て専用住宅または併
　用住宅であること

 ・1区画当たりの面積が、用途地域内は165㎡、その他の
　地域は 200㎡以上であること
 ・住宅団地に係る開発行為は、矢板市土地開発指導要綱
　に基づく承認を受けたものであること
奨励金の額／住宅団地の 1区画あたり 15 万円
※年度内での申請は1回のみ。予算の範囲内で交付します。
申込方法／矢板市宅地造成奨励金交付要綱に基づき申請
　してください。
申込・問い合わせ／
　都市整備課　☎（４３）６２１３

詳しくは、こちら



令和元年 6月号22

　全国を転戦する自転車の
国内最高峰プロレースが今
年も矢板で開催！ JR 片岡駅
付近をスタート・ゴールと
して、約 10km の周回コー
スで行われます。
　イベント会場は、駅西口から徒歩 0分！飲食ブース
や各種催し物など、1日中楽しめる自転車の一大イベン
トに、家族みんなで出掛けてみませんか？

日時／ 6 月 9 日（日）※雨天決行
  　　　　   9：00 ～開会式
　　　11：50 ～スタート
　　　14：15 ～表彰式
交通規制／ 8：30 ～ 17：30（予定）
各種イベント・飲食ブース／　9：00 ～ 16：30（予定）
問い合わせ／
　やいた片岡ロードレース実行委員会事務局 （NASPO（株）内）
　☎０２８７（７３）８３３１

【ご注意】大会当日、競技コースおよびイベント会場周辺の道路は交通規制が実施されます。規制箇所・規制時間等の詳細は、
　　　　  Facebook に掲載予定です。大変混み合いますので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

…競技コース ／ ★…スタート・ゴール ／ ★…イベント会場 ／ …観戦スポット

★★
コリーナ矢板

最新情報はこちら

申込方法／ 6 月 20日（木）までに、電話でお申し込みく
　ださい。その際、①参加者氏名②お子さんの年齢③住
　所④電話番号をお伝えください。

申込・問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９
　＊月曜・祝日休館

　人形劇のほかにリズム人
形（かえるの合唱団）やパ
ネルシアターもあるよ！
日時／ 7 月 6 日（土）
　　　10：00 ～ 11：30
場所／矢板公民館  和室
定員／未就学児とその保護者 10 組程度　＊先着順
参加費／無料
講師／人形劇サークルたんぽぽ
そのほか／託児をご希望の方は、お申し込みの際に
　お知らせください。

　お子さんと一緒に昔遊び
を楽しみながら体を動かし
て、運動神経アップ！運動
が苦手な子でも大丈夫！
さあ、一緒にやってみよう！
日時／全 3回　10：00 ～ 11：30
　　　7月 7・28 日（日）　8月 18 日（日）
場所／文化会館  小ホール
定員／小学1～2年生とその保護者15組程度  ＊先着順
参加費／無料　　講師／塚田　翠先生
持ち物／動きやすい服装、運動靴、タオル、飲み物

：30

「やいたぶ」矢板市公式
アプリケーション

iPhone Android

　　令和元年 6月号 23

　芭蕉が旅をした経路をたどりながら、おくのほそ道を
あなたも旅してみませんか。
日時／ 7 月 19 日（金）　片岡公民館 8：15 発
行先／大田原市黒羽地区
定員／ 33 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／ 1,980 円（昼食代、施設拝観料などを含む）
講師／蓮實　淳夫先生
持ち物／筆記用具、メモ帳、折り畳み傘、帽子、タオル、
　飲み物、動きやすい服装
申込方法／ 6月23日（日）までに、電話でお申し込みください。
そのほか／抽選結果は、ハガキでお知らせします。
申込・問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　　　　※月曜・祝日休館

　どなたでもご参加いただけます。みんなで楽しくス
ポーツを楽しみましょう。
日時／ 7 月 7 日（日）9：30 ～ 12：20（9：00 受付開始）
場所／旧長井小学校体育館
内容／フライングディスク・パンくい競争・玉入れなど
参加費／無料
持ち物／運動のできる服装、体育館シューズ、タオル、飲み物
申込方法／ 6月20日（木）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

　市文化協会に所属している矢板水彩画愛好会の第6回
作品展を開催します。ぜひご覧ください。
日時／
　6月 15日（土）～ 23日（日）10：00 ～ 16：00
※最終日は 15：00 まで
場所／郷土資料館  多目的ホール
内容／水彩画 56 点を展示します。
問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３
　　　　　　＊月曜休館

　健康指標となる体力年齢を測ってみませんか？
日時／ 6 月 22 日（土）9：30 集合（午前中で終了予定）
場所／市体育館
対象／ 20 ～ 79 歳の健康な方
定員／ 30 人程度　　参加費／無料
内容／

持ち物／運動のできる服装、体育館シューズ、タオル、飲み物
申込方法／ 6月14日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

20～ 64
歳の方

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、
20 ｍシャトルラン（往復持久走）、立ち幅とび

65 ～ 79
歳の方

握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、
10 ｍ障害物歩行、6分間歩行

　筋トレで体を引き締めたい、ぜい肉を落としたい！
　自宅でできる筋トレ、運動前のストレッチを元プロ野
球選手の講師がレクチャーします。
日時／ 7 月 30 日（火）19：00 ～ 20：30
場所／生涯学習館  研修室（1）・体育室
対象／市内にお住いの方
定員／ 30 人　＊先着順　　参加費／ 100 円
講師／星野　真澄先生
【経歴】元プロ野球選手、現在は社会人野球・クラブチームで選手兼任コーチを務める

持ち物／動きやすい服装、体育館シューズ
申込方法／ 7月25日（木）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

日時／  6 月 29 日（土）　市役所 6：00 集合、出発
行先／日光白根山（標高 2,578m・中級レベル）
対象／市内に在住・在勤・在学している方
定員／ 22 人　＊最低催行人員
参加費／ 6,000 円（バス代、高速代、保険料、入浴代などを含む）

申込方法／ 6 月 21日（金）までに、「登山教室参加希望」
と明記し、住所、氏名、性別、年齢、電話番号を記入の上、
直接お持ちいただくか、郵送、電話またはファクスで
お申し込みください。また、市外の方は勤務先・学校
名を、グループの場合は全員の氏名を記入してください。

主催／矢板岳友会
申込・問い合わせ／
　〒 329-2165　矢板市矢板 106-2　矢板市生涯学習課
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６

【説明会】※説明会で、参加費を集金します。
6 月 26 日（水）19：00 ～　 生涯学習館 研修室（2）



令和元年 6月号24

　（公財）矢板市育英会は、健全な心を有し、学業に優れ、
かつ身体が強健でありながら、経済的理由により就学困
難な方に奨学金を貸与し、将来、社会に貢献しうる有能
な人材の育成にあたっています。
　貸与金は、寄付金および奨学資金返還金などにより事
業を実施しています。この事業をご理解いただき、夢と
希望の実現のため勉学に燃える奨学生が自立し、自ら学
ぶ環境を築けるよう、一人でも多くの方々のご支援をお
願いします。
※奨学金は、本市出身で高校、高等専門学校、または大
　学に在学する学生に貸与しています。
問い合わせ／（公財）矢板市育英会（教育総務課）
　　　　　　☎（４３）６２１７

　7月 6日（土）、東小学校校庭で、市消防団が夏季点検、
および自動車ポンプと小型動力ポンプの操法競技会を実
施します。消防団の点検は、年 2回、夏季点検と通常
点検（10 月中旬予定）があり、これは、消防自動車や
消防器具等、緊急時に備えて、不備や欠陥がないことを
点検するとともに、団員の士気高揚をはかることを目的
とし、一堂に会して行っています。自由にご見学いただ
けますので、ぜひお越しください。
　実施にあたり、当日 5：00 にサイレンを吹鳴します。
多くの方が就寝中の時間であるため、ご迷惑をお掛けし
ますが、ご了承くださるようお願いします。また、火災
発生と間違わないよう、ご注意ください。
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

　みんなの思い出に残る成人式をつくりませんか？
実行委員の役割／
　成人式の企画・運営、記念誌のデザインなど
応募資格／令和2 年成人式対象者（平成11年 4 月 2 日～
　平成12年 4 月1日生まれの方）で、成人式の企画に興味
　のある方
募集人数／約 10 人

委員会運営について／ 8 月から成人式当日までに会議を
　5 回程度、成人式前日にリハーサルを予定しています。
※すべての会議に出席しなければいけないわけではありません。
申込方法／ 7月26日（金）までに電話、ファクス、または
　メールでお申し込みください。
※ファクス、メールでお申し込みの際は、件名に「成人
　式実行委員」と明記し、名前・住所・電話番号をお知
　らせください。
申込・問い合わせ／
　令和 2年成人式実行委員会事務局（生涯学習課）
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６
　  syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp平成31年成人式実行委員会の皆さん

　市では、10 月 1 日からの消費税・地方消費税率の引
き上げに伴う低所得者・子育て世帯の消費に与える影響
を緩和することや地域における消費の喚起・下支えする
ことを目的にプレミアム付商品券を発行します。
対象店舗／市内に事業所を有する店舗
※風俗営業などの一部業種を除く
申込方法／ 6月28日（金）までに、参加申込書と貴店舗の
　振込先の通帳を持参の上、直接窓口でお申し込みください。
※募集期間後も取扱店舗の申込は可能ですが、チラシな
　どの取扱店舗一覧に掲載できない場合があります。
※参加申込書は、社会福祉課および商工会窓口にあるほか、
　市ホームページからもダウンロードできます。
※たばこ、換金性の高いもの、性風俗特殊営業、ギャンブル、
　出資、債務、公共料金など、商品券利用対象外物品があります。

※詳しくは、ホームページ（トップページ > しごと・産業 >
　 商工振興 >プレミアム付商品券）をご覧ください。
申込・問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６

【プレミアム付商品券の概要】
販売金額／額面500円×10枚綴（販売額1冊4,000円）
購入限度／ 1 人 5 冊まで
購入対象／
①令和元年度住民税非課税者（住民税課税者と生計同一
　の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者などを除く）
②平成28年 4月 2日～令和元年9月30日までの間に、
　生まれた子が属する世帯の世帯主
※該当する方には、購入に関する案内を郵送します。

　　令和元年 6月号 25

　「第 12 回光と音のあんどんまつり」の運営スタッフ
ボランティアを募集します。
日時／ 8 月 24 日（土）16：00 ～ 21：00　※雨天中止
場所／川崎城跡公園
申込期限／ 7 月 5 日（金）
申込方法／
　申込方法など、詳しくは市ホームページ（トップページ
＞市政情報＞募集情報＞あんどんまつり）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　川崎城跡公園再生市民会議事務局（都市整備課）
　☎（４３）６２１３

雇用期間／ 7 月 7 日（日）～ 8月 26 日（月）
開設期間／ 7 月 20 日（土）～ 8月 26 日（月）
勤務時間／ 8：30 ～ 16：30
※1時間程度休憩あり。天候により不規則になる場合もあります。
勤務内容／監視、受付、清掃
応募資格／①期間内で 20 日以上勤務できる方
　　　　　②高校生以上の学生または 18 歳以上の方
　　　　　③健康に自信があり、水泳のできる方
募集人数／男女各 8人程度
賃金／一般・大学  日給 6,720 円、高校生  日給 6,160 円
申込方法／ 6 月 26日（水）までに、施設管理公社にある
　申込書で、お申し込みください。
申込・問い合わせ／矢板市施設管理公社（きずな館内）
　　　　　　　　　☎（４３）４６２０

【とちぎのヘルシーグルメ推進店とは】
　バランスが良い、野菜がたっぷりであるなど、健康に
配慮した食事を提供したり、料理の栄養成分を表示した
りすることにより、外食や弁当などを利用される方が自
分に合った食事を選択して、健康的な食生活を送ること
ができるよう応援するお店のことです。
【とちぎのヘルシーグルメ推進店になると】
 ・無料で配布されるステッカーを店頭に掲示することに
　より、健康に配慮した食事や栄養成分などの健康情報
　を提供していることを利用者に PRできます。
 ・登録店の情報は、県のホームページなどに随時公表さ
　れます。

登録方法／
　登録申請書を県北健康福祉セ
ンターに直接ご提出ください。
※登録申請書は市健康増進課で
　も配布しています。
そのほか／
　登録の対象店舗、具体的な取
組内容については県ホームペー
ジ「健康長寿とちぎWEB」をご
覧ください。
問い合わせ／健康増進課　　　　　　☎（４３）１１１８
　　　　　　県北健康福祉センター　☎（２２）２６７９

　地域の隠れた資源を再発見し、楽しく活用するため、
活動に協力していただける方を募集しています。大学な
ど地域外の方とも協働しながら、よりよい地域づくりに
取り組みませんか？
主な活動内容／
 ・環境保全啓発活動　 ・地球温暖化防止活動
 ・リサイクル活動
　など、これらの活動を推進するためのさまざまなイベ
ントの実施
求める人物像／
 ・18 歳以上で自然が好きな方、健康な方
 ・地域づくり、環境づくりに関わりたい方

申込方法／
　氏名・電話番号を記載の上、メールで
お申し込みください。
申込・問い合わせ／
　環境文化都市やいた創造会議事務局（くらし安全環境課）
　☎（４３）６７５５　 foryaita@gmail.com

Facebook
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受付期間／
　6月 3日（月）～ 24 日（月）
　※土・日・祝日を除く 8：30 ～ 17：00
　（道の駅やいたは、土・日・祝日も申込可能）
発送予定日／ 7 月 10 日（水）
申込方法／
　農林課、農業公社、道の駅やいたにある申込書に記入
の上、代金を添えてお申し込みください。ファクス、ホー
ムページからの申し込みも可能です。
※農作物の育成や天候により、発送日・品目が変更にな
　る場合もありますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ／
　矢板市ふるさと便推進協議会事務局（農業公社）
　☎（４３）２６５０ 　 （４３）２６５１
　 http://www.yaita-nougyoukousya.jp

内容／

※すべて送料込みの金額です。
　（お届け先が北海道・四国・九州の場合は、別途 300 円、
　沖縄の場合は別途 1,500 円がかかります。）

野 菜 便
12品目：3,900円　14品目：5,400円
矢板たかはら米、巨峰、トマト、生しいたけ、
みつば、じゃがいも、なす、高原たまご  など

 米 便
（矢板たかはら米）

  7kg：3,900円 　11kg：5,400円
15kg：7,000円

バーベ
キュー便

6品目：5,400円
肉（牛・豚）、生しいたけ、ピーマン、たまねぎ  など

　参議院議員の任期満了を７月 28 日に迎えるため、参
議院議員の通常選挙が執行されます。
　投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない方の
ために、期日前投票所を、市役所駐車場内に設置する予
定です。
　また、入院（入所）中の方が病院・介護施設内で投票

することや、選挙期間中に市外に滞在している方のため、
不在者投票という制度もあります。手続の方法は、選挙
管理委員会までお問合せください。
　その他、選挙の詳細については、市ホームページに随
時掲載いたしますので、併せてご確認ください。
問い合わせ／選挙管理委員会　☎（４３）６２１９

　市では、市民の皆さんからご意見やご提案をいただき、
よりよい市政運営を行うために、さまざまな広聴事業を
行っています。ぜひ、ご利用ください。
●やいた未来ミーティング
　子育て世代などを対象に、若い世代が抱える課題や関
心ごとについて、市長と意見交換を行います。
●やいた未来づくり座談会
　市民の皆さんからの要望を受けて開催します。市民の
皆さんが決めたテーマに沿って、市長と意見交換を行い
ます。※事前に申請が必要です。

●市長への手紙
　専用用紙を投函することで、市長に意見を届けること
ができます。専用用紙は、矢板・泉・片岡公民館、図書館、
きずな館、生涯学習館、市民課窓口に設置しています。
●市政へのご意見
　市ホームページトップ画面の「市長の部屋」から「市
政へのご意見」を選択し、専用メールフォームより意見
を送ることができます。
問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４

　　令和元年 6月号 27

①きれいなまちに　　
　家庭などからの汚水が下水道管に流れるので、家の周
りに汚水がたまりません。そのため、ハエや蚊の発生・
悪臭を防ぎ、水路の水質が改善されます。
②美しい自然に　　　
　汚水を浄化してから放流するので、きれいな川や海を
守ることができます。
③さわやかな生活に　
　トイレを水洗化することで、清潔でさわやかな生活を
送ることができます。

≪１日も早く接続を≫
　公共下水道を使用できるようになった地域は、次のこ
とが義務付けられています。
 ・くみ取り便所は、下水道が使用できるようになった日
　から 3年以内に水洗便所にする。
 ・浄化槽で処理している場合でも、速やかに排水設備を
　設置し、公共下水道に接続する。
　下水道が完成すると、皆さんのご家庭の生活排水を直
接下水道に流すことができます。しかし、せっかくでき
あがった下水道も、各家庭に接続していただかないと地
域一帯の生活環境の改善が進みません。
　1日も早い下水道への接続をお願いします。
問い合わせ／下水道課　☎（４３）６２１４

平成 30年度 下水道の日 標語の部 国土交通大臣賞

下水道  見えないしごとに  金メダル

　水道事業および公共下水道等事業の適正な運営を図る
ために、水道料金および公共下水道使用料などの見直し
を検討する審議会の委員を募集します。
募集人員／水道料金審議会委員 2人
　　　　　公共下水道使用料等審議会委員2人  ＊兼任可能
任期／ 7 月～令和 2年 3月（予定）
募集期間／ 6月10日（月）～21日（金）　※必着
応募資格（共通）／
 ・6 月 1日時点で、市内に 1年以上お住まいの高校生を
　除く 18 歳以上の方
 ・平日の日中に、年間3～ 5回程度の会議に出席可能な方
 ・本人および同一世帯に水道料金・下水道使用料の滞納
　がない方
 ・他の審議会委員を 2つ以上務めていない方
応募資格（水道）／市水道使用者
応募資格（公共下水道）／市公共下水道使用者
※ただし、農業集落排水およびコリーナ矢板排水は除く

応募方法／申込書に必要事項を記入の上、「これからの
矢板市の上下水道事業に求めること」をテーマとした
論文（400 ～ 800 字程度）を添えて、直接お持ちいた
だくか、ファクス・メールのいずれかでお送りください。

※申込書は、上下水道事務所窓口または市ホームページ
　（トップページ＞市政情報＞募集情報＞水道料金・公共下水道使
　 用料等審議委員）からダウンロードできます。
選考方法／提出された書類などにより選考します。
そのほか／報酬や交通費などの支給はありません。また、
　応募の際に寄せられた個人情報は、本事業以外に使用
　することはありません。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2164  矢板市本町 4-39   矢板市上下水道事務所
　水道課　　☎（４４）１５１１　 （４３）９７７０
　　　　　　 suidou-jimusyo@city.yaita.tochigi.jp
　下水道課　☎（４３）６２１４　 （４３）９７７０
　　　　　　 gesuidouka@city.yaita.tochigi.jp

　市では、水道管の漏水対策として、今年度も漏水調査
を実施しています。場合により、昼間の時間帯に宅地内
への立ち入りが必要になることがありますので、その際
はご協力をお願いします。
期間／令和 2年 3 月 31 日まで
場所／市内各所
委託会社／吉川水道サービス（株）
※調査期間中、調査員は「漏水調査員」の腕章を付けています。
※この調査により、委託業者が費用を請求することはありません。
問い合わせ／水道課　☎（４４）１５１１

【昼間戸別調査】
 ・漏水探知器による
　路面調査
・各戸メーターボック
　ス内の音聴調査
【夜間路上調査】
 ・道路上にある水道管
　のバルブ・消火栓を
　操作して調査                               




