
～市内外の情報をお届けします～

令和 3年 4月号36

サイクルイベント「ぐるとち」
　新たなサイクルイベン
ト「ぐるとち」が開催さ
れます。県内を舞台に、
初心者から上級者まで楽
しめる全 6コース。
　とちぎの食・景色・空気、すべて
を満喫しよう。
日程／ 5 月 22 日（土）・23 日（日）
場所／那須野が原公園（那須塩原市
千本松 801-3）発着
申込期限／ 4 月 18 日（日）まで
問い合わせ／
　ぐるとち 2021 実行委員会事務局
　☎０７０（４０２０）９４９８
　※平日 10：00 ～ 17：00
　 info@gurutochi-cycling.com

無料不動産相談会
　電話で相談をお受けします。
日時／ 5月11日（火）13：30～15：30
相談員／県北支部相談担当委員
内容／不動産に関する相談　※予約制
問い合わせ／
　（公社）県宅地建物取引業協会県北支部
　☎０２８７（６２）６６７７

第21回全国障害者スポーツ大会
（三重とこわか大会）派遣選手
　今秋に開催される全国障害者ス
ポーツ大会に出場を希望する選手を
募集します。
派遣期間／
　10 月 21 日（木）～ 26 日（火）
大会期間／
　10 月 23 日（土）～ 25 日（月）
開催地／三重県
派遣人数／ 48 人
募集競技／
①陸上競技（身体・知的）
②水泳（身体・知的）

③フライングディスク（身体・知的） 
④アーチェリー（身体）
⑤卓球（身体・知的・精神）
※サウンドテーブルテニス（身体）を含む
⑥ボウリング（知的）
⑦ボッチャ（身体）
申込期間／
　4月 20 日（火）～ 5月 18 日（火） 
そのほか／
　応募資格・申込方法など、詳細は
協会ホームページでご確認ください。
申込・問い合わせ／
　NPO法人栃木県障害者スポーツ協会
　☎・ ０２８（６２４）２７６１
　 https://syospo-tochigi.org

県北産業技術専門校訓練生
　障がいのある方を対象に、就職に
必要な知識や技能を習得するための
コースを実施します。
募集期間／
　4月 2日（金）～ 5月 14 日（金）
入校選考／ 5 月 21 日（金）面接
コース名／清掃実務科
訓練内容／清掃作業全般、配膳およ
び接客作業、簡単なパソコン入
力、基礎教養などを学び、職場体
験実習を行います。

対象者／知的または精神障がい者で、
ハローワークに求人登録している方

定員／ 5 人
費用／無料
※教材費など（4,000 円程度）は自己負担
訓練日時／
　6月 15 日（火）～ 8月 12 日（木）
　9：30 ～ 15：30
実施場所／
　ぱん屋さんのカフェHoney Bee
申込・問い合わせ／
　栃木県立県北産業技術専門学校
　☎０２８７（６４）４０００

お知らせ
水道メーター器の交換を実施します
　計量法に基づく検定期間が満了と
なる水道メーター器を無料で交換し
ます。対象のお宅には検針員を通じ
て事前にお知らせします。
　交換作業は「メーター交換」の腕
章をつけた矢板市指定水道工事事業
者が行います。交換に要する時間は
20分程度で、作業中は断水となりま
す。立ち会いは不要ですが、宅地内
へ立ち入りますのでご了承ください。
交換期間／
●水道料金偶数月納付の方
　4月19日（月）～11月10日（水）
●水道料金奇数月納付の方
　5月19日（水）～12月10日（金）
問い合わせ／
　上下水道事務所
　☎（４４）１５１１
　上下水道料金お客様センター
　☎（４０）０３７３

4 月 6日（火）～ 15日（木）
春の交通安全市民総ぐるみ運動
～マナーアップ！あなたが主役です～
【全国の運動重点】
●子どもと高齢者を始めとする歩行
者の安全の確保 

●自転車の安全利用の推進
●歩行者などの保護を始めとする安
全運転意識の向上

【栃木県の運動重点】
●「子どもや高齢者に優しい 3S（ス
リーエス）運動」の推進

●「夜間走行中の原則ハイビーム」
の徹底

問い合わせ／
　矢板警察署　☎（４３）０１１０
　生活環境課　☎（４３）６７５５

自衛隊幹部候補生採用試験 
幹部候補生

一般曹候補生 一般曹候補生
（高校在学者） 自衛官候補生

種目 一般（大卒程度） 一般（院卒） 歯科 薬剤科

応募資格

 ・22歳以上26歳未満の方
 ・大卒（見込含）で
　20歳以上22歳未満の方
 ・修士課程修了等（見込含）で
　28歳未満の方

修士課程修了者
等（見込含）で
20歳以上
28歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20歳以上
30歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20歳以上
28歳未満の方

18 歳以上 33 歳未満の方

受付期間 4月 28日（水）まで 5月 11日（火）
まで

7月 1日（木）
～9月 6日（月）

通年受付中
※高校在学者
     は 7 月以降

試験日 5 月 8日（土）・9日（日） 5月 8日（土）
5月 21日（金）
～30日（日）
のいずれか1日

9月20日（祝・月）
～ 22日（水）
のいずれか 1日

受付時に通知

試験場所 宇都宮市内

問い合わせ／自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

募　　集

詳しくはこちら
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サイクルイベント「ぐるとち」
　新たなサイクルイベン
ト「ぐるとち」が開催さ
れます。県内を舞台に、
初心者から上級者まで楽
しめる全 6コース。
　とちぎの食・景色・空気、すべて
を満喫しよう。
日程／ 5 月 22 日（土）・23 日（日）
場所／那須野が原公園（那須塩原市
千本松 801-3）発着
申込期限／ 4 月 18 日（日）まで
問い合わせ／
　ぐるとち 2021 実行委員会事務局
　☎０７０（４０２０）９４９８
　※平日 10：00 ～ 17：00
　 info@gurutochi-cycling.com

無料不動産相談会
　電話で相談をお受けします。
日時／ 5月11日（火）13：30～15：30
相談員／県北支部相談担当委員
内容／不動産に関する相談　※予約制
問い合わせ／
　（公社）県宅地建物取引業協会県北支部
　☎０２８７（６２）６６７７

第21回全国障害者スポーツ大会
（三重とこわか大会）派遣選手
　今秋に開催される全国障害者ス
ポーツ大会に出場を希望する選手を
募集します。
派遣期間／
　10 月 21 日（木）～ 26 日（火）
大会期間／
　10 月 23 日（土）～ 25 日（月）
開催地／三重県
派遣人数／ 48 人
募集競技／
①陸上競技（身体・知的）
②水泳（身体・知的）

③フライングディスク（身体・知的） 
④アーチェリー（身体）
⑤卓球（身体・知的・精神）
※サウンドテーブルテニス（身体）を含む
⑥ボウリング（知的）
⑦ボッチャ（身体）
申込期間／
　4月 20 日（火）～ 5月 18 日（火） 
そのほか／
　応募資格・申込方法など、詳細は
協会ホームページでご確認ください。
申込・問い合わせ／
　NPO法人栃木県障害者スポーツ協会
　☎・ ０２８（６２４）２７６１
　 https://syospo-tochigi.org

県北産業技術専門校訓練生
　障がいのある方を対象に、就職に
必要な知識や技能を習得するための
コースを実施します。
募集期間／
　4月 2日（金）～ 5月 14 日（金）
入校選考／ 5 月 21 日（金）面接
コース名／清掃実務科
訓練内容／清掃作業全般、配膳およ
び接客作業、簡単なパソコン入
力、基礎教養などを学び、職場体
験実習を行います。

対象者／知的または精神障がい者で、
ハローワークに求人登録している方

定員／ 5 人
費用／無料
※教材費など（4,000 円程度）は自己負担
訓練日時／
　6月 15 日（火）～ 8月 12 日（木）
　9：30 ～ 15：30
実施場所／
　ぱん屋さんのカフェHoney Bee
申込・問い合わせ／
　栃木県立県北産業技術専門学校
　☎０２８７（６４）４０００

お知らせ
水道メーター器の交換を実施します
　計量法に基づく検定期間が満了と
なる水道メーター器を無料で交換し
ます。対象のお宅には検針員を通じ
て事前にお知らせします。
　交換作業は「メーター交換」の腕
章をつけた矢板市指定水道工事事業
者が行います。交換に要する時間は
20分程度で、作業中は断水となりま
す。立ち会いは不要ですが、宅地内
へ立ち入りますのでご了承ください。
交換期間／
●水道料金偶数月納付の方
　4月19日（月）～11月10日（水）
●水道料金奇数月納付の方
　5月19日（水）～12月10日（金）
問い合わせ／
　上下水道事務所
　☎（４４）１５１１
　上下水道料金お客様センター
　☎（４０）０３７３

4 月 6日（火）～ 15日（木）
春の交通安全市民総ぐるみ運動
～マナーアップ！あなたが主役です～
【全国の運動重点】
●子どもと高齢者を始めとする歩行
者の安全の確保 

●自転車の安全利用の推進
●歩行者などの保護を始めとする安
全運転意識の向上

【栃木県の運動重点】
●「子どもや高齢者に優しい 3S（ス
リーエス）運動」の推進

●「夜間走行中の原則ハイビーム」
の徹底

問い合わせ／
　矢板警察署　☎（４３）０１１０
　生活環境課　☎（４３）６７５５

自衛隊幹部候補生採用試験 
幹部候補生

一般曹候補生 一般曹候補生
（高校在学者） 自衛官候補生

種目 一般（大卒程度） 一般（院卒） 歯科 薬剤科

応募資格

 ・22歳以上26歳未満の方
 ・大卒（見込含）で
　20歳以上22歳未満の方
 ・修士課程修了等（見込含）で
　28歳未満の方

修士課程修了者
等（見込含）で
20歳以上
28歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20歳以上
30歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20歳以上
28歳未満の方

18 歳以上 33 歳未満の方

受付期間 4月 28日（水）まで 5月 11日（火）
まで

7月 1日（木）
～9月 6日（月）

通年受付中
※高校在学者
     は 7 月以降

試験日 5 月 8日（土）・9日（日） 5月 8日（土）
5月 21日（金）
～30日（日）
のいずれか1日

9月20日（祝・月）
～ 22日（水）
のいずれか 1日

受付時に通知

試験場所 宇都宮市内

問い合わせ／自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

募　　集

詳しくはこちら

　令和 3年 4月号 37

長峰公園ライトアップ
　サクラからツツジの見ごろの時期
にかけて、ライトアップを行います。
期間／3月26日（金）～5月9日（日）
点灯時間／ 18：00 ～ 21：00
問い合わせ／
　商工観光課　☎（４３）６２１１

各種申請書などへの押印見直し
について
　4月から、行政手続の負担軽減を
図るため、市民の方や個人事業者な
どに求めている申請書などの氏名欄
への押印について見直しを行い、法
律などにより義務とされているもの
など一部の申請書などを除き、自己
の氏名を手書きしていただくことで
押印は不要になります。
【参考】
 ・押印の見直しを行う申請書などの数
　…1,573 様式
 ・うち、引き続き押印が必要なもの　　　  
　…66 様式
 ・原則押印が不要となるもの　　　　　
　…1,507 様式
※口座引落のための銀行印や契約
時の実印などを求めているものは、
今回の見直しの対象外となります。

※法人の申請は、引き続き押印が必
要となります。

【押印が不要となる主な申請書など】
 ・市県民税申告書
 ・軽自動車税（種別割）申告（報告）
　書兼標識交付申請書
 ・こども医療費助成申請書
 ・住民票・戸籍などの申請書
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

狂犬病予防集合注射中止の
お知らせ
　今年度の狂犬病予防集
合注射は、新型コロナウイ
ルス感染症の収束のめど
がつかず、飼い主の皆さま
の安全を確保できないことから、中
止とさせていただきます。狂犬病予
防注射は、個別に各動物病院で接種
していただくようお願いします。
　なお、動物病院により費用が異な
る場合があります。事前に注射料金
や診察時間、混雑状況などを動物病
院にお問い合わせください。
　大変ご不便をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いいたします。
※犬の飼い主は、「狂犬病予防法」により
予防注射の接種（毎年 1回）と犬の登
録（生涯 1回）が義務付けられています。

問い合わせ／
　生活環境課　☎（４３）６７５５

心の健康相談（精神保健福祉相談）
　人間関係やストレスなど、さまざま
な悩みや不安をお持ちの方を対象に、
精神科の医師による心の健康相談を
行います。お気軽にご相談ください。 
【令和 3年度日程】
時間／偶数月：13：30 ～ 15：30
　　　奇数月：14：30 ～ 16：30

場所／栃木県矢板健康福祉センター
内容／ 
 ・不安、眠れない、対人関係などの
　悩み相談 
 ・思春期、認知症、アルコール・薬
　物に関する相談 
 ・身近な人の問題行動などでお困り
　の方の相談 

相談担当者／精神科医師、保健師 
申込方法／ 1 週間前までに電話で
お申し込みください。期日に間に
合わない場合は、ご相談ください。

申込・問い合わせ／
　栃木県矢板健康福祉センター 
　☎（４４）１２９７

2021 年国民生活基礎調査
　本年は、国民生活基礎調査が 6月
と 7 月の 2 回に渡り、本市の一部
を含む県内 15 地区を対象に実施さ
れます。4月中旬以降、県知事の発
行する身分証を携帯した職員が、対
象地区のお宅に直接、調査のお願い
に伺います。電話などで調査内容を
お聞きすることはありません。
　調査内容など詳しいことは、県ホー
ムページまたはお問い合わせください。
問い合わせ／栃木県健康増進課
　　　　　　☎０２８（６２３）３０９４

所得税・消費税の納付期限
および振替日の延期
　令和2年確定申告の申告期限延長
に伴い、所得税などの納付期限および
振替日が下記のとおり延期となります。
納付期限／ 4 月 15 日（木）
消費税振替日／ 5 月 24 日（月）
所得税振替日／ 5 月 31 日（月）
問い合わせ／氏家税務署
　　　　　　☎０２８（６８２）３３１１

「協会けんぽ」保険料率変更
　中小企業などで働く方やその家族
が加入する健康保険「協会けんぽ栃
木支部」の保険料率が、4月納付分
から下記のとおり変更となります。
 ・健康保険料率   ：9.88%→ 9.87%
 ・介護保険料率※：1.79%→ 1.80%

※ 40 ～ 64 歳の方は、介護保険料率が加
わります。
問い合わせ／協会けんぽ栃木支部
　　　　　　☎０２８（６１６）１６９２

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクの着用や自宅での検温など感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・スロージューサー
・ベビーベット
・猫砂（5袋）

譲
っ
て
く
だ
さ
い

・ミシン
・チャイルドシート問い合わせ／

　消費生活センター（生活環境課）　
　☎（４３）３６２１ 詳しくはこちら

4 月 22 日（木） 5 月 25 日（火）
6月 24 日（木） 7 月 27 日（火）
8月 26 日（木） 9月 28 日（火）
10 月 28 日（木） 11 月 16 日（火）
12 月 23 日（木） 1月 25 日（火）
2月 24 日（木） 3月 22 日（火）

詳しくはこちら


