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　矢板市は高原山に抱かれた自然豊かなまちであるとともに、国道4号、東北自動車道矢板ＩＣ、ＪＲ

矢板駅・片岡駅を有する交通の拠点でもあります。こうした環境を活かして製造・流通・食品など特

色ある様 な々企業が矢板南産業団地をはじめ、市内各地に立地しています。

　この「矢板市企業紹介ＢＯＯＫ」はそうした矢板の企業の魅力発信を目的に、昨年度創刊いたし

ました。おかげさまで本誌を手に取った学生・保護者をはじめ、多くの方々から「矢板市にもたくさん

の企業がある事を知った」「新しい発見があった」など好評をいただき、掲載企業を増加して本年

度も発刊する運びとなりました。

　矢板市では、積極的な企業誘致による雇用の創出や、スポーツを基軸とした交流人口増加・地域

経済の活性化を図ることを目的としたスポーツツーリズムの推進など、来てもらう、住んでもらう人の

流れをつくるため、様 な々施策を打ち出しております。また昨年度より生産年齢人口の増加と雇用状

況の改善を図るため、就業支援事業を実施しております。本誌の発行もその一環であり、市内外問

わず、本誌を手に取った全ての方に、矢板市の企業の魅力をお伝えできるものと考えております。

　地域の認知度や知名度の向上は、地域の持続的な発展において重要であります。本誌は単な

る企業の紹介にとどまらず、社員の方々の生の声を載せた温かみのある内容となっておりますの

で、矢板市内企業の表情豊かな側面を皆様が知る一助となり、ＵＩＪターンの促進に寄与することを

期待しております。

　今後とも「子どもや孫が帰ってくるまちづくり」を目指し、引き続き皆様からの支援、ご協力を賜りな

がら、矢板市の豊かな自然環境、優れた交通アクセスを活かして地域の活性化の為に邁進していく

所存であります。

　結びに、本誌発行にあたりご協力をいただきました企業の皆様をはじめ、関係者の皆様に心より

感謝申し上げまして、挨拶といたします。

平成２９年１１月１１日

矢板市長　齋藤　淳一郎

市長あいさつ
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CITY YAITA
　　　DATA栃木県北東部にあり、宇都宮市まで約30キロ、東京都心まで約140キロの距離に位置しています。日光国立公園の
一部である八方ヶ原には県民の森やつつじの名所、豊かな湧水を抱え、県内外から多くの人が訪れます。国道4号、東
北自動車道、JR東北本線（宇都宮線）を有する交通拠点であり、また日光地域や那須地域への玄関口でもあり、大変
交通の便の良いところです。
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データで見る
矢板市

人口

事業所・企業数

女性
17,172人

総数
34,114人

◆5歳別人口(住民基本台帳) (平成27年1月1日現在) (外国人は含まない)

◆平成26年

男性
16,942人

1,483

工業の事業所数

製造品
出荷額等（千円）

◆平成25年

◆平成25年

112 

12,145,827円

矢板市について
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平成 27年にリニューアルした片岡駅平成 27年にリニューアルした片岡駅

東北自動車道東北自動車道

矢板駅周辺商業施設矢板駅周辺商業施設

つつじヶ丘ニュータウンつつじヶ丘ニュータウン

つつじヶ丘
ニュータウン

　一口に「都市基盤」と言っても様々ですが、矢板市には地域を支える施設がしっかりと揃っており
ます。ＪＲ矢板駅・片岡駅、東北自動車道、矢板ＩＣ・国道4号の4車線化など交通基盤が充実して
おり、流通も確実です。市内には市営の循環バスが整備されており、高齢者の日頃の「足」としても役
立っています。また、交通基盤もさることながら、区画整理された矢板駅東や木幡地区の住宅地、矢
板南産業団地近くの「つつじヶ丘ニュータウン」など、良好な住環境も整っています。

矢板南産業団地のほか
野崎工業団地、喜連川工業団地、塩谷工業団地も近接！

優れた都市基盤

県民の森県民の森

りんご団地りんご団地

400

293

461
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婚活・結婚婚活・結婚 妊娠・出産妊娠・出産 子育て子育て

住みやすい街 矢板
矢板市ならではの住みよいサービスや施策をご紹介！

婚活・結婚から妊娠・出産、子育てまでの情報の配信とユーザー同士の意見交換の
場として、無料でご利用頂けるサイトです。矢板市民以外の方もご利用頂けます。
みなさまのご参加、お待ちしております。

矢板市パパママ応援サイト「ともな～る」の開設

ともな～る http://kosodate.city.yaita.tochigi.jp/

ココマチ２階は北関東最大級のボールプール。
雨の日だっておもいっきり遊べる広々スペース。
みんな仲良く、おもいっきり楽しんでください。

住所：矢板市末広町19番地4
電話：0287-53-7221

矢板市「暮らし」のびのび
定住促進補助金とは
第2次21世紀矢板市総合計画の目標人口を
達成するために、矢板市内に新たに住居を
求める45歳以下の方に対して、補助金を交
付します（対象要件有）。
問市都市整備課☎0287（43）6213

「暮らし」のびのび
定住促進補助金 シニア世代の社会参加や健康づくり、

生きがいづくりを応援します。
高齢者の皆さんに、ボランティア活動などの参
加実績に応じ、道の駅商品券などに交換できる
ポイントを付与します。お元気ポイント事業を
きっかけに、高齢者が地域とつながることで充
実したセカンドライフを過ごすことができるよ
う取り組みます。

お元気ポイント事業

雨の日だっ
て

おもいっ
きり

遊べる

大きなボールプールが登場！
こどものひろば

！

の開設
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スポーツツーリズムって？
スポーツツーリズムを推進します！
　「スポーツ」と「観光・旅行」を組み合わせたことば。
　スポーツを通じて新しい旅行の魅力を創り出し、地域の観光資源と組み合わせることで、交流
人口の増加、新たなビジネスの創出、地域経済の活性化等を図るものです。
　矢板市は、サッカーや自転車が盛んであり、高原山などの豊かな自然環境をフィールドとした
登山やハイキング、自転車、オリエンテーリング、ゴルフなど、多様なスポーツコンテンツが存在し
ます。平成28年度よりスポーツツーリズムの推進に取り組んでいます。

ヒルクライムレース
　矢板市の地理的優位性を生かした山岳
コースのサイクルイベントです。
 八方ヶ原は日光国立公園の一部で、豊かな
自然に恵まれた場所です。このヒルクライム
レースは八方ヶ原の観光道路を利用した
全長13.4㎞、平均傾斜7.1%、標高差950ｍを
登ります。矢板市を広くＰＲするとともに、
地域の活性化と自転車のまちづくりを推進
することを目的としています。

 市では、昨年度に策定した市の健康増進計画「第２期すこやか矢板21」に基づき、国民健康保険
特定健診及び各種ガン検診等の受診率を向上させるため（特定健診受診率：Ｈ27→38.0％を
Ｈ38→60.0％へ）、今年度から検診料金のほとんどを500円で受診できるようにしました。
問市健康増進課☎0287（43）1118

なんと500円!! ワンコイン検診

じてんしゃの駅
　矢板市では市内公共施設のほか観光
施設、民間施設と協力しながら、自転車で
矢板市に来られる方に対し、心ばかりの
「おもてなし」をしようと「じてんしゃの駅」
を始めました。ぜひご活用ください！

　スポーツバイク用のバイクラックが設置さ
れているところ。
　施設によっては、修理用工具、空気入れ
ポンプを設置しています。

じてんしゃの駅って？
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尾形クリニック透析室師長
中村　友里子

FILE
01

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　地域のために。地域とともに。
　開院以来40有余年の歴史を持つ私たち医療法人
社団為王会は、安心安全の揺るぎない信用と、何で
も気軽に相談できる親近感・信頼感を抱いていただ
ける存在をめざし、皆さまの心に寄り沿うサービスを
心がけています。
　医療・看護・介護・リハビリテーション・保健・予防と
いった広範に渡る分野から、地域の皆さまが健やか
で快適な生活を送っていけるようサポートに努めて
います。
　これまでに培ってきた経験・伝統を守りつつ、新し
い時代の変化を常に見据え、革新を推し進めながら、
地域に貢献し続けていきます。地域のために。地域と
ともに。私たちは矢板市とともに歩いていきます。

1987 年 11 月

リハビリセンターの様子

クリニック外来の様子 研究発表会での受賞の様子

0287-43-2230

理事長　尾形　享一

http://www.ogata-cl.or.jp/

ー

〒329-2162　矢板市末広町 45-3

　勤務体系も柔軟な上、育児中の急な欠勤時も周りの
理解とフォローがありました。だから今も患者様やご家
族は勿論、スタッフ間でもコミュニケーションを大事に、
寄り添い支え合う家族的な関係を目指しています。命を
預かる仕事ゆえの厳しさはありますが、日々患者様やス
タッフに励まされながら喜びを感じて勤務しています。

【医療部門】尾形クリニック・尾形クリニック那須の２施設。計６名の医師が地域密
着型の医療を担っています。
【介護部門】介護老人保健施設アゼリアホーム、ケアセンター矢板、ケアプラザ矢板
の３施設。介護老人保健施設、訪問介護、通所リハビリ、デイサービス、グループホー
ム、サービス付高齢者向け住宅等を展開しています。

266 名 

医療法人社団　為王会

地域の一番身近で医療から介護まで
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代表取締役
川口　篤史

FILE
02

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　当社は主に鉄筋の加工や組立工事全般を行って
おります。鉄筋の組立を簡素化し施工管理が簡単に
なるよう『FRIP定着工法』を取り入れ、人員削減・工期
短縮、災害リスクの軽減に努めております。
　また、独自の人材育成プログラムによる国家資格
取得のサポートもしています。業界と若者の成長を
リードする強い組織を目指しています。
　そして2017年5月には特定建設業の許可を取得し
社名も【川口鉄筋建設】へ変更しました。長らく鉄筋
工事専門業者として蓄積してきた技術を生かし、新た
に『シェルター事業』を始めました。いつ何が起きても
おかしくない現代、安心・安全な核シェルターで皆様
の暮らしを守るお手伝いをさせていただけたらと
思っております。

2000 年 6月

社屋外観

地上型シェルター 地下型シェルター
外観イメージ 内装イメージ

0287-53-7822

代表取締役　川口　篤史

http://www.kawaguchi-tekkin.com/

2,000 万円

〒329-1571　矢板市片岡 1991-9

　『シェルター』は避難所のことです。
危険な外気（放射性物質など）の室内侵入を防ぐろ過装
置を取り付けた部屋で自然災害用としても有効です。

　これからの日本を守るために！
　子供たちの未来を守らなければ！

シェルター工事一式
建築工事一式
鉄筋加工・組立工事

グループ全体約 50 名

株式会社川口鉄筋建設

明日を創造し　未来を築く
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FILE
03

COMPANY DATA

Message

カンタツ株式会社

急速に普及するスマートフォン、その差別化はカメ
ラにも及びます。弊社は国内唯一のスマートフォン向
けマイクロレンズメーカーとして世界第2位の実績を
誇り、特に上級機種向けのハイスペック製品に強み
を持っております。ハイスペック製品であるほど精度
を要求されますが、弊社は1万分の1ミリの精度で「も
のづくり」する技術力を持っております。
卓越した技術力、豊かな将来性を評価いただき、
近い将来に株式上場を予定しております。
また培った技術力をもとに新製品開発にも余念が
なく、医療分野をはじめ多くの分野で新製品開発を
進めております。その中にはIT技術の国際展示会（Ｃ
ＥＡＴＥＣ）で発表した、世界初の機能を搭載した
画期的な３Ｄプリンターという製品もございます。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1979 年 6月 19 日

0287-48-2471

代表取締役社長　阿久津　肇寿

http://www.kantatsu.co.jp/　

440 名 2017 年 10 月 31 日現在55 億 8,600 万円

（本　社）〒329-1571　矢板市片岡 1150-23

　矢板の地で四十年、幾多の風雪に耐え、いよいよ株式上場
という花が開こうとしております。
　弊社は今後さらに多方面に、さらにグローバルに活躍する
ことを目指し、経営基盤を強さらに強固なものにして、永続す
る企業を目指していきます。

スマートフォン向けＭＬ（マイクロレンズ）製造および販売を主業とし、光学特性と
当社独自の微細加工技術を生かした新製品開発、一例として世界初の技術を盛り込
んだ３Ｄプリンターのほか、カプセル内視鏡も手掛けております。当社の今後にご
期待ください。

QRコードでチェック▶

ＭＬ成形機（自動化の進んだ社内）

CEATEC 展示新製品
（世界初の製品化）

社外研修風景（人材育成に積極的）

国内唯一のＭＬメーカー、上場予定

人事総務部　担当課長
山村　一生
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経営企画部　部長
齋藤　章一郎齋藤　章一郎

FILE
04

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

QRコードでチェック▶

本社ショールーム（兵庫県神戸市）

プララスト製造工場（栃木県矢板市） 店舗（東京都新宿　ルミネエスト新宿店）

Message

　兵庫県神戸市に1948年に設立。履物用に新しい素
材を開発し、業界における資材提供業者として（合成
皮革・ケミカルシューズ市場創生へ貢献）その歩みを
スタートしました。素材からスタートし、製造から小売
りまで一貫体制で靴づくりを行っております。そんな
神戸レザークロスグループでは、社員ひとりひとりの
知識、創造性を源にした活動により、常にお客様への
「驚き」と「感動」を創る革新にあたるベストサービス
を提供しつづけ、トータルファッション・SPA企業とし
て社会に貢献してまいります。

1973 年 6月 22 日

078-611-1505

代表取締役社長　齋藤　伸介

http://www.kobe-leather.co.jp

3 億 6,000 万円

（矢板事業所）〒329-2511　矢板市山田字富士山 106 ( 矢板工場 )　
（本　　　社）〒653-0031　兵庫県神戸市長田区西尻池町 2-5-12

婦人靴の小売販売・資材販売・製品卸・靴型製造

683 名

神戸レザークロス株式会社

「驚き」と「感動」を創る革新を提供

　私たち神戸レザークロス(株 )が目指すのは、「自己革
新型ベンチャー企業」であり続けることです。日本では
人口減少など、社会や市場の環境が大きく変化している
中で、常に現状を全面否定して、革新すべき課題を見つ
け、楽しく、面白く行動を起こすことが大切だと考えま
す。

11



FILE
05

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

手術室 リハビリテーション室

国際医療福祉大学塩谷病院は、平成21年4月に設
立以来、地域に根ざした基幹病院として医療の充実
に努め、現在に至っています。
当院は、240床の入院病床と、診療部門では27の診
療科を備え、各分野の専門医による的確な診断と治
療を提供しています。
また今年度は、栃木県より地域災害拠点病院と
ＤＭＡＴ指定病院に指定され、医師や医療スタッフ
が万が一の災害発生時において速やかに医療支援
を行える準備をしています。
今後は、病気やけがの治療だけでなく、地域の皆
様が安心して生活できるために、健康診断による病
気の予防や、お年寄りの方がご自宅で笑顔で暮らせ
るように、リハビリや介護のサポートをさらに充実さ
せていきます。

平成 21 年 4月

0287-44-1155

病院長　須田　康文

http://shioya.iuhw.ac.jp/

ー

〒329-2145　矢板市富田 77

　国際医療福祉大学塩谷病院には60名を超えるリハビ
リテーションスタッフが働いています。入院中から退院
後の在宅ケアまで地域の皆様のお役にたてるよう日々
勉強しています。リハビリや介護でお困りの際はお気軽
にご相談ください。
　写真は、リハビリテーション室の新入職員たちです。
元気に明るく、患者様の笑顔のために頑張っています！

従来の医療の提供に加えまして、平成２９年度より栃木県地域災害拠点病院ならび
にＤＭＡＴ指定病院に指定され、大規模災害発生時の医療支援にも取り組んでいま
す。また、リハビリテーション・介護支援の拠点として平成２６年４月にしおや総
合在宅ケアセンターを開設し、在宅医療にも注力しています。

579 名 平成 29年 8月現在

国際医療福祉大学塩谷病院

地域医療の発展と充実に貢献します

病院全景

12



代表取締役社長
小堀　彰久

FILE
06

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　『世界にたったひとつの家を．．．』　これが私たち
の考える家づくりのテーマです。住まう人の日々の暮
らしを最優先に考え、シンプルで機能的、その上で、
末永く愛着を持って住むことのできる普遍的なデザ
インの家づくりを目指しています。
　「家を建てること」や「建物を建てること」は、人生に
おける大きな局面です。わが社は創業から40年以上
にわたり実績を積み重ね、累計棟数も5000棟を超
え、お客さまをはじめ地域社会に支えられ、地場産業
No.1と言っていただけるようになりました。
　「困ったときには小堀建設」と言ってもらえる地元
で最も頼りにされる会社を目指して、これからも地域
と一緒に成長していきます。

1972 年 7月

私たちがお手伝いします

モデルハウスGRANZ（矢板市東町）本社

0287-43-3644（矢板本社）

代表取締役社長　小堀　彰久

http://www.kbr.co.jp

9,900 万円

（本　　　社）〒329-2161　矢板市扇町 2-6-32
（宇都宮支店）〒321-0923　宇都宮市下栗町 2936 番 23
（小山営業所）〒323-0831　小山市雨ヶ谷町 50 番地 CRT ハウジング小山総合住宅展示場

　小堀建設の社員はみんな、「家づくり」に関わることが
大好きです。お客様の喜ぶ姿がなによりのご褒美なので
す。そのために私達は、日夜技術・サービス・チームワー
クの向上に挑戦し続けています。
　わが社は「小堀建設と関わるすべての人を幸福にす
る」との経営理念の基、社会になくてはならない100年
企業を目指しています。

総合建設業（民間工事・公共工事）、土地分譲開発他
主に、木造軸組工法を主体とした一般住宅、店舗等の新築、リフォーム、リノベー
ション、また、エクステリア等を自社設計、施工で行っています。

79 名

株式会社小堀建設

地元に根ざし、100年企業を目指します

13



部長
斎藤　勝利

FILE
07

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　昭和46年の創業から″「壁」とまじめに向き合い、人
との繋がりを大切にする「塗装業」″をモットーに人々
のあたたかいご支援とご協力を賜り、現在は内装、看
板事業と事業を拡大しております。
　塗装技術を誇りとする当社ですが、安くて長持ち、
高品質。それが最良のコストパフォーマンスで、技術
も価格もどちらも妥協しません。
　又、全スタッフが皆様とのコミュニケーションを大
切にしています。

1971 年 11 月

本社社屋

外壁・屋根塗装 外壁塗装

0287-43-0722

代表取締役社長　斎藤　正弘

http://www.saito-paint.com

300 万円

（本　社）〒329-2163　矢板市鹿島町３-30

　出会いを大切に！ 感謝を忘れずに！ はもちろん、お客
様ひとりひとりに合ったご提案をさせて頂ける様、全ス
タッフが一丸となって取り組んでおります。

建設塗装、看板デザイン・制作・施工、店舗内装、内装リフォーム

5名 

株式会社斎藤塗装工芸

安くて長持ち、高品質！！

14



FILE
08

COMPANY DATA

Message

佐藤病院

　佐藤病院は不眠や気分の沈み、精神症状の悪化、
高齢者認知症の患者様等が受診され、228床の入院
病床を備えています。精神科ではありますが、大学病
院から内科、外科、皮膚科の医師も診療にみえ、身体
的な治療も行っています。
　入院しても早期に退院できるよう他職種と連携し、
長期に入院している患者様も多い中でさまざまなレ
クリエーションを通して日々の楽しみや心身の活性を
図れるよう援助しています。
　職員も患者様と共に活動を行っていることから部
署を超えた関係作りが出来て楽しく働くことができて
います。これからも地域に寄り添う身近な病院として
信頼されるよう、医師やスタッフが協力して、よりよい
サービスを提供して参ります。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

昭和 37 年 12 月

0287-43-0758

院長　佐藤　勇人

http://midori-satohp.or.jp/

202 名－

〒329-2131　矢板市土屋 18

佐藤病院は単科の精神科の病院であり、通院・入院治療を継続していただくために、
医師、看護師、薬剤師をはじめ精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士等、他職種が
連携し、また資格のない職員も多数それぞれの役割をもって働いています。薬によ
る治療が主ですが作業療法、レクリエーション療法、日常生活の援助も活発です。訪
問看護、デイケア、グループホームも運営しており地域で生活する上での支援も
行っています。H29 年 12 月から認知症疾患医療センター開設です。

QRコードでチェック▶

病院正面

内観

外来待合室

外来受付
夏祭り

人生を豊かにする病院を目指す

平成 29 年 8月現在

看護課　看護部長
本荘　紀子

　毎年8月に夏祭りを開催しています。
　患者様は季節感を味わい、家族との時間を深め楽しんでいた
だき、また地域の方々にも来場していただく事で精神障害者へ
の理解を深められる事を望んでいます。13店舗で25品目以上の
模擬店、お囃子や行燈の明り等すべて職員で作り上げています。
　皆の笑顔の中、夜空を染める色鮮やかな花火が打ち上げられ
ると、迫力と優美で魅了され皆の心が一つになるのを感じます。
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自衛隊栃木地方協力本部
大田原地域事務所広報官

田村　由美

FILE
09

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　防衛省・自衛隊には、日本の平和と独立を守り、安
全を保つことや災害派遣活等や国際平和協力により
困難な中にある人々を助ける任務も行っております。
　陸上・海上・航空それぞれに、多様な職種・職域が
あり、自分の知識・技術を向上することができ、守りた
い人のため、平和を守るため日々努力しております。
　自衛隊は特別国家公務員としての身分が保障され
ており、給与・保険など安定した待遇・福利厚生のも
と不安なく目標に向かって邁進することができます。

1956 年 8月 1日（自衛隊栃木地方連絡部として発足）

陸上・海上・航空自衛隊

国際平和協力活動 災害派遣

028-634-3385（本部）

本部長　奥村　晶一

http://www.mod.go.jp/pco/tochigi/

ー

栃木地方協力本部（宇都宮市桜 5丁目 1番 13 号）
大田原地域事務所（大田原市富士見町 1-3921）

自衛隊ってなにするの？
どんなところなの？
制度はどうなっているの？
素朴な疑問を優しく説明いたします。
女性の活躍も発揮できる職場です。
自衛隊に関する質問はすぐに解決、
ぜひ一度聞きに来てください。

自衛官の募集、援護業務、広報等

ー

自衛隊栃木地方協力本部　

平和を仕事にする。
自衛隊員である誇りと使命を胸に！
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矢板消防署　第1警防担当　副署長
斎藤　弘通

FILE
10

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　当組合のごみ処理業務においては、生活様式の多
様化によるごみ量の増加に対応すべく構成市町と協
力して減量化を図り、適正な処理に努めています。ま
た、し尿処理業務においては、圏域の家庭や事業所
から排出されるし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理す
ることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上に取
り組んでいます。
　消防業務においては、近年の地震、突風、集中豪雨
などの異常気象による自然災害の増加、そして生活
環境や社会構造の急速な変化に伴い複雑多様化し
ている救急需用に迅速かつ的確に対応するために、
より質の高い消防体制を確立し、防災の拠点施設と
して災害に強い街づくりを目指しています。

1979 年４月１日

塩谷広域行政組合事務局

しおや聖苑 集団救急事故救助救護訓練

0287-48-2066

管理者　花塚　隆志

 http//www.shioyakouiki.or.jp

ー

〒329-1572　矢板市安沢 3622－１

　火災、救急、救助など、いつどんな出動指令が入るか
緊張勤務の連続です。出勤から私は気持ちに気合を入
れ、災害対応モードに切り替えます。困難な災害を無事
に収束させ、みんなが笑顔になったときは感無量です。
これからも、みんなの憧れる消防となるように頑張って
いきます。

塩谷広域行政組合は、矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町で構成された地方公共団
体です。ごみ処理やし尿処理、火葬場を始め、消防による火災や救急への対応など住
民生活には欠かせない業務を担っております。また児童発達支援施設の管理運営も
行うなど福祉事業にも努めています。

196 名 平成 29 年 8月現在

塩谷広域行政組合

圏域住民の安心安全な暮らしを提供
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FILE
11

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

QRコードでチェック▶

生コン工場 リサイクル 21 工場

環境に配慮した企業活動を行っております

　当社は、生コンクリート製造・販売。又リサイクル21工場は産業廃棄物中間処理施設工場であり、主
にコンクリート、アスファルト塊の処理を行い再生砕石の生産をしており、再生骨材・一般砕石・砂利・
砂・玉石・山砂等を販売しております。顧客満足度を高める様、高品質な商品の提供に心掛け“求めら
れる企業として”を社訓として営んでおります。

1975 年 9月

0287-44-0517

代表取締役　渡辺　武男

http://officewatanabe.jp

1，000 万円

〒329-2502　矢板市下伊佐野７番地 2

生コン工場：生コン製造販売
リサイクル 21 工場：産業廃棄物中間処理施設・再生砕石各種砕石販売

10 名

塩和建材株式会社

高品質を顧客に
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FILE
12

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　当社は1991年の創業以来、事業を通じて「誰かが
喜ぶ姿」を思い描いて社会の発展に貢献することを
基本理念とし、あらゆる活動を行ってまいりました。
常に「人」を中心に置き、その「食文化」をみつめ、「食
を通じて幸せを提供する企業」―それが今も昔も変
わらない壮関の原点です。そして、今私たちが目指す
のは、ご家庭、外食、オフィス、行楽地など、お客様が
生活する様々な空間において、食を通じて幸せが得
られる商品を追求していくことです。そのために、これ
まで食品製造で培ってきた壮関の強みと、それぞれ
の空間を知り尽くしたビジネスパートナーの強み、そ
れらを掛け合せることによって、これまでにない新た
な価値を生み出してまいります。　

 1991 年 8 月（創業）

本社工場

手作業で一つ一つ包装 全国へ出荷

0287-48-3301

代表取締役社長　板山　健一

http://www.sokan.jp/

2,000 万円

〒329-1579　矢板市こぶし台 4-1

　茎わかめや梅加工品をはじめとした食品の製造、販
売を手掛ける会社です。
　特に茎わかめの分野では他の追随を許さない圧倒的
なシェアを占め、業界のリーディングカンパニーとして
全国でもトップクラスの実績を誇っています。
　「おいしい、健康的、安心安全な」商品を提供できるよ
う日々、努力しています。

水産・農産物加工品の製造・販売

230 名

株式会社壮関

Give the happiness and food
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13

COMPANY DATA

愛されるゴルフ場づくり

Message

営業部　課長
椿　雅裕

ダイワロイヤルゴルフ株式会社　アローエースゴルフクラブ

　すべての方にゴルフの楽しさを極めていただくこ
とを前提にコース設計されております。豊かな自然林
を残す丘陵地にデザインされた高低差平均3.4mと
比較的フラットなコースです。また、プレーの方も歩
いて楽しみたい方や２名様でプレーをされる方には
とても便利なリモコン式の乗用カートとなっておりま
す。
　ダイワハウスグループ関東唯一のクラブとして、
「安全、安心」をモットーに充実したゴルフライフをお
楽しみいただけますように、社員一丸となって愛され
るゴルフ場を目指して努力して参ります。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1987 年 7月 20 日

0287-43-3377

支配人　吉田　亨

http://www.daiwaroyalgolf.jp

40 名50 百万円

〒329-2134　矢板市成田 1625-1

　ご来場くださる皆様と地域の皆様のご支援により1987年
7月開場より『30周年』を迎えることができました。今後も皆
様との出会いを大切に、愛されるゴルフ場を目指しサービス
の向上に努めて参ります。
　従業員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ゴルフ場

QRコードでチェック▶

クラブハウス

ロビー 15 番ホール
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FILE
14

COMPANY DATA

Message

株式会社高野商運

　1973（創業44年）となり、設立時、軽量物一括輸送
を主とし一般貸切事業を行っており、2003年に倉庫
を用いて共同配送事業を開始し中型車輛の導入し事
業拡大、近年の人材不足並びに従業員の高齢化問題
の直面に、2013年若者に運送業へ興味を持ってもら
う為に2t小型車輛の導入と、2014年に農業法人を設
立し、高齢乗務員の雇用の受入れを図り、今年、悲願
であった矢板南産業団地に新物流センターの完成、
11月からは軽貨物事業設立で地域密着型輸送の構
築、更なる職場環境設備で社員食堂・事業所内託児
所など、働きやすい環境と地域女性雇用の拡大に繋
げ、雇用の安定と輸送の安心を掲げ、輸送の安心・安
全・信頼をモットーに更なる輸送の発展と貢献してい
きます。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1973 年 10 月

028-682-2110

代表取締役　髙野　和久

http://www.takano-sougouuunyu.com/

331 名1,000 万円

（本　　　　　　  社）〒329-1321　栃木県さくら市馬場 132-1
（物流部営業所（新物流センター））〒329-1579　栃木県矢板市こぶし台 8

　今年の１０月より新設の物流センターの運営が始まります
が、今まで以上の情熱・熱意を持ち、従業員の教育や育成に尽
力し物流業界全体の問題である『人手不足』に対し、真剣に向
き合い、『働き方改革』といった新たな目標を掲げ物流業界の
改革を行って生きたいと考えています。

一般貨物運送事業・一般貨物運送取扱業・共同配送・倉庫保管業・代行出荷及び
流通加工業務・物流センター運営・液化窒素ガス輸送・軽貨物事業・農産物生及
び加工販売・事業所内託児事業

QRコードでチェック▶

本社社屋

物流センター【矢板南産業団地内】月例社員研修会

安全輸送の確立・地域への安心

物流部営業所　所長
黒田　崇

平成 29年 8月現在
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指導支援課長
中山　訓安

FILE
15

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　当法人では、平成24年に施設の全面改築を行い、
利用者さんたちは、設備の整った環境の中で快適な
生活ができるようになりました。「明るく元気な笑顔
あふれるたかはら学園」をモットーに、職員一同、明
るく温かい心を持って利用者の指導・支援に努めて
います。利用者のみなさんに「たかはら学園での生活
は楽しい。」と言ってもらえるように、日々の活動はも
とより、職員の創意あふれる工夫でさまざまな楽しい
行事を計画し実践しています。
　また、地域のみなさんに「たかはら学園」を理解し
ていただくために、「地域交流たかはらまつり」「納涼
祭」などの地域交流行事や、利用者・職員によるゴミ
拾いなど地域の清掃活動を実践するなど、地域との
交流を深める努力を続けています。利用者のみなさ
んが少しでも地域に溶け込んだ楽しい生活ができる
ようこれからも支援をしていきたいと考えています。

1969 年 3月 27 日

施設外観

５月ハイキング 地域交流たかはら秋のスポーツフェスタ

0287-48-0304

理事長　瀬端　道男

http://www.taka.or.jp

ー

〒329-1573　矢板市越畑 226 番地

　私は、現在、指導支援課長として知的に障がいのある方々を
支援していますが、利用するみなさんに励まされたり元気づけ
られたりすることが、仕事への大きな原動力となっています。
　仕事の内容は、生活支援にとどまらず、行事の企画・実施な
どもあり大変ですが、職員一同「利用者さんのたくさんの笑顔
が見たい！」を合言葉に日々頑張っています。また、仕事が終わ
れば、職員で結成したスポーツクラブの部員が、きれいで快適
な体育館に集合し、心地よい汗を流しています。みなさんも僕
たちと一緒に熱い情熱を燃やしましょう！！

知的障害児・者の入所者・通所者への生活支援　作業支援　余暇支援　他

95 名

社会福祉法人たかはら学園

地域とともに歩むたかはら学園を目指して
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FILE
16

COMPANY DATA

Message

高原林産企業組合

　高原林産企業組合は、昭和39年7月に組合を設立
し今年で53年目を迎えました。これも一重に皆様の
ご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。当組合は、森
林資源の活用や自然環境に一役を担ってまいりまし
た。第一に林業技術の向上です。栃木林業グランプリ
では2年連続の部門別で優勝し技術力の高さを証明
しました。第二に森林施業教育です。森林施業プラン
ナー・フォレストリーダー等の資格を有し荒廃した森
林を再生させる為のコーディネイトを組合として取り
組んでいます。それにより、森林の環境や価値を取り
戻し、地域に残していきたいと考えております。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1964 年 7月 13 日

0287-43-3791

代表理事　白石　盛道

ー

17 名383 万円

〒329-2514　矢板市長井 2046

　創業５3年の実績を生かして、御客様にあった森林経営計
画、施業プランを提案致します。山林のことや伐採に関するこ
となど様々な疑問に対して、解りやすく説明・御提案させて頂
きます。まずは、お気軽にご相談下さい。

民有林管理・立木買取・森林経営計画作成・キャンプ場管理・ツリークライミン
グ体験会・企業の森企画立案・チェーンソーアート・特殊伐採業務・その他

組合全景

作業風景１ ツリークライミング体験会主催

水と緑、自然環境を育てる

森林施業プランナー
白石　盛人
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代表取締役
山口　貴司

FILE
17

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　お客様の技術担当者との打合せを通じ、要求する
設備の企画立案・開発、設計を行い、材料・副資材の
調達、精密機械加工・制御設計、装置組立・配線、調
整、立会いを受け、設置工事と社内一貫体制で対応し
ております。
　また、独自のバーコード生産管理システムにより、
効率良く迅速に製品を生産・提供できる業務プロセ
スが体系的に構築されております。良い製品は、きれ
いな作業環境からと、5S運動を展開し、日常的な改善
活動の定着により品質改善やコストダウンに取組ん
でいます。

1977 年 7月 9日

極細パイプ材のトランスファー

小物製品の組立装置 小物製品の組立装置

0287-43-5858

代表取締役　山口　貴司

http://www.churitsu.jp

2,350 万円

〒329-2135　矢板市中 157

　お客様への感謝はもちろん、同じ環境で働く仲間への
心遣いも大切にしております。受注状況で大変な時期も
ありますが、チームワークで乗り越え、良質の製品をお
届けするという気持ちを忘れず、向上心を持って働ける
社風です。

生産設備開発・製造及び各種精密機械加工、板金・製缶加工

36 名

株式会社チュウリツ

モノ創り工房
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FILE
18

COMPANY DATA

Message

株式会社ディード

　1946年の創業以来私達は「企業は、人なり」を一貫
した理念として貫いてきました。当社は、仕様検討か
ら製造に至るまでの生産及び基板設計、ファームウェ
ア開発などの工程を承っております。お客様の満足
頂ける製品が出来上がるまで妥協しない姿勢と長年
培ってきた技術力で弊社がお手伝いさせて頂いた製
品は、各分野のお客様より高い評価を頂いておりま
す。スタッフ一同「ものづくり」に対して常に高水準の
品質を求めて誠実に取り組んでおります。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1946 年 6月 1日

0287-48-2120（那須事業所）

代表取締役社長　林田　眞人

http://www.deed-jp.com/index.html

85 名5,000 万円

（本　　　社）〒142-0052　東京都品川区東中延 2丁目４番 10 号　中延ビル
（那須事業所）〒329-1571　栃木県矢板市片岡 1197 番地

　私たちは、予防・診断・治療、健康寿命延伸の革新的次世代
ヘルスケアシステムの開発製造、幅広いマイコン制御技術・
世界トップレベルの磁気検知技術や高精度な恒温制御技術
で多彩なニーズに独自技術で応えています。

医療関連機器（X線・超音波診断装置、CT・MRI 装置）産業関連機器、映像情報関連
機器、高精度磁場検知装置の製造

QRコードでチェック▶

★

強磁場警報器 高精度磁性体センサー

革新的次世代への挑戦

部長代理
中村　雅人
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営業部
大森　嵩之

FILE
19

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

私達は、矢板市を中心に建設産業を通じ、美しい
郷土、暮らす人々とともに歴史・文化・経済の発展・街
づくりに貢献して参ります。当社では衣食住に直接
的・間接的に関わる建築・土木・舗装の仕事を生業と
しております。
それを具体的に説明するとみんなが働く会社の建
物、通学通勤・お買い物に欠かせない生活道路や産
業道路、宅地を造成し、手入れされたお庭に素敵な
住宅。そしてショッピングセンターや量販店、子供た
ちが学び成長するための幼稚園や学校施設など、建
設は多岐に渡りその街に思い出とともに残るもので
す。
その他にも、当社は災害時の緊急出動や除雪作業
を通じて、街づくりに寄与出来る事を誇りに思い、
日々の業務に邁進して参ります。

昭和 23 年

ホテル新築工事

舗装工事 圃整工事

0287-43-1151

代表者　島田　秀貴

https://hirosimatosho.wixsite.com/yaita

9,800 万円

〒329-2161　矢板市扇町 2丁目 5番 17 号

私達が利用する官公庁をはじめ、ホテル、学校、医療
施設、商業施設、道路や橋など生活を支えるあらゆる建
設物を造ることに関われることがこの会社の魅力です。
平成28年5月に、広島建設グループに入り、新東昭建設
としてスタート致しました。これからも矢板市の発展の
為、地域に密着し社会貢献していきたいと考えていま
す。

総合建設業（①建築一式工事は、幼稚園・保育園・学校・行政施設・美術館・ショッ
ピングセンター・量販店・ホームセンター・病院・住宅などの建物、②土木一式工
事は、道路・治山・圃場整備・河川・宅地造成など、③舗装工事は、道路舗装・宅地
内舗装・駐車場舗装など）

31 名 平成 29年 8月現在

株式会社東昭建設

人とともに　街とともに
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FILE
20

COMPANY DATA

Message

東色ピグメント株式会社　矢板工場

　当社は化粧品OEM企業（受託型企業）です。最新の
マーケティング・ユーザーニーズをもとに常に未来の
製品を模索し、研究開発・提案・製品化を行っている
企業です。長年にわたり蓄積されたノウハウと技術力
を基盤に、化粧品の原料開発からメイクアップ及び
基礎化粧品に至るまで、市場で優位性のある製品、ま
たはお客様のニーズに合わせた製品を提案し製造し
ております。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1951 年 7月

0287-48-6231

代表取締役社長　鴫原　靖宏

http://www.toshiki-p.co.jp

50 名3,000 万円

〒329-1579　矢板市こぶし台 6番地 3

　「東色ピグメントって何を作っている会社？」とよく聞かれま
すが、女性にとって、とても魅力のある化粧品を作っている会
社です。どんな風に作られているか興味がある方は、是非一
緒に作ってみませんか？
　私たちは、東色ホスピタリティマインドで、地域に根ざした
企業を目指します。 

●化粧品用粉体原料の開発＆生産
●メイクアップ化粧品の開発から製品化
●高機能スキンケア化粧品の企画開発から製品化

本年（2017 年）４月に県内２ヶ所目の矢板工場を開設

QRコードでチェック▶

宇都宮工場外観

作業風景（化粧品製造） 化粧品（製品）

化粧品からのホスピタリティマインド

諏訪　美帆

平成 29年 10 月 20 日現在
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FILE
21

COMPANY DATA

Message

東陽機器工業株式会社

当社は1953年9月に創業し、建設機械部品及び産
業機械部品の製造を行っています。
様々な加工プロセスに対応し、マシニング、旋盤、
研磨、溶接、塗装、組立まで一貫しての製造も行える
体制を整えています。
鉄に関しては材質、形状を問わず、自社にて調達

し、治具やプロセス設計等は自社内で対応し、改善提
案等も行います。
人材育成にも積極的に取り組み、国家資格取得者

も多数いる状況です。
矢板つつじの郷の自然に恵まれた環境の下で自
然環境との共生、調和を最重要課題として環境保全
に配慮した行動に努め、お客様にご満足いただける
高品質・短納期の製品を提供しています。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1953 年 9月

0287-44-2155

代表取締役　石井　基寛

http://www.toyokiki.co.jp/

全体約 97 名1,000 万円

（本　　社）〒144-0034　東京都大田区西糀谷 4丁目 11 番 8号
（矢板工場）〒329-2151　栃木県矢板市幸岡 2082 番地

　私たちは平成29年4月に採用された新入社員です。まだま
だ分からないことばかりですが、先輩方にいろいろと教えて
いただき少しずつですが、仕事に慣れてきたところです。
　当社では、人材育成の一環としていろいろな資格を取得す
ることができます。資格にはフォークリフト、クレーン等があ
りますが、国家資格もありますので積極的に取り組んでいき
たいと思います。

建設機械用部品、フォークリフト用部品の機械加工及び板金加工の複合製品を特色
とし、少中量多品種生産を管理し生産を行っております。

QRコードでチェック▶

工場正門

油圧機器部品 マシニングセンタ

全てにチャレンジ、そして変化に対応

平成29年新入社員
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FILE
22

COMPANY DATA

Message

株式会社トーセン

　弊社は、栃木県に本社を構え、関東一円に23の工
場を持つ、国産材専門の製材工場です。住宅建築用
の製材日本一の生産量を誇ると同時に、木質バイオ
マスのエネルギー利用を積極的に活用できる循環
型企業としての確立を目指して、積極的に事業展開
を推進しています。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1964 年

0287-43-8379

代表取締役　東泉　清寿

http://www.tohsen.net/index.html

132 名（パート含む）5,000 万円

〒329-2511　矢板市山田 67 番地

　トーセンでは、全国から山林の買い取りの問い合わせがあ
ります。買い取る際には、入社2年目の私が現地へ出向き、実
際に現場で山を見、調査を行います。買い取るかどうかは、私
が本社へ戻り報告後、決定がなされます。豊かな自然や木の
ぬくもりに触れる、非常にやり甲斐のある仕事です。トーセン
は業務を通じ、化石燃料に頼らない木質バイオマス発電にも
注力し、CO2の削減にも努めています。

間伐材の利用を主体とした無垢材、乾燥材、集成材の生産及び販売・木質バイオマ
ス事業

QRコードでチェック▶

エネルフォーレ 50

製材・資材販売部門 山林活用ドットコム

木に宿る　無限の価値を、暮らし、社会に。

山林経営部
平成27年入社
蛭田　将寛
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第一生産課　課長
矢内　聡

FILE
23

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

●矢板工場では家電製品の修理・加工・梱包作業や
食品関連の流通加工（梱包）、保管業務を行っており、
ＪＩＴ供給体制を確立し、物流を通じて様々な事業
に挑戦すると共に、顧客からの多様な要望にお応え
いたします。
●本社工場ではＣＡＴＩＡシステムを利用した治具
設計からＮ/ＣＰＧＭ、精密機械加工までの一貫生
産を基に航空・宇宙、原子力発電関連企業様への部
品供給を行い、機械加工における多くの実績を培っ
てきました。
●技術センターでは商品デバイスの設計・評価をお
こなっており、中部・関西圏にもＧｒ．会社が有り全国
のお客様のニーズに合わせた対応をＧｒ．各拠点で
展開しています。

2015 年６月

矢板事業所航空写真

矢板事業所全景 矢板事業所正面

0287-41-8101

志賀野　泰孝

http://www.u-tc.co.jp/

2,000 万円

（矢板工場）〒329-1579　矢板市こぶし台９
（本　　社）〒321-3231　宇都宮市清原工業団地７番２

　担当しているのは家電製品の修理、部材入出庫管理、
商品の全国発送など多岐に渡っており、Ｇｒ．関西圏各
社と連携し業務を行っています。今後新たな事業にも
チャレンジしたいと考えていますので加工・物流のみな
らずお役にたてる様努めて参りますのでお気軽にお声
掛け下さい！

◆矢板工場では総床面積約 5,700 坪の建屋を活かし業務を実施しています。
・電気製品の組立・梱包作業、付属品・関連部品梱包作業
・部材保管及び完成品の入出荷作業（データ管理実施）
・加工食品流通加工及び入出荷作業（データ管理実施）
   ※輸送便手配も承ります。

118 名（矢板工場 45 名）

株式会社トチギテック　矢板工場

“翼を広げ未来に羽ばたく”
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製造サブグループリーダー
郡司　泰行

FILE
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COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　当社は鋳造業界としては先頭を走っており、この28
年、業界一の品質・納期・コストをモットーに自社独自
の概念を持ち続け、新素材・新工法を探求し続けてお
ります。そして、これまで培った技術力とノウハウを生
かし、顧客に対し長持ちする熱処理治具を提供して
います。また、海外拠点であるカンボジア工場が順調
に業績を伸ばしており、熱処理治具を幅広く自社製
造できる体制がより強固になりました。熱処理治具の
トータルプランナーとして矢板・カンボジアから世界
へ、日光金属はこれからも日々進化し続けていきま
す。

1989 年 12 月 12 日

製品の写真：熱処理治具（1セット）

本社工場全景 カンボジア工場全景

0287-47-4581

代表取締役　佐藤　英俊

http://www.nikko-kinzoku.co.jp

7,000 万円

〒329-1571　矢板市片岡 2066-2

　日光金属の強みは設計・製造・販売を一貫して行える
ことです。それぞれの部門のノウハウを生かして、『どう
すればいい製品ができるか。』を探求しています。『昨日
より今日、今日より明日。』をモットーに日々改善活動を
実施しています。日光金属は常に進化し続けるため新し
い技術に挑戦していきます。

自動車に使われるギヤやシャフトは熱処理をすることで長持ちします。熱処理する
ためには高温に耐えられる炉内搬送治具が必要です。日光金属では高温に耐えられ
る炉内搬送トレー、耐熱バスケットや、ごみ焼却炉の部品（火格子）を製造、販売して
います。

98 名 平成 29 年 8月現在

日光金属株式会社

熱処理治具のトータルプランナー
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COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

QRコードでチェック▶

Message

製品開発部　主任
藤　徹也

　当社は1947年に設立し、今年で設立70周年を迎え
た「厨房機器メーカーのパイオニア」です。業界では
抜群の知名度を誇り、学校や病院、企業の社員食堂
などを中心に日本全国数多くの厨房施設を日々手掛
けています。矢板市に機器の製造工場があり、丁寧で
きめ細かな匠の技と、最新テクノロジーを必要に応じ
て融合させ、高品質で機能性の高い機器を世に送り
だしています。また、厨房に関するコンサルティング
から設計、開発、製造販売、アフターサービスまでを
トータルでプロデュースしています。「安全・安心・お
いしい」をモットーに、これからも人々の心身の健康
と食文化の発展に貢献していきます。

1947 年 7月 21 日

本社外観

栃木工場 本社テストキッチン

03-3738-8251

代表取締役社長　齋藤　有史

http://www.nitcho.co.jp

5 億 9,760 万円

（矢板事業所）〒329-1571　 矢板市片岡 2051( 栃木工場 )
（本　　　社）〒144-8513 　東京都大田区東六郷 3-15-8

厨房用機械器具の製作・販売、食品加工機械器具の製作・販売、機械器具を設置す
る為の建物工事・施工、建設工事業に関する設計・施工・監理

520 名

日本調理機株式会社　栃木工場

厨房機器メーカーのパイオニア

　お客様から難しい課題をいただいた時には苦労しま
す。しかし、試行錯誤しながらも、その困難を打ち破って
課題を解決できた時の達成感が、仕事上一番のモチ
ベーションになっています。製品を使っているお客様が
「あっ！」と驚いて感動するような素晴らしい新製品を、
皆さんと一緒に開発したいです。
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URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　私たちは、お客様の信頼を得る・または信頼に応え
る為、建築事業・土木事業・舗装事業などの地元老舗
企業として、今まで築き上げた技術で、社会資本整備
に携わっています。
　建築事業では、学校・共同住宅などの公共工事・病
院等を手がける一方で、地域との共存・調和を目指
し、一般住宅建築における、
お客さまに安心で快適な製品・サービスの提供にも
力を入れています。
　土木事業は、河川・砂防・法面工事等、地域住民を
災害から守る事業で、これまで数多くの難工事を施
工し、舗装事業では、生活を支える物資の流通や人の
移動、緊急車両がスムーズに行き交う為に道路を整
備しています。

昭和 37 年 10 月

本社

仕事風景 研修旅行

0287-43-1181

代表取締役社長　岩見　高士

http://www.hamayagumi.co.jp

4,140 万円

〒329-2164　矢板市本町 12 番 6号

　安全大会は、社員の技術向上の為、建築事業及び土木
事業による施工事例や安全対策事例の発表、懇親会を
行い普段会うことの少ない社員同士のコミュニケーショ
ンの場になっています。
　その他、研修旅行、ゴルフ大会、当社独自のリフレッ
シュ休暇（連続7日間取得可）があり、福利厚生も充実し
ています。

建築工事、土木工事、舗装工事、上下水道工事、造園植栽工事、管工事の施工、合材・
生コンクリートの製造・販売、戸建住宅の設計・施工及び宅地分譲の造成・販売、
戸建住宅の外構（ガーデニング）事業と前各項目に付帯する一切の業務

157 名

株式会社浜屋組

地域の安全・安心を最優先に

総務部副部長
松本　浩二
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COMPANY DATA

Message

株式会社フォワード

　当社は、矢板市に本社を構え、宇都宮・高根沢・さく
ら・日光・佐野に営業所があります。
　本社である「ダスキン中支店」では、主にお店やオ
フィスをメインにモップ等のレンタル、又各営業所か
らのご紹介によるエアコンクリーニング等のサービ
スマスター事業や常駐清掃、家事全般の代行サービ
スのメリーメイド事業など、宇都宮と共に行っており
ます。加えて宇都宮では、ご高齢者の身の回りのお世
話や家事のお手伝い等、住み慣れたご自宅での暮ら
しを支えます。
　その他の営業所では、ご家庭をメインに、モップ等
のレンタルや清掃・ターミニックスのご紹介など、全
てのお客様への「やさしさ」をモットーにしておりま
す。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

昭和 44 年（1969 年）11 月

0287-43-5721

須山　裕史

－

320 名1,000 万円

〒329-2135　矢板市中 150-254

　届けたいのはやさしさです。
　すべての事業で叶えたい願いは１つ。それは、「お客様のお
役に立ちたい。そしてもっとお客様に喜んでいただきたい。」
ということです。これを踏まえ、まだまだ未熟な当社ですが、
お客様一人ひとりの声に向き合いひとつでも多くの「やさし
さ」をお届けしていきたいと思います。

ご家庭からオフィス・店舗までいつも清潔で過ごしやすい環境をご提案します。
モップをはじめとする清掃用品のレンタル、家事代行や害虫駆除、お庭のお手入れ
まで、お客様が快適に毎日を過ごせるよう幅広くサポート。また、オフィスや店舗に
はマットや空気清浄機のレンタル、厨房や化粧室の衛生管理などのサービスをご提
案します。

本社写真

倉庫内の様子 H29 年 9月20日実施
ダスキン中支店 20 周年感謝祭の様子

人に、社会に、「喜びのタネまき」を

本部長
小沼　建一

平成 29年 8月現在
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工場管理サブグループリーダー
土屋　絵美

FILE
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COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　富士精工は、医療用注射針やカテーテルに使用さ
れる極細金属パイプの日本最大のメーカーであり、
また世界のトップサプライヤーの一つです。
　30年以上にわたり、世界の医療機器メーカーから、
医療用金属パイプで絶対の信頼を得ています。
　会社設立以来、私どもは医療用金属パイプの製造
に特化してきました。
　この分野に特化したことが、他社のまねできない
医療業界の見識を得ることを可能にし、世界中の医
療業界の専門家たちから、敬意と信頼を得ることが
出来ています。

1985 年４月 22 日

矢板工場外観

レーザー外径測定器 製品の外観検査の様子

0287-41-8030

代表取締役　酒本　藤雄

http://www.fujiseiko.com/

4,000 万円

〒329-1579　矢板市こぶし台 6-5

　私たちの製品は、日本国内はもとより、世界中に輸出
され、病気の治療や検査で使用される注射針やカテー
テル等になります。
　公差±1,000分の数ミリ単位の製品を作るため、技術
の熟練にはそれなりの期間を要しますが、日本だからこ
そ出来る“ものづくり”に励んでおります。

富士精工は、精密医療パイプの世界的な先進メーカーです。製品の細部にわたり、医
療機器メーカーの高精度な基準にも応えているため、グローバルメーカーの大量生
産でも、開発品の特注品でも、私どもの高品質で、信頼できる性能を持つ製品を
1,000ｍから 1,000,000ｍまでのスケールで供給いたします。

118 名 平成 29 年 8月現在

株式会社富士精工　矢板工場

高精度生産技術が可能性を広げる
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翻訳通訳事業部
人見　唯

FILE
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COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　個人の契約も、会社間の取引も、まずはお互いを
理解することから始まります。
　同じ言語を話す者同士でも、相互理解はとても難
しいものです。それが異文化・異言語だとしたらどう
でしょう。
　企業が海外向けに事業展開をするとき、海外企業
との取引をするとき、一番重要なのは文化・習慣・個
性を含めた「相互理解」。この相互理解を迅速に、正
確にサポートする役目を、私たちブリジックは「通訳
者・翻訳者」という立場で担っています。また、企業の
「語学研修」にも積極的に取り組んでいきます。地域
のビジネスパーソンに世界で活躍するための語学ス
キルだけでなく、その語学を活かすためのスキルを
提供していきます。

2014 年 10 月 14 日

社内教室の様子

事務所スペース 看板

0287-55-0011

代表取締役　木村　由貴子

http://bridgic.com/

2,500 万円

〒329-2151　矢板市幸岡 1373

　前々から語学を生かした仕事がしたいと思っていた
ので、地元でこの会社に出会えて本当にラッキーでし
た。人数が少ない会社なので、翻訳以外にも様々な仕事
を任せていただき、充実した毎日です。
　今後も異文化への好奇心を忘れずに、県内企業と世
界を結ぶブリッジとなれるよう、社員一同前進していき
ます。

翻訳・通訳・語学研修

6名 平成 29 年 10 月 1日現在

株式会社ブリジック

国境を言葉を、そして文化を超えて
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COMPANY DATA

Message

株式会社幕壱

“印刷の事ならなんでもお任せ下さい”
をモットーに総合印刷業として名刺・チラシ・冊子・横
断幕・のぼり・看板・ノベルティグッツ・etc.と幅広い印
刷物を取り扱っております。社内には営業・制作・製造
と大きく分けて３つの部署があり、営業は「お客様に
最良のご提案を！」　制作は「お客様のイメージ以上
のデザインを！」　製造は「お客様のイメージ以上の
仕上りを！」を常に考え業務に取組んでいます。又、印
刷業界は技術の進歩も早く、最新の技術と情報に対
応出来る様に社内で勉強会等を開いております。
　全てはお客様の「困った」に答える為に。
　印刷の事なら幕壱にお任せ下さい。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

2004 年

0287-48-8338

代表取締役社長　松本　英則

www.makuichi.com

14 名300 万円

（ショールーム・工場）〒329-1574　矢板市乙畑 1447（片岡工場）
（本　　　　社）〒329-1571　矢板市片岡 32 番地 7

　県内はもちろん、ECサイトでは全国のお客様から様々なご
注文を頂いております。お客様ひとりひとりに合った商材や
デザインをご提案出来る様、お客様の「印刷」での「困った」に
お答え出来る様日々励んでおります。

看板から名刺まで総合印刷業として全ての印刷に対応致します。
スポーツ・イベント等で使う「横断幕」や店舗・広告用の「看板」「のぼり」等をメイ
ンにノベルティー、ポスター、各種帳票類の印刷をしています。総合印刷業としての
幅広い知識と経験を活かして、お客様に提案・製造していく会社です。

QRコードでチェック▶

ショールーム・工場外観

ショールーム 印刷工場内

水と空気以外なんでも印刷します!!

制作
直井　夕貴

平成 29年 8月現在
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営業技術部
越後　尚也
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COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　当社はプラスチックの射出成形工場として、木幡工
場　境林工場を拠点に稼動しています。射出成形と
は「プラスチック材料を溶かして金型に流し込み、冷
やして出来上がり」と言葉にすると簡単ですが、実際
の工程には様々な条件・技術が必要なため、ものづく
りとは奥深いものだと感じられます。射出成形に必要
な機械を小さいものはキャップから大きなものは車
のバンパー部品を作れるものまで幅広く所有してお
り、日常生活に身近な製品を製造しています。
　今年で50周年を迎えますが、今後も事業存続と更
なる発展を目指し、地域社会に貢献出来るよう努め
てまいります。

1969 年１月

本社　木幡工場

境林工場 射出成形機 1800T

木幡工場 総務 0287-43-0803　境林工場 0287-48-8158

代表取締役　三上　雅佐文

http://mikamikagakuseisa.p-kit.com/

1,600 万円

（本社所在地）〒612-0004　京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 83-1 
　（木幡工場）〒329-2142　栃木県矢板市木幡 1337-2
　（境林工場）〒329-2143　栃木県矢板市境林 625-1

　みなさんこんにちは。営業の越後です。私たちは、プラ
スチックの成形メーカーとして、品質・コスト・納期とお
客様に満足いただける様、日々努力しております。
　これからもお客様に満足いただける様、社員一丸とな
り頑張っていきます。

プラスチック射出成形業

84 名 平成 29年 8月現在

三上化学製鎖株式会社

創業50年　新たな一歩を！
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Message

三ツ和商事株式会社

昭和38年の創業から約50年もの間、徹底された
安全管理のもと製造された、高品質なチョコレートを
ご提供させて頂いている実績こそが、私たち三ツ和
商事の誇りです。高い技術を備えたスタッフたち、ま
たショコラティエが日々チョコレート製品を製造して
います。平成27年5月に矢板工場を設立し、創業を開
始致しました。これからも、コンプライアンス、安全管
理、品質管理を徹底し、プロフェッショナルの育成に
力を注いで参ります。「最も信頼されるパートナー」と
して、地域社会の発展に貢献できる企業であり続け
たいと考えます。

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1963 年

0287-46-5577（矢板工場）

代表取締役社長　三田　孝雄

http://www.mitsuwa-shoji.co.jp

63 名3,000 万円

（矢板事業所）〒329-2135　矢板市中 218 番地 1（矢板工場）　
（本　　　社）〒221-0014　神奈川県横浜市神奈川区入江 2-21-6（横浜工場）

２ヵ月前から勤務しています。
職場は清潔で、毎日気持ちよく働ける環境が揃っています。

作業は力仕事もあり大変な部分もありますが、自分が手がけ
たチョコレートが商品になり、美味しいと買ってくださるお客
様の声を聞くと嬉しく、やりがいがある仕事に感謝していま
す。先輩や同僚とも、休憩中に話したり昼食を一緒に食べた
り、コミュニケーションを大切にしています。

チョコレート製品製造（製菓・製パン用、OEM製造、PB生産）他

QRコードでチェック▶

矢板工場

ヨーグルトレーズン チョコレートチップ

チョコレート製造一筋５０年

生産部　プラント係
唐谷　恵太

平成 29年 8月現在
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ホテル支配人
関本　孝夫

FILE
33

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

シングルルームを主とする全 71 部屋

最大 250 名までの宴会が可能です 全席個室風な居酒屋・食事処です。

　宿泊・宴会・居酒屋の3つの営業面をもつホテル。
宿泊では暫定期間キャンペーンを欠かさずに実施し
ており、お客様からのグッドブライス評価は高いと自
負しております。
　宴会では季節の宴会プランを年4回、定期的に提
供中。駅前という好立地が企業組織関係の飲食行事
や一般家庭の冠婚葬祭事での利用に直結しており、
中でも法事会食や祝事会食の予約が多いホテルで
もあります。
　居酒屋「新太郎」では、オリジナル定番品、季節の
おすすめ品等、ご来店者に飽きさせないメニュー構
成が自慢の店です。中でも居酒屋宴会プランは、6名
～30名サイズまでホテル宴会同様好立地が追い風
となり宴会シーズンや週末に予約が集中しておりま
す。

2005 年 5月

0287-43-1511

代表取締役　小川　登美子

http://www.eastern-hotel.jp/

1,000 万円

〒329-2162　矢板市末広町 24-1

　私共矢板イースタンホテルでは、従業員一同親切
サービスに徹し、お客様に対する細心の気配りを売りと
しております。遠方よりの宿泊ゲストに対しては「旅先
の良きオアシス」として、また矢板を主とする近郊エリ
アよりの会合目的のゲストに対しては「皆様の良き社交
場」として安全且つ健全にお過ごし頂けますようご奉仕
させていただいております。

宿泊と飲食

30 名 

矢板イースタンホテル

矢板駅東口に位置するビジネスホテル
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統括部長
渕上　正

FILE
34

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　私たち矢板自動車学校は、全職員が親切・丁寧・
安全をモットーに、現代の交通社会にあった無事
故・無違反・立派なマナーを備えた優秀なドライ
バーの養成に努めています。
　運転免許の教習においては、お客様の要望に応
え楽しく学び早く卒業できるよう、お客様一人ひ
とりにあった教習プランや指導計画を提案し、ご
満足頂ける教習を提供できるよう日々努力してお
ります。また、高齢者の免許更新時講習や地元児童・
生徒を対象とした子供たちの交通安全教室の開催
等、幅広い年代の方々に寄り添い、地元に密着し
た地域の交通安全センターとしての役割も担って
います。

1972 年 1月 11 日

当社外観

教習風景 卒業生

0287-43-1267

代表取締役社長　小川　康弘

http://www.yaita-ds.jp/

2，600 万円

〒329-2121　矢板市荒井 137

　当社では昭和47年の開校以来、初心運転者教育
機関としてこれまで数多くの卒業生をくるま社会に
送り出してきました。矢板市に当社がある限り、いま
までもこれからも、交通事故ゼロを願い、地域の方と
共に歩んでいきたいと思います。これからも宜しくお
願いします。

運転免許教習、免許更新講習

14 名

株式会社矢板自動車学校

教習所は地域の安全センターです
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矢板市役所FILE
35

COMPANY DATA

矢板市は、美しい高原山にいだかれて、豊かな自然
の恵みを日々の暮らしに感じることのできるすばらし
いまちです。将来にわたりこの豊かな自然を大切にし
ながら、矢板のよさを活かして、次のことを目標に、未
来に夢と希望がもてる矢板市を築いていきます。
〇「人」いきいき
いつまでも健康でいきいきしているまちづくり
一人ひとりの笑顔が輝くまちづくり
〇「水・風・緑」きらきら
豊かな自然を大切にするまちづくり
〇「暮らし」のびのび
安心・安全で快適に暮らせるまちづくり
活力と活気にあふれるまちづくり

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

1958 年 11 月 1日

庁舎写真

給水訓練の様子 農地調査の様子

0287-43-1113

矢板市長　齋藤　淳一郎

http://www.city.yaita.tochigi.jp/

260 名 平成 29 年 4月現在ー

〒329-2192　矢板市本町 5番 4号

矢板づくりを、一緒に。

　私たちは、平成29年４月に採用された新採用職員です。市
役所職員となってやりがいを感じるときは、市民の方から「あ
りがとう」と感謝されるときです。私たちは、「市民のために」
をモットーとして、感謝され、また、信頼される職員を目指し
て日々、精進しております。

Message

市役所の業務には、福祉・教育・環境・産業振興・まちづくりなど、多彩な分野が
あります。事務系職員は、さまざまな仕事の経験から、広い視野と知識を備え、市政
で活躍しています。技術系職員は、土木・建築など、各分野の専門知識・技術をもっ
て、事業に取り組んでいます。仕事内容はさまざまですが、いずれも、市民生活にな
くてはならない重要な仕事です。

QRコードでチェック▶
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矢板市商工会　主事
横田　笑美子

FILE
36

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

あきんど あきんど

　矢板市商工会は、昭和35年6月10日の商工会法の
施行を受け、商工業の総合的な改善発達と、併せて
社会一般の福祉の増進に資することを目的に、同年7
月18日に栃木県内で最初に設立されました。
　創立以来、その目的に沿って、地域商工業の総合的
な振興発展に取り組んでいます。特に小規模企業の
経営・技術の改善のために、経営指導員及び経営支
援員による巡回訪問を行い、商工会員に寄り添った
運営に努めています。
　これからも、会員の要望に応えられる商工会として
前進してまいります。また、街を活性化して元気にし
てまいります。

1960 年 7月 18 日

まちゼミ

経営（創業）塾 軽トラ市

0287-43-0272

会長　東泉　清寿

http://yaita.shokokai -tochigi.or.jp

ー

〒329-2164　矢板市本町 2番 18 号

　「青色申告ってなに？」「税や経理ってすごくめんどう
…」など、税務申告や経理指導など、商工会は、皆様のお
悩みに対し、帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで、
丁寧にアドバイスいたします。その他、運転資金や設備
資金に対する融資の相談なども行っています。ぜひご利
用ください。

地域小規模事業者への経営相談・指導など

8名

矢板市商工会

攻める商人！繋がる商人！
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総務部経理課長
小川　幸浩

FILE
37

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　弊社は総合食肉の卸売業として創業し、国産食肉、
輸入食肉、世界のチーズ等を県内全域の得意先の受
注に応えながら地歩を固めて参りました。
　本格的に小売業に参入してからは、地産地消を目
指し、地域の生産者の皆さんと積極的に情報交換し、
地元ブランドの食肉を販売しています。
　とちぎ和牛をはじめ、オリジナルのヤシオポークや
美しゃもの販売にも精力を傾け、平成１５年には、農
林水産省総合食料局長賞を受賞することができまし
た。
　とちぎハサップの認証を受け、今後はより一層、安
心・安全な衛生管理のもと、地歩を一歩一歩築いて
行く所存でございます。

1983 年２月１日

矢板本店

農林水産省総合食料局長賞 開店５周年のさくら店

0287-43-6733

代表取締役　綱川　雅之

http://www.yamakyu.biz/

1,000 万円

〒329-2162　矢板市末広町 34-10

　全ての仕事をお客様目線で考え、常に集客にこだわっ
た施策を実行し、よりよい商品作りに励んでおります。
　心のスローガン「笑顔と元気そして親切」行動のス
ローガン「すぐやる・必ずやる・出来るまでやる」の二つ
のスローガンをモットーに日々精進しております。

総合食肉の卸・小売業及びチーズの製造・販売。栃木県内に営業所を５店舗運営し
ております。

130 名 平成 29 年 8月現在

株式会社山久

大切な人の「おいしい」が聞きたい
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FILE
38

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　創業来“山口油店”は、地域のみなさまに安心と安
全をお届けするガソリンスタンドとして邁進して参り
ました。
　平成4年（株）ヤマグチに社名変更。現在では、県内
に10店舗を有し、セルフスタイル、フルサービススタ
イル、ドトールショップ併設店、お車のネットオーク
ションのお手伝い等々多様なスタイルでお客様の愛
車のパートナーとしてお役に立ちたいと考えておりま
す。
　日々学び、腕を磨き、そして支えあう確かなチーム
ワークが“ヤマグチ”にはあります。
　技術力がある女性スタッフもいます。
　楽しく、活力ある、笑顔輝く会社であり続けたいと、
希望の光に向かって走り続けます。

1953 年 1月 12 日

矢板バイパス店

ドトールショップ併設店 レンタカー

0287-43-0881

代表取締役社長　山口　博之

http://servicestation.jp/ ヤマグチ

4，050 万円

〒329-2163　矢板市鹿島町 4-14

　はじめまして。金子と申します。最初に私自身が働い
て印象に残っている事は、上司や先輩スタッフがとても
真剣に仕事に取り組んでいた事です。その中で成長する
につれ、色々と新しい事にもチャレンジさせてもらえま
した。現在は、部下達と切琢磨しながら、日々取り組んで
います。ぜひ、やりがいのある職場で仲間達と一緒に自
分磨きをしていきましょう。

ガソリンスタンド、家庭用住設器、LP ガス・灯油の供給、中古車オークション、
レンタカー、ドトールコーヒーショップ、損害保険、不動産賃貸、工業用潤滑油

80 名

株式会社ヤマグチ

「未来のドライブ」へ～エスコート

本社 SS 統括課長
金子　克之
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総務部
小川　紀美江

FILE
39

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

Message

QRコードでチェック▶

　分譲地数県北NO.1の緑新は、おかげ様で45周年。
昭和48年創業以来、不動産・住宅事業を通じて地域
の皆様に快適で豊かな住生活に貢献することをモッ
トーに経営を続けてまいりました。
　人とのふれあい、自然とのふれあいを大切に、多種
多様なニーズに対応するための企画・調査からアフ
ターまでトータルな住まいづくりをバックアップし、
創業以来着実に実績を伸ばし、多くのお客様より厚
い信頼をいただいております。
　これからの21世紀、緑新は将来を見据えた新しい
時代にふさわしい住まいづくりを実現し、斬新な発
想、優れた技術でお客様へのご満足いただける暮ら
しのご提案・ご提供をし、地域の発展に貢献するた
め、さらに鋭意努力を重ねてまいります。

1973 年 6月 22 日

国道４号線沿いにある本社

住宅建築・土地売買 宅地開発

0287-44-1611

代表取締役社長　小川　忠男

http://www.ryokushin.co.jp/

3,000 万円（グループ 8社合計 1億円）

〒329-2135　矢板市中 438-9

　こんにちは！株式会社緑新の小川紀美江です。
不動産業は、土地を開発して分譲地を作ったり、そこへ
住宅を建築したり、使われていない土地を収益の上がる
事業用地にしたり、街づくりに貢献できるとてもやりが
いのあるお仕事です！専門的な職業だから、知識・経験
が身につきキャリアが積めます！一緒に頑張りましょう！

不動産売買・宅地開発分譲・一戸建て住宅販売・建築業・不動産賃貸業（居住用・
店舗・事業用）

30 名（グループ合計 80 名）

株式会社緑新

豊かな暮らしを提案提供する、緑新
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40

COMPANY DATA

設　立

代表電話

代表者

URL

従業員数資本金

主な事業内容

所在地

QRコードでチェック▶

1969 年 11 月

0287-44-0517

代表取締役　渡辺　憲一

http://officewatanabe.jp

2，000 万円

〒329-2502　矢板市下伊佐野７番地 2

土木・建築・舗装・トビ土木・水道・電気・太陽光発電

20 名

株式会社渡辺工務店

　当社は中堅総合建設業として、建築・土木・舗装・環境関連（太陽光発電推進事業）等々の事業を
行っており、信頼と挑戦を社訓とし地域社会に貢献する事をモットーに、事業を進めております。受注
は公共事業が70%、民間が30%で常に高品質な、出来栄えの良い物づくりを行っています。企業は人
成り、常に社員には技術力を身に付けることを第一に、技術・技能習得に力を入れております。

信頼と挑戦

社屋

除雪機械

太陽光施設事業

維持工事（除雪）
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充実した子育て環境も!
「子どもや孫が帰ってくるまちづくり」を目指して

2位
25市町中

2位
25市町中一般診療所病床数

 (人口10万人当たり)

　一般診療所とは、入院施設が全
くないか、またはベッド数が 19 床以下の医療機
関のことです。あくまで人口 10 万人あたりで、
考えた場合ですが、矢板市はこの病床数が県内で
一番多い結果になりました。
　この病床数が多いという結果から、矢板市に

は何かあった時
に、入院にも対
応してくれるか
かりつけ医のよ
うな一般診療所
が多いと言えま
す。

一般病院施設数
(人口10万人当たり)

　一般病院とは、病床数が 20 床以
上で、通院および入院診療で、一般的な治療が可
能な患者を対象とする医療施設のことです。あく
まで人口 10 万人あたりで考えた場合ですが、矢
板市には、基幹病院である「国際医療福祉大学塩
谷病院」などがあり、県内で 2番目の数字とな

りました。お子さん
に、何かあった場合
でも安心できるよう
な一般病院があると
いうことは、矢板市
の自慢の一つと言え
ます。

　矢板市は、大都会ではありませんが、暮らしに必要なポイントを押さえた地域と言えます。その中
でも、医療と子育て環境についての施策は万全です。手厚い医療費の助成制度に加え、子どもが突
然の熱を出した時でも慌てずに済む大学病院があります。十分な医療環境があるのは、安心な暮ら
しの大きな要素です。

　お子さんが医療機関を受診した際に支払った保
険診療分の医療費を保護者に対し助成する制度で
す。１８歳までの助成は県内有数の数字です。
　未就学のお子さんは、県内の医療機関に限り、
医療費を支払わなくても診察を受けることができ
ます。小学生以降のお子さんは、一度医療機関で
お支払いただき、子ども課窓口で申請をお願いし
ます。

　待機児童とは、子育て中の保護者が保育所に入
所申請をしているにもかかわらず、入所できない
状態にある児童のことです。矢板市では、充実し
た保育所・保育園への助成
などを行っているため、待
機児童数が0人となってい
ます。

こども医療費助成の年齢 保育所の待機児童数

0人
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