
令和 4年 12 月号18

　電力・ガス・食料品等の価格高騰により家計への影響
が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり 5万
円を支給します。該当すると思われる世帯には、市から
支給要件確認書を郵送しますので、内容を確認のうえ、
必要事項を記入し、添付書類とともにご返送ください。
　なお、申請が必要な場合がありますのでご注意ください。
返送期限／令和 5年 2月 28 日（火）　＊必着
給付対象世帯／①～③全てに該当する世帯が対象です。
① 令和 4年 9月 30 日に住民登録がある世帯であること。
② 令和 4年 9月 30 日の住民登録上の世帯に属する世帯
全員が、令和 4年度住民税非課税であること。

③ 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶
養になっていないこと。

そのほか／申請書や提出書類など詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。

申請・問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

【家計急変世帯への給付金については、申請が必要です】
　予期せず家計が急変したことで令和 4年の収入が減少し、
世帯全員が住民税非課税相当になった世帯が対象となります。
審査の結果、対象とならない場合があります。
※既に当給付金が支給された世帯は対象外となります。

【申請が必要な場合】
令和 4年 1月 2日以降に本市に転入した方がいる世帯や、

令和 4年度住民税が未申告の方がいる世帯は、書類が郵送さ
れないため、申請が必要です。

詳しくはこちら

　冬がやってきました。寒い夜には、水道管の凍結に注
意してください。もし、水道管が凍ってしまうと、水が
出なくなったり、破裂して漏水したりするため、
 ・朝、洗顔できない
 ・トイレが使えない
 ・食器を洗うことができない
 ・水道管が破裂すると修理代が掛かってしまう
など、日常生活が大変不便になってしまいます。

●水道の凍結を防ぐには…
 ・寒い夜には少量の水を蛇口から流しておく
 ・水道管に布や保温材を巻く
　それでも水道管が凍ってしまった場合には、水道管に
タオルや布をかぶせ、その上からぬるま湯を何度もまん
べんなくかけて、ゆっくり溶かしてください。（※熱湯
では水道管が破裂することがあります）
　万一破裂してしまった場合は、修理が必要となります
ので、矢板市指定給水装置工事事業者に連絡してくださ
い。（※修理費用は個人負担となります）
　なお、凍結破損による漏水の水道料金は減免とはなり
ませんのでご注意ください。

　最近、敷地内の給水管からの漏水が多くみられます。
漏水を長期間放置していると、知らず知らずのうちに多
額の水道料金になってしまいます。
　下記の方法で簡単に調べることができるのでお試しく
ださい。

●漏水を調べるには…
　水道蛇口を全部閉めた後、
水道メーターの「パイロット」
を見てみましょう。
　まだパイロットが回ってい
たら、敷地内給水管のどこか
で漏水しています。
　お早めに市指定給水装置工事事業者に修理をご依頼く
ださい。（賃貸住宅にお住まいの方は管理会社へ連絡し
てください）なお、修理費用は個人負担となります。
　水道料金の減免などについては、上下水道事務所まで
お問い合わせください。
　指定給水装置工事事業者一覧は、市ホームページにも
掲載しています。
問い合わせ／水道課　☎（４４）１５１１

詳しくはこちら

凍結にご注意ください 漏水にご注意ください

指定給水装置工事事業者（市内）[ 五十音順 ]
業者名 電話番号 業者名 電話番号 業者名 電話番号

（有）荒井プロパン ☎（４３）０６０２ 斎藤電機商会 ☎（４３）０６０７ （有）長峰設備工業 ☎（４８）１４０９
泉水道（有） ☎（４３）５４１５ 鈴木土木設備（有） ☎（４３）９０５６ （株）新野重建 ☎（４３）９８８５
カンノ設備 ☎（４３）７０８６ （株）スミスケ ☎（４３）０２２０ （有）沼野組 ☎（４８）１３１２
幸和設備工事（有） ☎（４８）１５５５ 西有工業（株） ☎（４３）３１３４ （有）野川設備工業 ☎（４３）０８４７
（株）小堀建設 ☎（４３）３６４４ （有）大増設備 ☎（４４）１２６９ ヒカリ空調 ☎（４３）５６４６
斎藤設備（有） ☎（４３）８９７０ 中居設備 ☎（４８）３５３２

　　令和 4年 12 月号 19※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。

　固定資産税は、土地、家屋のほかに償却資産（事業用
資産）も課税対象となります。償却資産の所有者は、毎
年、1月 1日現在の所有状況を、資産が所在する市町村
に申告することが法律によって義務付けられています。

●令和 5年度償却資産申告書を発送しました
　12 月 1 日、前年度に申告した方や新規に事業を開始
した方などに、申告書類を発送しました。下記の「申告
が必要な方」に該当する方で申告書類が届かない場合は、
ご連絡ください。
申告が必要な方／市内に該当資産を所有している個人ま
たは法人

申告方法／申告書を直接または郵送で提出してください。
申告期限／ 1 月 31 日（火）
※令和 4年度（今年度）分の申告がお済みでない方は、
早急に申告してください。

申告・問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

　償却資産とは…
　土地・家屋以外で事業に用いることができる有形
資産。ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象と
なる車両は除く。
例：外構、広告塔、畜舎やビニールハウスなどの構
　　築物、太陽光発電設備、各種事業用の機械や装置、
　　大型特殊自動車、工具、備品　など

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　指定袋やコンテナに入らない大きさのごみは粗大ごみ
となりますので、直接、エコパークしおやへ持ち込みを
お願いします。

　

　家庭で使用した小型家電製品（窓口設置の回収ボックス：
投入口10×25㎝に入るもの）やパソコン機器（デスクトッ
プパソコン・ノートパソコンなど）については、生活環境
課窓口で無料回収していますので、ご活用ください。

問い合わせ／生活環境課　☎（４３）６７５５

●エコパークしおや（安沢3640）　☎（４６）５７１１
受入時間／平日 8：30 ～ 17：00　※祝祭日を含む
　　　　　土曜 8：30 ～ 12：00
※年末は通常通り受け入れを行いますが、混雑が予
想されますので、事前にエコパークしおやにお問
い合わせください。

※年始（1月 1～ 3日）は受け入れできません。
料金／ 10kg につき 100 円
持ち込めないもの／家電リサイクル法対象製品（エ
アコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）、PCリサイク
ル法対象製品、自動車部品、農業資材、コンクリー
ト等がれき類、その他産業廃棄物

粗大ごみの出し方 家電製品の回収

【注意】
　下記の家電製品は窓口回収していません。
 ・家電リサイクル法対象製品（エアコン・テレビ・
冷蔵庫・洗濯機）

 ・回収ボックスに入らない家電製品のほか、除湿
機、オイルヒーター、電気毛布などの布製品類

　市では、電気代の負担軽減のため、省エネ家電（エア
コン・冷蔵庫・照明器具）の購入・買い替えを支援します。
補助対象／
 ・住民登録のある個人（※ 18 歳以上、1人 1回のみ）
 ・令和 4年 10 月 14 日～令和 5年 2月 15 日に購入した、
統一省エネラベルの省エネ性能★ 2つ以上のエアコ
ン・冷蔵庫・照明器具（※電球・蛍光灯のみは対象外）

 ・市内店舗（※家電量販店や大型店は対象外）で購入、
工事したもの

補助金額／合計購入金額（工事・配送費含む）の 30％
以内（上限 9万円）

申請方法／申請書兼請求書・領収書（原本）・保証書のコ
ピー・通帳のコピーを生活環境課窓口に提出してください。
※予算額になり次第、受付終了。
そのほか／「とちぎ省エネ家電購入応援キャンペーン」
と併用できます。

申請・問い合わせ／生活環境課　☎（４３）６７５５

詳しくはこちら



令和 4年 12 月号20

　各種講座・スポーツ教室・ボラ
ンティア活動・出前講座・施設案
内など、生涯学習に関する多くの
情報を掲載した生涯学習情報「ま
なび」を毎年発行しています。
　2023 年度版の編集作業に入るた
め、現在サークル活動や自主活動
のページに記載されている、団体
名や代表者氏名・連絡先などに変更がありましたら、生
涯学習課までご連絡ください。
　また、新規掲載や削除を希望する場合も
同様にご連絡ください。なお、2022 年度版
から、電子ブック版に移行しました。
期限／ 12 月 28 日（水）
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

まなび2022
電子ブック

　独り暮らしの高齢者や高
齢者のみの世帯の方にお届
けするためのお弁当を調理
する「調理ボランティア」と、
お弁当を配送する「配送ボ
ランティア」を募集します。
　なお、10月より調理場所が泉公民館に変更になりました。

申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

●調理ボランティア
　月に１回程度、 9：00 ～ 11：30
●配送ボランティア
　月に１回程度、10：50 ～ 12：00
※配送時に車両の提供が可能な方、運転に自信のある方は、
ぜひご協力をお願いします。

　市民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通
ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けて交
通事故防止の徹底を図ることを目的とします。

① 子どもと高齢者の交通事故防止
② 飲酒運転など根絶と安全運転の励行
③「ライト4（フォー）運動」と「原則ハイビーム」の推進
問い合わせ／生活環境課　☎（４３）６７５５
　　　　　矢板警察署　☎（４３）０１１０

運動の目的

運動の重点

　令和 5年度に矢板運動公園緑新スタジアム YAITA（陸
上競技場）・サッカー場の利用を希望する団体の申し込
みを受け付けます。
申込方法／ 12 月 15 日（木）までに、きずな館にある
申込書でお申し込みください。

そのほか／大会などの行事開催や芝生保護のため、ご希
望に添えない場合があります。事務局で調整後、2月
下旬に結果をご連絡します。
問い合わせ／施設管理公社　☎（４３）８２１０

　市、市社会福祉協議
会、（株）ビッグワン、
（株）ダイユーとの間
で締結した「買い物支
援・地域見守りと災害
時物資供給に関する包
括連携協定」に基づ
き、買い物困難地域での移動販売車の運行が始まりました。
移動販売車は、食料品・日用品専用車の 2台で巡回します。
販売品／弁当・野菜・果物・惣菜・飲み物・日用品など
そのほか／運行時間は目安です。天気や交通状況により、
変更になる場合があります。

問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

【運行ルート】
詳しくはこちら

曜日 順路 場所 時間 備考

月
曜
日

1 安沢自治公民館 10：30 ～ 11：00 毎週

2
館ノ川地内（たかはら森林組合南側）

11：30 ～ 12：00
第1・3・5

合会自治公民館 第2・4

3 ハッピーハイランド矢板自治公民館 13：30 ～ 14：10 毎週

4 木幡北山はつらつ館 14：30 ～ 15：10 毎週

曜日 順路 場所 時間 備考

木
曜
日

1 泉公民館 10：30 ～ 11：00 毎週

2 山田自治公民館 11：10 ～ 11：50 毎週

3 長井自治公民館 13：20 ～ 13：50 毎週

4 上伊佐野自治公民館 14：10 ～ 14：40 毎週

5
コリーナ矢板自治公民館

15：20 ～ 15：50
第1・3・5

コリーナ矢板調整池横 第2・4

　　令和 4年 12 月号 21※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。

　市が発注する軽易で、契約金額 50 万円未満の小規模
な建設工事や修繕工事の登録を希望される方は、書類を
添えて申請してください。
受付期間／令和 5年 2月 1日（水）～ 21 日（火）
提出方法／直接（※土・日・祝日を除く9：00～ 17：00）、
　または郵送（※必着、当日消印不可）で提出してください。
有効期限／令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日
　　　　　（令和 5・6・7年度）

そのほか／
　申請書は、総務課窓口で配布しているほか、市ホーム
ページ（トップページ＞しごと・産業＞入札参加申請・登録＞
小規模工事等契約希望者登録希望）からダウンロ－ドするこ
とができます。
提出・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市総務課  管財担当（住所不要）
　☎（４３）１１１３

　シルバーサポーターとは、市内自治公民館で行われて
いる高齢者を対象とした介護予防教室などで、体操指導
などのボランティアとして活動いただく方です。あなた
も地域のボランティアに参加してみませんか？
日時・内容／全 5回

定員／ 20 人程度
申込方法／ 12 月 26 日（月）までに、電話または直接
窓口でお申し込みください。

申込・問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６　

日時 内容 場所

① 1 月 17 日（火）

9：30 ～ 11：30

講義「シルバーサポーターとは？」
　　  「認知症サポーター養成講座」

市保健福祉
センター

② 1 月 24 日（火） 運動実技「自分の健康管理と介護予防のための体操」

③ 2 月 7 日（火） 講義「お口・歯の健康について」

④　 2 月 14 日（火） 講義「高齢期の栄養について」

⑤ 2 ～ 3 月中（未定）
9：30 ～ 11：00
または

10：00 ～ 11：30

「いきいき体操教室」の見学・体験
＊ 実際に市内の自治公民館に行き、シルバーサポーターさんの
　活動を見学、体験します。

自治公民館

　すでに年間上限の 50 ポイントが貯まっている方、年
内にポイントを貯める予定のない方は、ポイント交換の
申請を受け付けます。
日時／ 12 月 12 日（月）・13 日（火）9：00 ～ 16：00
場所／きずな館  2 階会議室
持ち物／
 ・にこにこメイト・きらりんサポーター手帳
 ・印鑑（代理人が申請する場合）
※両方の活動手帳をお持ちの方は、必ず 2冊とも提出
してください。ポイント交換の申請を別々に行うこと
はできません。

※通常のポイント交換の受付期間は、1月 4日（水）～
31日（火）です。1月中の申請にご協力ください。

※令和 5年のにこにこメイト・きらりんサポーター活
動申請受け付けも同時に行います。

【きらりんサポーター養成講座】
　新たにきらりんサポーターの活動をしたい方は、養成
講座の受講が必要です。受講後に活動手帳を交付します。
日時／ 12 月 20 日（火）13：30 ～ 1時間程度
場所／きずな館  2 階会議室
申込方法／ 12 月 13 日（火）までに、電話でお申
し込みください。

【交換対象品などの詳細について】
●シニアクラブ、きらきらサロンに参加している方
　代表者を通して、ご案内します。
●上記以外の方
　社会福祉協議会にお問い合わせください。
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００



令和 4年 12 月号22

広告⑦スミスケ
新年をむかえる前に住まいの点検修理を！新年をむかえる前に住まいの点検修理を！
       　具合の悪いところはありませんか？

　ふるさと納税は、矢板市にとって貴重な収入源となっ
ています。令和 3年度は全国の皆さまより約 2億 4,800
万円の寄附をいただき、その寄附金は、さまざまな事業
に活用されています。

　年末年始にかけて、矢板市外にお住まいのご家族やご親
戚に対し、市のふるさと納税制度のPRにご協力ください！
　寄附をいただいた市外の方へは、市の特産であるリン
ゴやイチゴなどの多彩な産品や地域事業者のサービスを
返礼品としてお送りしています。
問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

矢板市 ふるさと納税

　市内の高校生団体 YADが企画したアウトドア体験イベ
ントを今年も長峰公園で開催します！大人から子どもまで
楽しめる体験が盛りだくさんです。ぜひご来場ください。
日時／ 12 月 11日（日）11：00 ～ 16：30　＊雨天中止
場所／長峰公園  中央広場
参加費／体験エリアの入場には、協力金として 1人 100
円をいただきます。

内容／
【気球搭乗体験】
参加費／ 1 人 1,500 円　＊先着 100 人
※ 12 月 3日（土）10：00 より予約受付開始
【ツリークライミング】
参加費／ 1 人 1,000 円　＊先着 30 人
※当日 11：00 ～受付開始
そのほか／アウトドア体験としてスラックライン・モ
ルック・丸太早切り体験などが楽しめます。

問い合わせ／矢板ふるさと支援センター TAKIBI
　　　　　　☎（４７）７０１７

事前予約フォーム

詳しくはこちら

　令和 4年 12 月号 23※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。

　矢板武没後 100 年を記念して、さまざまなイベント
を開催します。イベントに参加して、矢板武の功績や本
市の歴史に触れてみませんか？
参加費／無料　
そのほか／
 ・入館料として大人 1人 150 円がかかります。学生以
下は無料です。

 ・③④の参加者には、たけりんエコバックを
プレゼントします。ぜ
ひ、ご参加ください。

申込・問い合わせ／
　生涯学習課
　☎（４３）６２１８

を

③茶道体験
　日本の伝統文化である茶道。この機会にぜひ体
験してみませんか。
日時／令和 5年 1月 14 日（土）
　　　 10：00 ～・11：00 ～　※ 1時間程度
場所／矢板武記念館  母屋
対象／小・中学生　定員／各 10 人　※先着順
入館料／参加者とその保護者 1人は無料
申込方法／ 12月23日（金）までに申込専
用フォームからお申し込みください。

①企画展「残された手紙 ～史料からみる武と人との繋がり～」
矢板武記念館では、武に関する史料を随時収集
しています。今回は、最近収集した手紙類を中心
に武と繋がりがあった方々を紹介します。
期間／ 12 月 10 日（土）～ 25 日（日）
場所／矢板武記念館  西蔵
そのほか／期間中は12日（月）、13日（火）が休館

②あんどん&和傘イルミネーション
　市内小中学生が描いた、かわいらしいイラスト
入りあんどんがライトアップされます。
日時／ 12 月 18 日（日）～ 25（日） 
　　　 16：00 ～ 20：00
場所／矢板武記念館  庭園
そのほか／期間中の休館は無し

④創作落語漫談師　田
たにしおどり

螺踊理の落語漫談
　栃木にちなんだ面白おかしい落語漫談を聞いて
みませんか。
日時／令和 5年 1月 15 日（日）
　　　 13：30 ～　※ 1時間程度
場所／矢板武記念館  母屋
定員／ 20 人　※先着順
申込方法／ 12 月 23 日（金）までに電話でお申
し込みください。

申込専用フォーム

　物価高の今、人生を楽しむために必要なマネープラン
や資産運用について学びます。
日時／令和 5年 1月 14 日（土） 10：00 ～ 11：30
場所／矢板公民館  大会議室
定員／ 30 人　＊先着順
参加費／無料

講師／足利銀行  コンサルティング営業部
持ち物／筆記用具
申込方法／ 12 月 25 日（日）までに、電話でお申し込
みください。

申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館
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提出方法／各計画担当課に直接お持ちいただくか、郵送・
ファクス・メールのいずれかでお送りください。

様式／様式は自由ですが、A4版で、住所・氏名・電話
　番号を必ず記載してください。

そのほか／お寄せいただいたご意見・ご提案は、内容を
整理し、市の考え方とあわせて、後日公表します。個
人への回答は行いませんので、ご了承ください。

詳しくはこちら

矢板市城の湯温泉センター改修事業計画矢板市城の湯温泉センター改修事業計画
閲覧・募集期間／
　12 月 26 日（月）  まで　 ＊必着
閲覧方法／
 ・商工観光課、各公民館で文書閲覧
 ・市ホームページに掲載
提出先・問い合わせ／
　〒 329-2192   （住所不要）　矢板市商工観光課　
　☎（４３）６２１１　 （４４）３３２４

kankou@city.yaita.tochigi.jp

詳しくはこちら

矢板市生活排水処理構想の見直し矢板市生活排水処理構想の見直し
閲覧・募集期間／
　12 月 27 日（火）  まで   ＊必着
閲覧方法／
 ・下水道課、各公民館で文書閲覧
 ・市ホームページに掲載
提出先・問い合わせ／
　〒 329-2164　矢板市本町 4-39　矢板市下水道課　
　☎（４３）６２１４　 （４３）９７７０

gesuidouka@city.yaita.tochigi.jp

詳しくはこちら

矢板市公共施設再配置計画（改訂）矢板市公共施設再配置計画（改訂）
閲覧・募集期間／
　12月15日（木）～令和5年1月20日（金）   ＊必着
閲覧方法／
 ・総務課、各公民館で文書閲覧
 ・市ホームページに掲載
提出先・問い合わせ／
　〒 329-2192   （住所不要）　矢板市総務課　
　☎（４３）１１１３　 （４３）２２９２

kanzai@city.yaita.tochigi.jp

詳しくはこちら

矢板市男女共同参画計画「あいプラン」5期計画矢板市男女共同参画計画「あいプラン」5期計画
閲覧・募集期間／
　12月9日（金）～令和5年1月13日（金）   ＊必着
閲覧方法／
 ・生涯学習課、各公民館で文書閲覧
 ・市ホームページに掲載
提出先・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

syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

詳しくはこちら

市では県と協働で、滞納整理に重点をおいて
徴収強化に取り組みます。

●皆さん一人ひとりが矢板市を支えています
　皆さんが納めた税金は、市が取り組む施策の重要な財
源となっています。税収が確保できないと、予定してい
た事業が行えなくなったり、必要な住民サービスが提供
できなくなったりすることがあります。
●自主的な納付をお願いします
　期限を過ぎても納付されないと、財産の滞納処分（預

貯金、生命保険、給与および不動産などの差し押さえ）
を受けることになります。また、財産調査のために住居
の捜索を行うこともあります。
　滞納処分を受けないよう、自主的な納付をお願いします。

問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

●休日収納窓口を開設します
　日時／ 12 月 11 日（日）9：00 ～ 16：30
　場所／税務課（市役所本館 2階）
　内容／市税の納付、納税相談


