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国⺠健康保険および後期⾼齢者医療保険加⼊の皆さんへ
⼈間ドック・脳ドックでからだの定期点検を

　市では、国民健康保険および後期高齢者医療保険の加
入者の健康保持と潜在性疾患の早期発見のため、人間ドッ
ク・脳ドックの受診費用の一部を助成しています。この機
会にぜひご利用ください。
対象／
①矢板市国民健康保険加入者（保険税完納世帯）で、受診日
　に満35歳以上75歳未満の方（※疾病治療中・妊娠中を除く）
②矢板市に住所を有している、栃木県後期高齢者医療保険
　加入者（保険料の未納のない方）
助成額／
　18,000円（全コース共通）
　表の上段…自己負担額（総額ー助成額）
　表の下段（）内…総額（助成額を含む額）

定員／矢板市国民健康保険加入者　　   450 人　
　　　栃木県後期高齢者医療保険加入者　30人　＊先着順

※定員に達した場合は、市ホームページ（トップページ＞組
　織でさがす＞健康増進課＞人間ドック・脳ドックでからだの定期
　点検を）でお知らせします。
申込方法／
　5月24日（火）9：00から、保険証、印鑑をお持ちにな
り、お申し込みください。
そのほか／
　同じ年度内には「人間ドックの助成」「脳ドックの助成」
「特定健診」のうち、どれか一つしか受けられませんので
ご注意ください。
申込・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

　市では、第 2次 21世紀矢板市総合計画の目標人口
（33,700 人）を達成するために、さらなる定住促進を図る
ことを目的とし、市内に新たに住居を求める方に対して、
補助金を交付しています。
　平成23年10月からこの制度を開始し、383人の方（平
成28年 3月31日現在）が利用しています。
補助条件／次のすべてに当てはまる方
①新たに矢板市内に住宅を取得し、その住宅に住民票を異
　動し、実際にそこに住むこと。
②新たに取得した住宅に2人以上で入居し、5年以上の定
　住を誓約すること。
③住宅の所有者が、登記簿に記載された権利取得の時点で
　45歳以下であること。
④新たに取得した住宅に同居する世帯員全員に、市税等の
　滞納がないこと。
※市外から転入する方だけでなく、市内で転居する方も対
　象となります。ただし、増改築・建て替えなど、転入・
　転出を伴わない場合は対象になりません。
申請期限／
　登記簿に記載された権利取得の日から1年以内

補助金額／
 

補助対象外／
①公共工事に伴う住居の移転
②建て替えのための一時的な転居　など
そのほか／
　詳しくは、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞
総合政策課＞「暮らし」のびのび定住促進補助金）をご覧いただ
くか、お問い合わせください。
申請・問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

市内にマイホームを取得する⽅へ
⽮板市「暮らし」のびのび定住促進補助⾦募集

基本補助（①～④のいずれか）
①新規用地購入 ＋ 住宅新築
　※住宅新築とは、工事完了日より1年以内の住宅で、
　　まだ人が移住したことがないものです。

50万円

②住宅のみ新築　 40万円
③用地 ＋ 中古住宅購入 30万円
④中古住宅のみ購入 20万円

＋
条件による加算（該当する場合追加）
⑤18歳以下の生計を共にする子どもがいる場合、
　子ども1人につき 5万円

⑥矢板市内の建築業者を利用した場合 5万円

募集

募集
　矢板市 ・笠間市子ども
会交流会を矢板市で開催
します。
　笠間市の仲間たちと交
流しながら、さまざまな
体験ができますので、ぜ
ひご参加ください。

日時／ 5月29日（日）＊雨天決行
　　　9：00生涯学習館集合　16：00解散予定
場所／県民の森（雨天時は県民の森と市体育館）
内容／
①県民の森ミニオリエンテーリング
②オリジナルコースターづくり、または小枝を使った鉛筆づくり

対象／市内在住で、全国子ども安全共済会に加入している
　　　小学2～ 6年生
定員／ 50人　＊申込多数の場合には抽選。後日、参加の
　　　　　　　　可否についてお知らせします。
参加費／ 500円（昼食代等）＊当日集金します。
申込方法／
　学校を通じて配布されるチラシの申込用紙に必要事項
を記入の上、5月10日（火）17：00（＊必着）までに、
直接お持ちいただくか、郵送またはファクスでお申し込み
ください。
申込・問い合わせ／
　矢板市子ども会連合会事務局（生涯学習課内）
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６ 

⽮板市⼦ども会連合会主催事業
⽮板市・笠間市⼦ども会交流会

種目 日時 場所 内容

スラックライン 6月1・8・15・22日（水）

19：30

21：00

市体育館
綱渡りを低く短くして、誰でも楽しめるように進化させたスポ
ーツです。バランス感覚や集中力・体幹などが鍛えられます。
講師／ T-RoX Bouldering Gym. 田﨑　学氏

ソフトバレーボール
＆さいかつぼーる 7月6・13・20・27日（水） 市体育館

ネット型球技で、いずれもバドミントンコートを使用し競技し
ます。さいかつぼーるは、おにぎり型のボールで予想外の弾み
方をします。ぜひ体験してください。

ヨガ
8月2・9・23・30日（火）
9月6・13・20・27日（火）

生涯学習館
体育室

ヨガはどなたでも気軽に取り組むことができます。体の中の血
液・リンパの流れをよくし、疲労の回復をしましょう。
当日は、マット・タオル・水分をお持ちください。
講師／木村　賢子氏

スポーツ吹き矢 10月5・ 12・19・26日（水） 市体育館
肺活量が鍛えられるため、健康にもよいとされ、全国的に競技
者が増えている競技です。実施には専用マウスピースが必要に
なりますが、当日100円で購入できます。

健康ひろば
　健康ひろばは、毎月違ったスポーツを楽しむ教室です。
誰でも気軽に楽しめるスポーツ講座を開催します。
　「健康のために運動をしたいが、何をしたらいいかわか
らない」「何かスポーツ始めたいが、きっかけがない」「新
しいスポーツにチャレンジしたい」と思っている方、ぜひ
参加してみませんか？
対象／小学生～一般の方
参加費／ 1回100円
指導者／スポーツ推進委員、外部講師
※当日参加も可能ですが、できるだけ事前にお申し込みく
　ださい。
申込・問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

募集

6 月開催の新種目・スラックラインをご紹介！
　テンションを張った専用ライン上で楽しむスポーツです。上
達すれば片足立ちやジャンプなどもできます。
　乗るだけで面白く楽しめるとともに、トレーニング性も優れ、
人気が高まっています。ぜひ、体験してみてください。

〜

【募集内容】
●クーポン情報　●求⼈情報
●サークル活動の仲間募集

▲友だち追加はコチラから

     http://fi des.jp.net
     0287-47-5846　      0287-47-5572FAX
HP
TEL

▲

　　 　　 ⽮板市公式 L I N E⽮板市公式 L I N E

「「やいこみゅやいこみゅ」」 に
情報掲載しませんか？

【掲載ご希望の⽅】
●電話 ・ FAX から
●やいこみゅの個別トークから（他の⽅には⾒えません）

「やいこみゅ」 運営会社

 （昨年の子ども交流会の様子）

●ヤマハ音楽教室　●ヤマハ英語教室

●ピアノ ･エレクトーン個人レッスン

●フルート教室　　●おとなのピアノ　

http://lumbiny.com/http://lumbiny.com/

お気軽にお問い合わせください!!

株式会社 ルンビニー楽社株式会社 ルンビニー楽社

矢板センター
矢板市扇町 2-2-1
℡ 0287(43)2728

日光市今市456（かましん4F）
℡ 0288(22)5325

ミュージックセンター今市

○○
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歴史講座 ⼤河ドラマ「真⽥丸」
　大河ドラマ「真田丸」をテーマに時代背景を紐解きます。
定員／ 42人　＊先着順
参加費／無料（館外研修を除く）
持ち物／筆記用具、メモ帳
講師／新井　正義先生　　　
申込方法／ 5月22日（日）8：30から、片岡公民館に直接
　　　　　お申し込みください。

そのほか／
 ・館外研修は実費負担、33人のみ参加できます。詳細は、
　後日お伝えします。
 ・各個人でお申し込みください。（同居の家族のみ代理可）
 ・電話申し込みは受け付けていませんので、ご注意ください。
問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　＊月曜・祝日休館

開催

和
わ

い輪
わ

い学級
　暮らしに役立つことを学びながら、仲間との交流や生
きがいを見つけてみませんか？
　1回目の交流会で、4・5・8回目の内容を検討します。
対象・定員／ 50 ～ 60 歳の方・20 人　＊先着順
参加費／無料（材料費、館外研修は実費負担）

申込方法／
　5月 17 日（火）から、電話でお申し込みください。　
申込・問い合わせ／
　片岡公民館　☎（４８）０１０１
　＊月曜・祝日休館

開催

　　　　　　　　　　　日時 内容 場所
① 6月21日（火）

10：00

11：30

開講式　交流会（コミュニケーションを楽しもう） 片岡公民館 研修室

② 7月 5 日（火） 山野草の会による苔玉作り 片岡公民館 コミュニティホール

③ 8月30日（火） 「物と心の整理」よりよい収納と暮らしの提案 片岡公民館 研修室

④ 9月21日（水） 館外研修（内容は未定） 未定

⑤ 10月26日（水） 内臓脂肪すっきりトレーニング（予定） 片岡公民館 研修室

⑥ 11月22日（火） たかはら学園に行ってみよう（ボランティア活動） たかはら学園

⑦ 12月20日（火） 健康料理教室 片岡公民館 調理室

⑧ 1月25日（水） 閉講式　珈琲の美味しい入れ方講座（予定） 片岡公民館 調理室

　　　　　　　　　　　日時 内容 場所
① 6月 4 日（土）

10：00

12：00

真田氏の起りと特異な異能集団

片岡公民館  研修室

② 7月 2 日（土） 武田氏に服属　24 将の中に入る

③ 8月 6 日（土） 本能寺の変後の真田氏の去就

④ 9月 3 日（土） 豊臣政権下の真田氏

⑤ 10月 1 日（土） 関ヶ原の戦＝小山評定と犬
い ぬ ぶ せ

伏の別れ

⑥ 10月29日（土） 館外研修
小山評定所、太平山謙信平（昼食）、佐野犬伏薬師堂、唐沢山城跡

⑦ 11月 5 日（土） 大阪冬の陣・夏の陣

⑧ 12月 3 日（土） 次年度　徳川四天王・井伊家の女城主

栃⽊県シルバー⼤学校 第38期⽣ 
　栃木県シルバー大学校は、高齢者の健やかで生きがい
のある人生を支援するとともに、地域活動実践者の養成を
目指しています。宇都宮市に中央校、栃木市に南校、矢板
市に北校があり、学区の定めはありません。
定員・学校説明会／

　入学希望の学校説明会に直接お越しください。学校の
目的・授業内容・学生自治会活動等を詳しく説明します。
学習期間／
　2年間（10月入学～平成30年 9月卒業）でおおむね週1回
　10：00～12：00、13：00～15：00の 4時間

授業料／
　年額20,550円（授業料、資料代込み）
　※授業教材費、自治会費・クラブ活動・交通費等は自己負担
応募資格／
① 60歳以上（平成29年 3月31日現在）で県内在住の方
②地域活動を実践している、または地域活動に意欲がある方
③第25期生（平成17年度）以降のシルバー大学校を卒業し
　ていない方
※50歳（平成29年 3月31日現在）～60歳未満の方でも、
　他の要件を満たし、市町長の推薦があれば応募できます。
応募期間／
　6月1日（水）～30日（木）＊当日消印有効
応募方法／
　入学願書に必要事項記入の上、返信用封筒（82円切手
貼付）とあわせて、入学を希望するシルバー大学校に持参、
または郵送してください。
※市長の推薦が必要な方は市高齢対策課にご提出ください。
問い合わせ／
　栃木県シルバー大学校北校　☎（４３）９０１０
　市高齢対策課　☎（４３）３８９６

募集

定員 学校説明会

中央校
（宇都宮市駒生町3337-1）
☎０２８（６４３）３３９０

320人
水曜・木曜
各160人

① 5月19日（木）
②6月 6 日（月）
　各日10：00～

南校
（栃木市神田町9-40）
☎０２８２（２２）５３２５

120人
（金曜日）

①5月18日（水）
②6月 7 日（火）
　各日10：00～

北校
（矢板市矢板54）
☎０２８７（４３）９０１０

120人
（火曜日）

①5月20日（金）
②6月 9 日（木）
　各日10：00～

郷⼟資料館市⺠作品展
　矢板市文化協会に所属する元

げんよう か い

陽会、峯
ほ う び か い

美会の絵画作品
展を開催します。

場所／郷土資料館  多目的ホール
そのほか／常設展は、通常通りご覧いただけます。
問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３
　　　　　　＊月曜休館

開催⼿打ちうどん講座
　うどんを打ってみませんか？工程ごとに指導いただきな
がら、500ｇのうどんを打ちます。自分で打った「うどん」
は、お持ち帰りいただけます。
　また、講師の先生の極上「うどん」試食もできます。
日時／ 6月11日 (土 )　9：00～13：00
場所／勤労青少年ホーム
定員／ 10人　＊先着順、初心者歓迎
参加費／ 500円
講師／山口　一夫先生
持ち物／
　メモ帳、エプロン、三角巾、タッパー（持ち帰り用）など
申込方法／
　5月16日（月）～ 23日（月）9：00～ 19：00（土・日
は17：00まで）に、勤労青少年ホームにある申込用紙に
記入の上、参加費を添えてお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　勤労青少年ホーム　☎（４３）８２１０

募集

〜

●峯美会作品展
　峯美会の会員12人が描いた油絵、約30点を展示します。
日時／ 6月1日（水）～5日（日）10：00～16：00
　　　※最終日は15：00で終了

●元陽会元陽展～出品者同人会～
　元陽会の会員7人が描いた油絵、日本画など約20点を
展示します。
日時／ 5月13日（金）～22日（日）10：00～16：00
　　　※初日は12：30開場、最終日は15：00で終了

〜

英会話@ブリジック英会話@ブリジック
～一歩先へ　国境を、言葉を、そして文化を超えて～～一歩先へ　国境を、言葉を、そして文化を超えて～

0287-55-0011
info@bridgic.com
http://bridgic.com

☎
✉

株式会社ブリジック（⽮板市幸岡1373）

○ 光発電＆電波時計 なんて自然な
見えごこち！
遠近両用相談会
5月 11日（水）18日（水）25日（水）

10 気圧防水

○ ○

日常英会話をマスターして
みませんか？メール、電話
でお申し込みください！

入会金（1万円）（1万円）………………
体験入学 ……………体験入学 ……………
初月分月謝 …………初月分月謝 …………

無料無料
半額半額

入会入会会金金金金金入会金金金
こちらをご覧になり、2016年 5月中にお申し込みの方に限りこちらをご覧になり、2016年 5月中にお申し込みの方に限り
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第 1 回登⼭教室 茅
か や が た け

ヶ岳（⼭梨県）
〜深⽥久弥終焉の地 標⾼ 1,704m レベル中級〜

日時／ 5月28日（土）　矢板市役所 4：30集合
対象／市内に在住・在勤・在学している方
定員／ 30人
参加費／
　7,000円（保険料、入浴代等を含む）
　＊説明会で集金します。
申込方法／
　5月20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
説明会／
　5月24日（火）19：00～
　生涯学習館2階  研修室1
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

募集 キッチンやいた登録者〜⽶・野菜を寄付できる⽅〜
　キッチンやいたとは、生活困窮者自立支援制度を利用し

ている方の相談に応じて、寄
付登録者との間を社会福祉協
議会がコーディネイトする仕
組みです。

　生活困窮者支援のために、農家の方や家庭菜園で米や
野菜を作っている方に事前登録をしていただき、必要に応
じて米や野菜の寄付を依頼します。
　寄付の際には、登録者に連絡をしてから、社会福祉協議
会の職員が伺います。ご協力いただける方は、社会福祉協
議会で登録をお願いします。

活動の流れ／

問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

りんごの会（家族介護のつどい）に来てみませんか？
　日ごろ、介護で大変に感じていること、対応の仕方がわ
からず困っていること、誰かに話したくてもなかなか話せ
ずに悩んでいることなどはありませんか？
　「りんごの会」は、介護経験者の方や現在介護中の家族
の方が集まり、お互いにアドバイスをしあっています。
　6月10日（金）は食事会、9月5日（月）はお出掛け研
修を予定しています。また、クリスマスリース作り、食事
会なども行う予定です。お気軽にご参加ください。

日時／ 5月13日（金）、 6月10日（金）、7月8日（金）
　　　9月5日（月）、 10月3日（月）、 11月7日（月）
　　　12月15日（木）、平成29年 2月6日（月）
　　　3月6日（月）　各日9：30～11：30
場所／市保健福祉センター1階
申込方法／
　開催前日までに電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

募集

いきいき体操教室
　いきいき体操教室は、おおむね65歳以上の方を対象に
市内16カ所の自治公民館で開催しています。内容は、す
こやか体操、季節に合わせた歌など、主に＊シルバーサポー
ターさんが展開しています。
　中、末広町、矢板三区、コリーナ矢板、木幡西、針生、荒井、
成田ハッピー自治会、富田では、いきいき体操教室を自主
活動とし、地域住民の力で活動をスタートしています。開
催を希望される団体や行政区、また、参加希望の方はぜ
ひお問い合わせください。

＊シルバーサポーターとは…
　いきいき体操教室などボランティアとして活躍する方で、市主
催の講座を受けていただいています。シルバーサポーターとして
活躍していただける方も、ぜひお問い合わせください。

開催自治公民館等
中、末広町、矢板三区、コリーナ矢板、木幡西、東町、木幡東、
成田、針生、荒井、つつじが丘、成田ハッピー自治会、幸岡、
大槻、倉掛、富田

問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

募集

　生活保護に至る前のさまざまな困難の中で、生活に困窮
している方の自立の促進を図ります。
支援の流れ／
①経済的な困りごとなどを相談支援員にお話しください。
　生活状況と課題を分析します。
②自立への目標や支援内容を一緒に考え、あなたに沿った
　支援計画を作ります。
③支援計画に沿って、関係機関と連絡を取りながら、自立
　に向けて支援を行います。

相談できる方／（①、②どちらにも該当する方）
①市内在住の方で生活保護を受給していない方
②生活にお困りで、最低限度の生活を維持することができ
　なくなる恐れのある方
相談窓口／
　社会福祉協議会（矢板市扇町2-4-19 きずな館内）
開設日時／
　月～金曜日　8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度をご利⽤ください

募集

歩き・み・ふれる歴史の道
　市文化財愛護協会の会員による解説を聞きながら、寺山
地区と平野地区の文化財をめぐります。
　矢板市の文化に触れながら、健康ウォーキングをしてみ
ませんか？
日時／ 5月28日（土）9：00～12：00
　　　8：50生涯学習館駐車場集合　
見学地／
　寺山観音寺、長坂の石地蔵、豊年塚、平野箒根神社など
　（歩行距離 約 3.5km）

定員／ 25人　＊先着順
参加費／
　100円（保険料）
　※文化財愛護協会会員は無料
必要なもの／
　飲み物、雨具、参加費、ウォーキングに適した服装
申込方法／
　5月20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　☎（４３）６２１８

募集

⻄の森ふれあいスクール（⻄⼩放課後⼦ども教室）指導員
※サポーター（ボランティア）は随時募集中

　放課後の時間帯を活用して、子どもたちに学習や体験の
機会および安全な遊び場を提供するふれあいスクールの
指導員を募集します。
募集人数／ 1人
賃金／時給820円
任用期間／ 7月1日～12月31日（更新有、最長1年間）
勤務時間／
　小学校終了時間（おおむね14：30）～18：00まで
　月16日程度
勤務場所／西小学校
仕事内容／
　活動時の安全指導、ふれあいスクールの企画・運営

応募方法／
　5月18日（水）17：00（＊必着）までに、市販の履歴
書に必要事項を記入し、直接、または郵送で提出してくだ
さい。（※郵送の場合、封筒の表に「ふれあいスクール指
導員申込」とご記入ください。）
選考方法／面接（日時、場所は後日連絡）
そのほか／
　西の森ふれあいスクールサポーター（ボランティア）も
募集しております。興味のある方は、ぜひご連絡ください。
応募・問い合わせ／
　〒329-2165　矢板市矢板106-2　矢板市生涯学習課
　☎（４３）６２１８

募集

○
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防災⾏政無線の放送内容はメール等で確認できます
防災行政無線で放送される気象警報等の緊急情報は、
放送と同時にお手持ちの携帯電話やパソコンのメールで受
信することができます。
メール登録方法／
①右記のQRコードを読み込む、または
　直接メールアドレスを入力して、
　そのままメールを送信してください。
　✉regist@mobile.city.yaita.tochigi.jp
②すぐにメールが届きますので、メール内のアドレスに
　アクセスして、登録作業を行ってください。

そのほか／
・メールが届かない場合は、迷惑メール設定などが影響
　していますので、受信設定を確認するか、携帯電話各
　社の窓口でご確認ください。
　※mobile.city.yaita.tochigi.jpのドメインからのメールを
　　受信できるようにしてください。
・メール登録方法がわからないときには、お気軽にお問い
　合わせください。
・防災行政無線の放送は、☎（４３）５１５１に電話する
　ことで自動音声でも確認することができます。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

森林の伐採には伐採届の提出が必要です
　森林や平地林の立木を伐採する場合や、森林を伐採し
て別な用途として利用する場合には、市へ事前に伐採届（伐
採及び伐採後の造林届出書）の提出が必要です。
　伐採届とは、森林法第10条の 8に規定されている届出
で、たとえ自分の森林であっても立木を伐採する場合には
届出をしなければなりません。 無届で伐採を行った場合は、
植栽を行って再び森林に戻すよう指導されたり、罰金が科

せられたりすることもあります。
　また、1ヘクタール（10,000㎡）を超える森林の開発行
為や保安林内での伐採については、別な手続きが必要とな
ります。ただし、届出を必要としない場合もありますので、
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ／商工林業観光課　☎（４３）６２１１

６⽉１⽇〜７⽇は⽔道週間
〜じゃ⼝から 安⼼とどけ 未来まで〜（第 58 回⽔道週間スローガン）
　水道は、私たちの毎日の暮らしに欠かせないものです。
水源からじゃ口まで流れる水道水は、さまざまなところで、
水質がきびしく管理されています。
　市では、皆さんに安全でおいしい水をお届けするため、
水道法に基づいた水質検査、放射性物質測定を定期的に
実施しています。検査結果を市ホームページに掲載してい
ますので、ご覧ください。
問い合わせ／
　上下水道事務所
　☎（４４）１５１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６⽉ 1 ⽇は⼈権擁護委員の⽇
〜考えよう相⼿の気持ち  育てよう思いやりの⼼〜
　6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。
　人権擁護委員とは基本的人権を守るため、相談業務や
人権擁護のPRをしています。
●矢板市の人権擁護委員は、次の方々です。
　伴　敏子さん（鹿島町）　高野　茂さん（上町）
　矢板永子さん（沢）　　　坂井隆雄さん（東泉）
　江面晃一さん（片岡）　　村上芳江さん（越畑）　

●特設人権相談所を開設します
　日時／ 6月3日（金）10：00～15：00
　場所／保健福祉センター2階相談室
　相談内容／
　　親子、夫婦、名誉、虐待など人権に関すること

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

5 ⽉ 12 ⽇は⺠⽣委員・児童委員の⽇
〜広げよう 地域に根ざした 思いやり〜
　全国民生委員児童委員連合会では、5月12日を「民生
委員・児童委員の日」とし、5月12日から18日までの１
週間を活動強化週間として民生委員・児童委員の活動を
地域の皆さんに知っていただくため、PR活動を行います。
　皆さんの地域でも民生委員・児童委員が活動していま
すので、この機会に関心とご理解を寄せていただきたいと
思います。また、民生委員・児童委員、主任児童委員は秘
密を厳守することが義務付けられています。福祉に関する
悩みがある方は安心してご相談ください。
　担当区域の民生委員・児童委員、主任児童委員が分か
らないときは、お問い合わせください。

矢板第一地区民児協　「秋まつり」にて

問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

ごみの減量にご協⼒ください
　ご家庭から排出されたごみを処理している塩谷広域環
境衛生センターは、使用開始より25年が経過し、当初想
定した耐用年数を超えて稼働しています。
　さらに、社会情勢の変化によってごみの量や内容物も変
化しており、施設への負担も大きくなっています。現在の
状況をご理解いただき、ごみの減量にご協力ください。
●生ごみの水切りはしっかりと
　水分を減らすことで、安定した焼却が行えます。また、
コンポストなどを利用し、生ごみを出さない生活も取り入
れましょう。
●雑かみの分別を徹底してください
　可燃ごみの中には、リサイクルできる紙類がたくさん含

まれています。分別をしっかりすることで、可燃ごみの減
量につなげましょう。
●拠点回収にご協力ください
　発泡トレイやペットボトルなどは、市の施設やスーパー
マーケット等で実施している拠点回収にご協力ください。
●事業に伴うごみの区分は徹底してください
　事業者が一般廃棄物として出せるごみは、基本的に生ご
みのほか、リサイクル不可能な紙類となります。持ち込ま
れるごみの中には、産業廃棄物と疑われるものが多数見受
けられています。事業者の責任として、適正な処分をお願
いします。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

⽣ごみ処理機器の
設置費⽤補助⾦

　生ごみの資源化や再利用、減量を図ることを目的として、
生ごみ処理機などの購入費用の一部を補助します。ぜひご
利用ください。
助成額／
●機械式生ごみ処理機
　購入額の2分の1以内で、上限30,000円
　市内の登録店で購入したものに限る
●生ごみ処理容器（コンポスト・ボカシ容器など）
　購入額の2分の1以内で、上限3,000円
　1世帯 2個まで
※予算には限りがありますので、購入した際はお早めの申
　請をお願いします。
※詳しくは、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞
　くらし安全環境課＞生ごみ処理機器の設置を補助します）をご覧
　ください。
申込・問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

募集 資源ごみ回収団体報償⾦
制度をご利⽤ください
　自治会、子供会等の団体が、家庭から出た空き缶やペッ
トボトル、古紙類等の資源物を回収した場合、その回収量
に応じて年3回、報償金を交付します。
報償金／
　3,000円＋品目ごとの単価×収集量により算出
　1回あたり上限30,000円
申請方法／
　毎年度、登録が必要となりますので、必ず届出書を提出
の上、年3回の申請期間に合わせ、実績報告書を提出して
ください。
注意点／
　会社などから排出された資源物は対象外となります。
※詳しくは市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞くら
　し安全環境課＞＞ごみ・リサイクル＞資源物回収団体報奨金）を
　ご覧ください。
申込・問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

水質検査結果 放射性物質測定結果


