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4⽉は固定資産税縦覧期間です
（1）土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税納税者は、「自己の土地または家屋の価格」
のほか、「市内のほかの土地または家屋の価格」が確認で
きます。 

縦覧期間／ 4 月1日（金）～5月2日（月）
　　　　　8：30～17：15（土･日･祝日を除く）
縦覧場所／税務課（本館2階） 
縦覧手数料／無料（帳簿のコピーはしません）

縦覧できる方 閲覧できる帳簿 縦覧に必要なもの
・固定資産税納税者
・納税管理人
・納税者と同居の親族 ・固定資産税（土地）の納税者

　→土地価格等縦覧帳簿
・固定資産税（家屋）の納税者
　→家屋価格等縦覧帳簿

・納税者の納税通知書または課税明細書
・縦覧者の本人確認書類
　（運転免許証・健康保険証等）

納税者の代理人

・納税者の納税通知書または課税明細書
・代理人の本人確認書類
　（運転免許証・健康保険証等）
・委任状

閲覧できる方 閲覧できる帳簿 閲覧に必要なもの

①固定資産税の
　 納税義務者

納税者
当該納税義務に係る固定資産

・納税者の納税通知書または課税明細書
・本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）

免税点未満の所有者※2 ・本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）
②借地人 借地権、その他の使用、または

収益を目的とする権利（対価の
支払い有り）を有する方

当該権利の目的である土地
・賃貸借契約書の原本
・本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）③借家人 当該権利の目的である家屋と

その敷地である土地
④固定資産の処分をする権利を有する一方の方 当該権利の目的である資産 お問い合わせください

①～④の代理人 委任された固定資産

・上記の①～④に該当する書類
・委任状　
・代理人の本人確認書類
　（運転免許証・健康保険証等）

（2）固定資産課税台帳の閲覧
閲覧期間／通年　8：30～17：15（土･日･祝日を除く）
閲覧場所／税務課（本館2階） 
閲覧帳簿／固定資産課税台帳
（記載事項：縦覧帳簿に記載された事項、課税標準額※1など）
縦覧手数料／縦覧期間中は無料（通常は有料）

※1  土地や家屋の評価額に特例措置などを加味したもの。
　　 これに税率を掛けたものが税額となります。
※2  市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞ
　　 れの課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産
　　 150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。

申請できる方 証明事項 申請に必要なもの
（2）の表　「閲覧できる方」参照 固定資産税課税台帳に記載され

ている事項（裁判用は課税標準
額を省きます）

（2）の表「閲覧に必要なもの」参照
民事訴訟費用等に関する法律の「訴え･控訴・上
告の提起」などの申し立てをする方

・申し立てに使用する書類（原本）
・本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）

（3）固定資産税課税台帳の記載事項の証明書交付
受付日／通年　8：30～17：15（土･日･祝日を除く）
　

証明手数料／土地（家屋）が5筆（5棟）まで200円
　　　　　　それ以上は1筆（1棟）ごとに40円ずつ加算

問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

軽⾃動⾞、バイク、トラクターなどの廃⾞・変更⼿続きは
お済みですか？⼿続きは 4 ⽉ 1 ⽇（⾦）までに！
　軽自動車税は、毎年4月1日に登録されている車両に課
税されます。使えなくなったり、譲ったりして車両はない
のに、廃車や名義変更などの手続きを忘れていませんか？

　4月1日までに手続きしないと、平成 28年度軽自動車
税が課税になりますので、忘れず、お早めに手続してくだ
さい。

車の種類 問い合わせ
原動機付自転車

（125㏄以下のバイクなど） 市税務課　☎（４３）１１１５
※廃車手続きには、所有者の印鑑とナンバープレートが必要です。
　ナンバープレートを紛失した場合は、弁償代として200円かかります。小型特殊自動車

（コンバイン、トラクターなど）
二輪の軽自動車・小型自動車
（125㏄を超えるバイクなど）

関東運輸局栃木運輸支局　☎０５０（５５４０）２０１９　※アナウンスが流れます。
宇都宮市八千代1-14-8

四輪の軽自動車 軽自動車検査協会栃木事務所　☎０５０（３８１６）３１０７
宇都宮市西川田1-2-37

⽮板市⽣活排⽔処理構想を策定しました
　12月に実施したパブリックコメントでは、1人の方から
3件のご意見・ご提言をお寄せいただきました。貴重なご
意見ありがとうございました。
　これを受け、市では2月に「矢板市生活排水処理構想」
を策定しました。策定にあたり実施したパブリックコメン
トの結果および策定した計画について公表します。
閲覧期間／ 3月25 日（金）まで

閲覧方法／
　①上下水道事務所下水道班および各公民館で文書閲覧
　②市ホームページ内に掲載
※閲覧期間後も策定した計画は、市ホームページで閲覧す
　ることができます。
問い合わせ／
　上下水道事務所　下水道班　☎（４３）６２１４
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

⽮板市総合計画（後期基本計画）策定に係る
パブリックコメント

　「矢板市総合計画（後期基本計画）」を策定するにあた
り、市民の皆さんのご意見・ご提言を計画に反映させるた
め、広く意見等を募集します。
募集期間／
　3月11日（金）まで　＊必着
閲覧方法／
　①総合政策課および各公民館で文書閲覧
　②市ホームページ内に掲載
応募方法／
　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。
問い合わせ／
　〒329-2192　矢板市本町5-4　矢板市総合政策課
　☎（４３）１１１２　 （４３）２２９２
　✉ yaitasousei@city.yaita.tochigi.jp 
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/

募集

矢板ラーメン店
人気投票

感謝サービスデー店店
第第11 位位 ※来店者様限り※来店者様限り

／／  ～ ～ ／／３３1818 ３３2121金

味一番味一番
営業時間
　11：00～ 14：00
　17：00～ 19：45
電話　0287（43）0012
場所　矢板郵便局となり

祝

当店の 当店の 旨・辛旨・辛
人気ラーメン3品人気ラーメン3品

酸辣湯麺酸辣湯麺 坦々麺坦々麺麻婆麺麻婆麺

500500円円　　　　　　350350円円でご提供！でご提供！

○○

【4/1～5/2のみ無料】

醤油醤油
ラーメンラーメン
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第 38 回⽚岡地区コミュニティ新春マラソン⼤会
　1月17日（日）矢板南産業団地で、38回目となる片岡
地区コミュニティ新春マラソン大会が開催されました。晴
天に恵まれたこの日は、391人の方が参加しました。
　また、今年もプロバスケットボールチームの「リンク栃
木ブレックス」の選手が参加し、サイン会やフリースロー
大会を行うなど、参加者との交流を深めていました。
【各クラス優勝者】

結果

第 57 回栃⽊県郡市町対抗駅伝競⾛⼤会
　1月31日（日）10：00の号砲とともにスタートした第
57回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会。31チームの選手た
ちが、それぞれのまちの誇りをタスキに込め、栃木県庁か
ら栃木市総合運動公園の往復路10区間60.02kmを駆け抜
けました。矢板市チームでは、第7・8区で小山愛実さん
（高校2年生）、強志さん（荒井）の親子リレーが実現。親
子の絆で見事タスキをつなぎました。
　また、同日第 8回栃木県小学生駅伝競走大会が栃木市
総合運動公園で開催され、6区間 9.073kmを、小学生男
女が走りました。矢板市からは2チームが参加し、両チー
ムとも見事完走。一生懸命頑張る姿が印象的でした。 
●第57回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会

●第8回栃木県小学生駅伝競走大会

問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

結果

種目 氏名

小学生 1・2年
男子 疋田　知希（宇大附属小 2年）
女子 渡邉　芹菜（東小 2年）

小学生 3・4年
男子 山口　凛貴（川崎小 4年）
女子 岩崎　有沙（片岡小 4年）

小学生 5・6年
男子 宮下　歩樹（三島小 6年）
女子 千野根愛理（矢板小 6年）

中学生
男子 門間　大輔（片岡中 3年）
女子 加藤麻比瑠（片岡中 2年）

一般
男子 塚原　淳之（那須拓陽高 3年）
女子 小山　愛実（那須拓陽高 2年）

家族マラソン 深井真生・聡（矢板市）

姉妹都市交流事業交付⾦申請団体
　姉妹都市である茨城県笠間市との交流活動を推進する
ため、笠間市との交流事業を行う団体に対し、姉妹都市交
流事業費交付金を交付します。
対象／
　次に当てはまるに市内の市民団体（5人以上）など
 ・市内小・中・高等学校の児童生徒および指導者
 ・市内在住の社会人（大学生を含む）
 ・その他市長が特に認めた者
交付金額／
 ・事業の必要経費の2分の1で、上限10万円。
 ・一団体において対象事業を各１回まで、計2回の交付を
　限度とし、食糧費（飲食代）は補助対象外とします。

対象事業／
　①矢板市団体の笠間市訪問による交流事業
　②笠間市団体の矢板市訪問による交流事業
募集期間／ 4 月1日（金）～28日（木）
※申請が少ない場合は、予算の範囲内で随時受け付けます。
※申請が多数の場合は、抽選になります。
そのほか／
　詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせ
ください。
申込・問い合わせ／
　総合政策課　政策企画担当　☎（４３）１１１２
　  http://www.city.yaita.tochigi.jp/ 

募集

3/30（⽔） ⽚岡駅⻄⼝通りが開通します
　片岡駅西口通りが3月30日（水）に開通します。当日
は10：00～ 開通式が行われ、テープカットや関係者によ
る通り初めが行われた後、14：00～ 一般通行ができるよ
うになります。
　これにより、片岡駅西口と片岡西通り（県道矢板那須線）
や、昨年度開通した片岡駅東西自由通路と橋上駅舎が連
結され、駅周辺の渋滞緩和と東西連絡による利便性の向
上が図られることになります。
　片岡駅西口駐車場も4月1日（金）から利用できるよう
になりますので、ぜひご活用ください。
問い合わせ／
　都市建設課　市街地整備班　☎（４３）６２１３

スポーツ安全保険
　スポーツ安全保険とは、スポーツ・文化・ボランティア・
地域活動などを行う5人以上のグループを対象として、活
動場所への移動を含め、活動中に起きた傷害や賠償責任
を負う事故等を補償する保険です。
保険期間／ 4 月1日（金）～平成29年 3月31日（金）（1年間）
※4月1日以降の申し込みは、掛け金振り込みの翌日から
　平成29年 3月31日までとなります。
掛け金／年1人 800円～1,850円（掛け捨て）
※活動内容や年齢区分により異なります。
※平成28年度から、65歳以上の方は年1,200円 /人となり、
　補償額も引き下げとなります。
申込方法／
　生涯学習課にある加入依頼書に記入の上、足利銀行、
またはゆうちょ銀行でお申し込みください。
問い合わせ／
　市生涯学習課　☎（４３）６２１８
　スポーツ安全協会栃木県支部　☎０２８（６２２）７８７８

募集 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
交換します。交換対象のお宅には検針員を通じて事前にお
知らせし、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。なお、交換作業中
は断水となりますが、ご協力をお願いします。
　また、交換に際して立会いは不要ですが、宅地内へ立入
りますのでご了承ください。交換費用は無料です。
交換期間／
●水道料金偶数月納付の方
　4月18日（月）～11月10日（木）
●水道料金奇数月納付の方
　5月17日（火）～12月10日（土）
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

片岡駅
西口駐車場

西口
ロータリー

開通区
間

問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１

記録 順位
往路 1 時間 41 分 26 秒 25 位
復路 1 時間 39 分 44 秒 17 位
総合 3 時間 21 分 10 秒 19 位

記録 順位
矢板 Aチーム 35 分 54 秒 31 位
矢板 Bチーム 40 分　6秒 43 位
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おとな・こども夜間診療室
名称変更のお知らせ
　平成 23年 4月から、塩谷郡市医師会の協力医師により
「塩谷地区おとな・こども夜間診療室」を運営していますが、
4月1日より名称を「塩谷地区夜間診療室」に変更します。
　診療室しおや（国際医療福祉大学塩谷病院内）、および
診療室くろす（黒須病院内）の場所や診療時間帯の変更は
ありません。受診したい方は、事前に当番診療室に電話で
確認し、来院してください。
問い合わせ／
　健康増進課　   ☎（４３）１１１８
　診療室しおや　☎（４４）１１５５
　診療室くろす　☎０２８（６８２）８８１１

⼦宮がん・乳がん検診を受けましょう〜検診で早期発⾒を！〜
　3月は「女性の健康づくり月間」です。
　「自分は大丈夫」「まだ若いから」「恥ずかしいから」「面
倒だから」と子宮がん検診・乳がん検診を受けずにいませ
んか？早期に発見して治療につなげられるよう、がん検診
を受けましょう。

問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

●こんな症状が出たら要注意！

子宮がん検診 乳がん検診
対象 20歳以上の女性 30歳以上の女性

実施方法 集団健診 個別検診
※矢板市と契約している医療機関 集団健診

実施期間 5～ 11月 年間を通じて 5～11月

検査内容 子宮頸部検診 子宮頸部検診、子宮体部検診 30～ 39歳：超音波検査のみ
40歳以上：超音波検査＋マンモグラフィ

検査料金
※70歳以上無料 700円 頸部：700円

頸部・体部：2,200円
30～ 39歳：500円
40歳以上：1,000円

＜子宮頸がん＞
不正出血・性交時の出血・異常なおりもの・下腹部の痛み・
排尿障害・排便異常

＜子宮体がん＞
月経とは無関係の出血・閉経後の出血・月経不順・下腹部
の痛み・排尿時の痛み

＜乳がん＞
乳房のしこり・左右の乳房の形が違う・皮膚がひきつる・え
くぼのようなくぼみが現れる・表皮がただれる・乳首から液
体が出る

有害ごみの出し⽅に
お気を付けください
　有害ごみとは、乾電池・ライター・スプレー（ガス）缶
のことです。安全な回収のため、ご協力をお願いします。
有害ごみの出し方／
 ・不燃ごみの日に出す
 ・透明なビニール袋へ種類別に入れる
 ・コンテナの一番上に置く

ご注意ください／
 ・ライターは使い切ってください！
 ・スプレー缶は使い切ってから、必ず穴を開けてください！

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

⽊幡⼟地区画整理事業の換地処分
公告および住所の変更について
　木幡土地区画整理事業が完了し、換地処分公告を3月
4日（金）に予定しています。これに伴い、施行地区内の
地番が整理され、換地処分公告の翌日をもって、字および
住所が変更されます。
●字の変更
　…施行地区内の富田は「木幡」になります。
●住所の変更
　…「木幡○○○○番地○」になります。
問い合わせ／
　都市建設課　市街地整備班　☎（４３）６２１３

⽮板市⻑選挙の⽇程を
お知らせします
●矢板市長選挙
　投票日／4月10日（日）
　告示日／ 4 月3日（日）
　期日前投票／ 4 月4日（月）～9日（土）

●矢板市長選挙立候補関係

問い合わせ／選挙管理委員会事務局　☎（４３）６２１９

日時 場所
立候補届出書類
事前審査 3月23日（水）9：00～12：00 市保健福祉

センター2階
中会議室立候補届出日  4 月 3 日（日）8：30～17：00

フリースペースに集まろう
　フリースペースは、障がい者やその家族などが気軽に集
まり、安心して交流や相談することができる場所です。
日時／
4 月15日（金）、5月13日（金）、6月15日（水）
7月15日（金）、8月17日（水）、9月16日（金）
10月14日（金）、11月16日（水）、12月15日（木）
平成29年1月13日（金）、2月15日（水）、3月15日（水）
いずれも13：00～16：00

場所／矢板公民館  団体事務室

対象／どなたでも
※障がい者やそのご家族、障がい者福祉やボランティアに
　興味のある方など
参加費／無料
そのほか／
　申し込みは不要ですので、直接会場にお越しください。
主催／矢板市地域自立支援協議会ケア部会
問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６　 （４３）５４０４

開催

重度の障がい者、⾼齢者の⽅へ
平成 28 年度分福祉タクシー券交付申請受付

受付開始日／ 3月22日（火）～
受付時間／ 8：30～17：15（土・日、祝日を除く）
そのほか／代理申請の場合は、申請者の手帳または身分
　　　　　証明書、および代理の方の印鑑が必要です。

申請・問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６　 （４３）５４０４

対象となる方 利用回数限度 申請に必要なもの
① 身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
 　3級で下肢または体幹の機能障がいがある方 年間48枚分

（月4枚で計算）
・手帳
・印鑑② 療育手帳の等級がA1またはA2の方

③ 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級または2級の方
④ 85歳以上の方 年間24枚分

（月2枚で計算）
・身分証明書（保険証・運転免許証等）
・印鑑⑤ 80歳以上85歳未満で世帯全員が市民税非課税の方

開始

野良猫にエサを与えている⽅へ
　野良猫を見かけて、「お腹空いていないかな？」と思い
やる優しい気持ちはとても大切です。
　しかし、エサだけを与える行為は優しい気持ちとは逆に、
多くの命を不幸にするほか、ご近所に迷惑をかけているか
もしれません。

※野良猫にエサを与える方は、飼い主とみなされ、適正な
　しつけによる終生飼養の責任が生じます。ご近所の方々
　やエサを与えている猫・その猫から生まれる多くの子猫
　のことを十分に考え、責任ある行動をお願いします。

お願い／
 ・犬や猫の飼い主の方は、適正なしつけを必ず行ってくだ
　さい。
 ・飼い猫が行方不明や交通事故に遭うケースが増えていま
　すので、室内飼いに努めてください。
 ・動物を捨てることは犯罪です。終生飼養を守ってください。
 ・飼い犬や猫が迷子になったら、すぐに
　栃木県動物愛護指導センター　☎０２８（６８４）５４５８
　に連絡してください。

問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

う。
早期発見が治療の決め手！
多くの方に検診を受けて
ほしいナリ～！平成28年度
健康診査・検診の申し込みは

済ませたナリか～？

①不妊手術をしていない猫が外で生活し、メス猫が
妊娠すると年間数匹の子猫を出産すると言われ、
その子猫達の多くは餓死や交通事故のほか、猫同
士のケンカや病気で亡くなっています。

②増えてしまった猫のフンや鳴き声などによりご近所
に迷惑を掛け、近隣トラブルにつながるケースが
非常に目立ちます。
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⽼⼈給⾷ボランティア募集
●調理ボランティア
　独り暮らしのお年寄り、高齢者のみの世帯の方にお
弁当をお届けするための調理をします。
（月に１回程度9：00～13：00）
●配送ボランティア
　ボランティアが作ったお弁当をお届けします。
（月に1回程度11：00～12：00）
申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

平成 28 年度
⼿話講習会 受講⽣

　耳の不自由な方のコミュニケーション手段である「手話」
（言語）を一緒に学びましょう。
日時／毎週火曜日　19：30～ 21：00
　　　（祝日、盆休み、年末年始は除く）
場所／矢板公民館  団体事務室
対象／手話に関心のある方
参加費／無料
※ただし、参考図書などで実費がかかる場合もあります。
コース／
 ・初級コース…初めての方、大歓迎
 ・中級コース
　…おおむね1～ 2年以上、簡単な手話学習を経験した方、
　　または簡単な日常会話を手話でできる方
申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００　
　　　　　　　　　 （４３）６６６１

募集

献⾎にご協⼒ください
日時／
　3月18日（金）10：00～12：00、13：00～16：00
場所／市保健センター（東側駐車場）
内容／
　全血献血のみ　200ml、400ml
※移動献血車（バス）での献血となり、
　全血献血のみとなります。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

募集

　呼吸を意識しながら体幹をトレーニングします。体力に
自信のない方でも安心して参加できます。
期間／ 4 月12日（火）～7月26日（火）の
　　　毎週火曜日（祝日を除く）
　　　全15回　　10：30～12：00
場所／ 4・5月　農業者トレーニングセンター（片岡）
　　　6・7月　農村環境改善センター（沢）
定員／ 20人
参加費／ 1,000円（前期15回分）
講師／藤田　明湖先生
持ち物／ヨガマット、タオル、飲み物
申込方法／
　3月28日（月）～ 4月4日（月）9：00 ～ 19：00（※
火曜日は17：00まで）に直接お申し込みください。
申込・問い合わせ／
　農業者トレーニングセンター　☎（４８）０６８０

トレセンピラティス教室
（前期）募集 シルバー⼈材センター

会員
資格／
　60歳以上の健康で働く意欲のある方
内容／
　植木の手入れ、除草、草刈り、清掃、網戸・ふすま・
　障子張り替え、大工仕事、塗装、あて名書き　など
　仕事の内容に応じて配分金（手間賃）が支払われます。
会費／年2,000円
入会説明会／
　毎月実施しています。直近の3カ月は以下の通りです。

日時／3月8日（火）、4月21日（木）、5月31日（火）
　　　いずれも14：00～15：30
　　　※出席を希望する方は事前にご連絡ください

問い合わせ／
　シルバー人材センター　☎（４３）６６６０

募集

シダレザクラのライトアップ
〜⽮板武記念館から春をお届けします〜

　今年も矢板武記念館のシダレザクラをライトアップしま
す。ぜひお越しください。
期間／
　シダレザクラの開花時期（ライトアップ期間中は無休）
期間中の開館時間／
　9：30～ 21：00（入館は20：30まで）
　※ライトアップは日没～21：00
入館料／
　大人100円（20人以上の団体は1人 60円）
　※未就学児～学生は無料です。
そのほか／
 ・駐車場は矢板市役所をご利用ください。
 ・3月20日（日）～4月10日（日）に、西蔵で矢板高校・
　矢板東高校・矢板中央高校の高校生が撮影した「3校合同
　ぼ蔵の写真展 in矢板武記念館」を開催します。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

開催




