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　全国のコンビニで、住民票の写し
や印鑑登録証明書、所得証明書、住
民税決定証明書が取得できます！
　コンビニ内の複合コピー機にマイ
ナンバーカードをかざして、タッチ
パネルの指示通りに操作するだけ！
　毎日 6：30 ～ 23：00 までご利用
いただけます！

【取得できる証明書】
〇住民票の写し
〇印鑑登録証明書 （印鑑登録が済んでいる方のみ）
〇所得証明書
〇住民税決定証明書

【サービスが利用できる店舗】
〇セブンイレブン
〇ローソン
〇ファミリーマート　など
＊マルチコピー機が設置されている全国の
　コンビニでご利用いただけます。

【サービスの利用時間】
毎日 6：30 ～ 23：00

（12 月 29 日～ 1月 3日、機器メンテナンス時を除く）

※サービスを受けるためには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
※通知カードや住民基本台帳カード、市民カード、印鑑登録証などでは、ご利用いただけませんのでご注意ください。
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マイナンバーカード通知カード

市民課窓口で、マイナンバーカード申請手続きのお手伝いをしています！
※詳しくは、お問い合わせください。

■問い合わせ／市民課　☎（４３）１１１７

〇顔写真は、直近 6カ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限ります。
〇郵送された通知カードの下についている個人番号カード交付申請書をご用意ください。
　※交付申請書をお持ちでない方は、身分証明書をお持ちのうえ、市民課窓口へお越しください。

コンビニで、住民票の
写し・印鑑証明・税
証明が発行できる！

免許証やパスポート
に代わって、公的な身
分証として使える！

確定申告（e-tax）の電
子申請が利用できる！

コンコンコンコンコンビニビニビニビニビニで、で、で、で、で、住民住民住民住民住民票の票の票の票の票の
写し写し写し写し写し・印・印・印・印・印鑑証鑑証鑑証鑑証鑑証明明・明・明・明・税税税税税
証証証明証証 が発が発が発が発が発行ででででできるきききき ！！！！！

免許免許免許免許免許証や証や証や証や証やパスパスパスパスパスポーポーポーポーポートトトトト
に代に代に代に代に代わっわっわっわっわって、て、て、て、て、公的公的公的公的公的な身な身な身な身な身
分証分証分証分証分証としとしとしとしとして使使使使使えええるええ ！！！！！

確定確定確定確定確定申告申告申告申告申告（e（e（e（e（e-t-t-- axxxxx）の）の）の）の）の電電電電電
子申子申子申子申子申請が請が請が請が請が利用利用利用利用利用できできできできできる！る！る！る！る！

　マイナンバーカードは、郵便・パソコン・スマホなどから、無料で
申請することができます！証明用写真以外に、デジカメやスマホで
撮った写真も使うことができます！

郵便で スマホでパソコンで

申請
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●生活習慣病などが占める費用額の割合 ●年度別・多受診疾病上位 4位

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して病
院にかかれるよう、加入者がお金（国民健康保険税）を
出し合い、支え合う制度です。
　医療費の中でも特に高い割合を占めているのが、がん
のほか、高血圧性疾患や糖尿病、腎不全などの生活習慣
病です。生活習慣病の多くは、早期に適切な対応を行う
ことで、費用も時間もかけずに治療することができます。
しかし、実際には病気が進行するまで気付かずに、重症
化してしまうケースが多く、結果として、医療費がかさ
んでしまいます。

　増大する医療費を少しでも抑えるため、次のことにご
協力をお願いします。

問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

○一般…職場の健康保険などに加入している人と生活保護を受けている方以外の 75 歳未満の方
○退職…会社を退職し、国保に加入し被用者年金（厚生年金や共済年金など）を受けている 65 歳未満の方とその家族
○後期…後期高齢者医療制度対象者で、75 歳以上の方と 65 歳以上 75 歳未満で一定の障がいのある方

生活習慣病
など
34.83％

がん
15.02％

そのほか
50.15％

5億2,873万2,240円
 （2017 年 5月診察分）

●年度別・医療費の推移 ●年度別・1人あたりの医療費の推移
2013 ～ 2017 年度事業年報より2013 ～ 2017 年度事業年報より

2013 ～ 2017 年度疾病分類統計表より

生活習慣病などの内訳（％）
矢板市栃木県

糖尿病 4.84 4.02
脂質異常症 2.07 2.33
高血圧性疾患 5.63 7.56
虚血性心疾患等 5.93 6.69
脳 塞 4.78 3.80
そのほかの脳疾患 2.18 2.55
動脈硬化 0.09 0.28
肝疾患 0.24 0.31
腎不全 4.84 6.47
骨粗しょう症等 1.03 0.68
歯肉炎および歯周疾患 3.19 3.66

●かかりつけ医を持ちましょう
●同じ病気での重複受診はやめましょう
●病気の早期発見のためにも
　特定健診・がん検診を受けましょう
●夜間や休日の受診はよく考えてから
●ジェネリック医薬品について
　医師・薬剤師に相談してみましょう
●お薬手帳をうまく活用しましょう
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※多受診疾病とは…
　　受診件数の多い疾病（主病）のこと。毎年 5月診療分につい
　て行われる疾病分類統計データから、どのような疾病で受診す
　る方が多いか、一目で分かるようになっています。

○矢板市の生活習慣病などが占める費用額の割合では、
　2017 年 5月診療分の総費用額が 5億 2,873 万 2,240 円で、
　がんが 15.02%、生活習慣病などが 34.83%を占めています。
　（栃木県全体では、がん 12.74%、生活習慣病など 38.34%）

166

3,914

2,845

13,878
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　各医療費助成制度（こども・妊産婦・ひとり親家庭・
重度心身障害者）をご利用中の方は、下記の注意点につ
いて改めてご確認をお願いします。
●助成対象外の給付にお気を付けください
　保育園や学校等の管理下で発生した病気・けがにかか
る医療費が、独立行政法人日本スポーツ振興センターの
「災害共済給付制度」から給付される場合は、助成対象
外となります。重複受給が判明した場合、助成額を返金
いただきますので、ご注意ください。
●郵送での申請も受け付けています
　各助成申請書と領収書の原本を同封し、郵送してください。
※診療明細や受診者名、保険点数の記載がない領収書は不可
●申請の際は支給通知書の添付をお忘れなく
　高額療養費、および付加給付に該当する場合は、それ
らの支給額を控除した額が助成対象となります。申請の
際は、当該支給決定通知書、またはその写しを添付して
申請してください。
※各助成申請書は担当窓口、市ホームページ（トップページ
　＞申請書配布サービス）にあります。
問い合わせ／
●こども医療費、妊産婦医療費、ひとり親家庭医療費
　子ども課　　☎（４４）３６００
●重度心身障害者医療費
　社会福祉課　☎（４３）１１１６

　国保資格の適正な適用について、ご協力お願いします。
●国民健康保険の届け出を忘れずに
　国民健康保険は、74歳までの方で社会保険（健康保険、共済・
船員保険も含む）の被保険者、およびその被扶養者を除く、
すべての方が加入する制度です。退職などの理由で社会保険
に加入していない方は、国保に加入する必要があります。資
格取得の届け出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさか
のぼって課税されますので、必ず14日以内に届け出ましょう。
※退職した場合には、手続きの際、社会保険を脱退した証明
　書（資格喪失証明書など）、印鑑、本人確認できるもの（免
　許証など）、個人番号がわかるものを必ずお持ちください。
●社会保険などの加入に伴い、国民健康保険から脱退する方
　社会保険などに加入したことで、社会保険と国民健康
保険の両方の被保険者証を持っている方は、国保の資格
喪失届が必要です。届け出をしないと、国保税が課税さ
れたままで、社会保険料と両方を納めている状態になっ
てしまうので、忘れずに手続きをしましょう。
※手続きの際、社会保険被保険者証と国民健康保険被保
　険者証を必ずお持ちください。
●申告を忘れずに
　国保に加入している方は、所得の申告が必要です。申
告しないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療
費の限度額認定申請時の判定が正しくできなくなったり
します。申告していない方は、税務課までご相談ください。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８
　　　　　　税務課　　　☎（４３）１１１５

　10 月の消費税率 10％への引き上げに伴い、本年度の
介護保険料額（年額）が下表のようになります。
　保険料額が変更になるのは、所得段階が第 1～ 3 段
階の方で、第 4～ 9段階の方は前年度と同額です。

所得段階 対象 基準額に
対する割合 保険料額

第 1段階
生活保護受給者の方

×0.375
（△ 0.075）

27,000 円
（△ 5,400 円）

世帯全員が
住民税非課税

・老齢福祉年金※ 1受給者の方
・前年の合計所得金額※ 2＋課税年金収入額が 80 万円以下の方

第 2段階 ・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円を超えて
   120 万円以下の方

×0.625
（△ 0.125）

45,000 円
（△ 9,000 円）

第 3段階 ・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が120万円を超えている方 ×0.725
（△ 0.025）

52,200 円
（△ 1,800 円）

第 4段階 本人が住民税非課税
（世帯に住民税課税者がいる)

・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以下の方 ×0.90 64,800 円
第 5段階 ・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円を超えている方 ×1.00（基準額） 72,000 円
第 6段階

本人が
住民税課税

・前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 ×1.20 86,400 円
第 7段階 ・前年の合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の方 ×1.30 93,600 円
第 8段階 ・前年の合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の方 ×1.50 108,000 円
第 9段階 ・前年の合計所得金額が 300 万円以上の方 ×1.70 122,400 円

＊表中の（）内の数字は、前年度との増減を表しています。
※1　 老齢福祉年金：明治44 年（1911年）4月1日以前に生まれた方、
　　　または大正 5年（1916 年）4月1日以前に生まれた方で一定
　　　の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2　 合計所得金額：収入金額から必要経費の相当額を控除した額
　　　で、雑損失・純損失の繰越控除前の金額です。

問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６　　税務課　☎（４３）１１１５
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　「先天性風しん症候群」の発生予防のため、風しんワ
クチン、または、麻しん風しん混合ワクチン（MR）の予
防接種費用の一部を助成しています。接種を希望する方
は、事前に健康増進課へお問い合わせください。
対象／
　市内に住所を有する 19 歳以上の方（妊娠している方
を除く）で、次のいずれかに該当する方。
（1） 妊娠している女性の配偶者
（2） 妊娠を予定、または希望している 49歳以下の女性お
　   よびその配偶者
（3）（1）・（2）の同居家族　＊抗体検査をして抗体価が低い方のみ
申請方法／
　接種した後、領収書などの必要書類を提出してください。
※接種確認後、助成金額を償還払いします。
助成金額（上限額）／風しんワクチン　3,000 円
　　　　　　　　　　麻しん風しん混合ワクチン（MR）　5,000円
そのほか／抗体検査を受けられる市内医療機関については、
　　　　　市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞健康増
　　　　　　  進課）をご覧になるか、お問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

　抗体価の低い世代である昭和 37年 4月 2日から昭和
54年 4月1日生まれの男性が、風しん予防接種の定期接
種対象となりました。該当者には、順次クーポン券を送
付いたしますので、抗体検査と予防接種を受けてください。

期間／ 2022 年 3 月 31 日まで　＊ 3年間の時限措置
費用／無料　＊抗体検査、予防接種とも
そのほか／
　今年度は、昭和 47年 4月 2日から昭和 54年 4月 1日
生まれの男性に送付します。それ以外の希望される対象
者には、クーポン券を随時発行しますので、お問い合わ
せください。詳しくは市ホームページ（トップページ＞組織で
さがす＞健康増進課）をご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

風しん抗体検査・麻しん風しん混合ワクチン（MR）予防接種実施医療機関（市内）
医療機関名 電話番号 抗体検査 予防接種 医療機関名 電話番号 抗体検査 予防接種

上田医院 ☎（４３）７７６６ 〇 〇 西川整形外科 ☎（４８）２５５２ 〇 〇

尾形クリニック ☎（４３）２２３０ 〇 〇 橋本医院 ☎（４３）０４０６ 〇 〇

かるべ皮フ科
小児科医院 ☎（４３）１２１０ 〇 〇 村井医院 ☎（４３）００６４ 〇 〇

かわしま循環器内科 ☎（４３）５４７０ 〇 〇 村井胃腸科外科
クリニック ☎（４０）３０５５ 〇 〇

国際医療福祉大学
塩谷病院 ☎（４４）１１５５ 〇 〇 矢板南病院 ☎（４８）２５５５ 〇 〇

後藤医院 ☎（４４）２３２３ 〇 〇 山田クリニック ☎（４８）１２１２ 〇 〇

なかじまクリニック ☎（４８）７７０１ 〇 〇 ※このほか、契約している市外の医療機関でも抗体検査および予防
　接種を受けることができます。

【予防接種までの流れ】
①クーポン券が届く。
②医療機関または職場や市の健診で、抗体検査を受ける。
③検査の結果、抗体価が低いと判定された場合は、医療
　機関で麻しん風しん混合ワクチン（MR）を接種する。

　市では、日本骨髄バンクが実施する事業において、多
くの骨髄等の移植の実現とドナー登録者の増加を図る支
援として、骨髄等の提供のために通院・入院した日数に
応じて奨励金を交付します。
奨励金額／
①ドナー　1日につき 2万円
②事業所　1日につき 1万円
※提供のために通院・入院した日数で、延べ 7日を限度
対象／
①骨髄バンクにドナー登録し、市内に住所を有するドナー
②①の方が働いている市内事業所
　（国・地方公共団体、独立行政法人、個人事業者は除く。）
※ただし、市税に滞納がある方、他の助成金等の交付を
　受けている方、移植を受ける患者と血縁関係にある方
　は対象外です。
申請方法／
　骨髄等の提供を完了した日から 90 日以内に必要書類
を提出してください。書類は窓口にお越しいただくか、
市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞健康増進課）から
ダウンロードしてください。
申請・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８
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　「経営リーダー育成塾」とは、中小企業の経営者と次
代を担う後継者を対象に、経営の基本、財務管理、マー
ケティング戦略など、企業活動のマネジメントに必要な
知識を学びます。あわせて、研修生間の人的ネットワー
クづくりも目的としています。
対象／市内中小企業の経営者（後継者を含む）など
定員／ 1 人　＊応募多数の場合は選考
補助条件／全講義時間の 75％以上を受講すること
補助金額／受講料相当額
主催／（公財）県産業振興センター
　　　（株）とちぎ産業交流センター
申込期間／ 4 月1日（月）～5月7日（火）
そのほか／
 ・受講修了後に交付します。また受講料以外の経費（交
　通費、宿泊料など）は自己負担となります。
 ・申込書は、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞商
　工観光課＞矢板市後継者育成支援補助金を募集します）にあります。
申請・問い合わせ／
　商工観光課　☎（４３）６２１１

　皆さんが行うまちづくりを応援するため、市内で公益
的な活動をしている団体の事業に助成金を交付します。
対象／会則などを定めており、市内を中心として 5人以
　　　上で活動している団体
対象事業／自発的に行っている公益性の高い事業
※国・県・市から、財政的支援を受けている場合を除く
※行政機関等が主催する事業への出店などは対象外
助成金額／ 1団体につき1事業の必要経費で、上限10万円
※ 飲食費は助成対象外です。
助成率／活動年数により、次のとおりです。
 ・スタート支援…………設立 1年以内の団体は 100％
 ・ステップアップ支援…設立 2年目以降の団体は 80％
申請期間／ 5 月 7 日（火）～ 28 日（火）
そのほか／申請多数の場合は、助成対象にならない、ま
　　　　　たは助成率を変更することがあります。
※詳しくは、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす＞
　総合政策課＞いきいき市民力助成金申請団体募集）をご覧にな
　るか、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／市内に住所を有する方で、以下の条件を満たす方
①栃木県国民健康保険加入者（保険税の未納のない世帯）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）
定員／・栃木県国民健康保険加入者　　　  450人　＊先着順
　　　  ・栃木県後期高齢者医療保険加入者　50人　＊先着順
助成額／ 18,000 円（全コース共通）
申込開始日／
　5 月 15 日（水） 9：00 ～ 12：00　保健福祉センター
　　　　　　　　　13：00 ～ 17：15　健康増進課窓口
※お申し込みの際は、必ず保険証をお持ちください。
※翌日以降は、健康増進課窓口でお申し込みください。
そのほか／
 ・申し込みは先着順のため、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。
 ・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 1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

【各検診機関の費用額（税抜・円）】

※本人の自己負担額…（表の額+消費税）－18,000 円
※消費税率の改正があった場合は、受診日時点の消費税
　額となります。

コース
病院　

人間ドック 脳ドック
1日1日 1泊 2日 簡易

黒須病院 40,000 ー ー ー
国際医療福祉
大学病院

男性 38,000 59,000 ー
40,000

女性 46,000 67,000 ー

済生会
宇都宮病院

男性 40,000
61,000

1日
39,000 50,000

女性 43,000 1 泊 2日
 57,300

国際医療福祉
大学塩谷病院 38,000 59,000 ー 38,000

栃木県保健
衛生事業団 38,300 ー ー ー

獨協医科大学
日光医療センター

41,667
*41,818 ー ー 33,333

*33,364

那須中央病院 38,000 59,000 生活習慣病検診
25,000 38,000

那須脳神経
外科病院 ー ー ー 33,000

（＊）10 月 1日以降の費用額
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　森林は、山崩れなどの防止、地球温暖化防止、水源か
ん養等の機能があります。森林の管理（間伐や下草刈り
等の手入れや見回り）が適切に行われないと、その機能
が失われてしまいます。
　このため、4月から森林経営管理法が施行され「森林
経営管理制度」がスタートし、森林の適切な経営や管理
を進めることとなりました。
問い合わせ／農林課　☎（４３）６２１０

【森林経営管理制度の概要図】

「森林経営管理制度」とは…
①市は、森林所有者に、所有する森林を今後どのように
　経営や管理していくかの意向を調査します。（※）
②森林所有者が、自ら経営や管理を続けることが難しい
　（市に管理を委託したい）場合には、市と相談、森林の
　状況を確認し、今後の経営管理の計画を定めます。
③市は、森林所有者から委託された森林が、林業に適し
　ている場合は、意欲と能力のある林業経営者に経営管
　理を再委託します。
④林業に適さない場合は、市が森林を管理をします。
※「意向調査」…市では、市内に森林を所有されている方
　に、今後 10 年程度の間に順次実施していく予定です
　ので、調査票が送付されましたら、ご回答くださるよう
　ご協力をお願いいたします。

④ 林業に適さない場合、
市が委託を受けて森
林を管理します

③
林業に適している場合、
意欲と能力のある林業
経営者に市が森林の経
営管理を再委託します

②
所有する森林を自ら
管理することが難し
い場合、経営管理を
市に委託します

矢板市矢板市森林所有者森林所有者 林業経営者林業経営者

②②②②②②②②

①
所有する森林に
ついて意向調査
を行います

①①①①

④④④④

③③③③③

場合

　市では、農作物への鳥獣被害対策のため各種補助金制度を設けています。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
補助金名 対象 補助額・条件など 申請期限

有害獣侵入防止柵
設置補助金

10アール以上の農地に
侵入防止柵を設置する方

・設置費用の 1/2 以内（上限 10 万円）
・農地 1カ所につき 1回限り

事前申請
（資材などを購入する前に

申請してください）

狩猟免許取得補助金
わな猟や銃猟などの狩猟
免許を取得し、市内の
猟友会に加入した方

・狩猟免許取得費用の一部（上限 1万円）
※狩猟免許の種類ごとに申請することができます

狩猟免許取得後または
猟友会加入後 3カ月以内

猟友会加入補助金 ・猟友会加入費用の一部（上限 3万円）
・1人 1回限り 猟友会加入後 3カ月以内

※いずれの補助金も、市内在住で市税などに未納がない方 申請・問い合わせ／農林課　☎（４３）６２１０

　　2019 年 4月号 23

　動物を捨てることは犯罪です。市では、飼い犬・猫に
対して「避妊・去勢手術補助金制度」を実施しています。
繁殖させる予定がなければ、不幸な命を増やさぬよう制
限措置をしましょう。
補助対象／
　矢板市に住民登録、または外国人登録をしている方
補助条件／次のすべてに当てはまる方
 ・飼い主、および同居する家族全員（同一世帯）が市税
　等を完納していること
 ・飼い犬・猫を販売目的に飼っていないこと
 ・飼い犬の場合は、「犬の登録」と「当該年度の狂犬病
　予防注射を実施」していること
 ・手術は栃木県獣医師会に属する獣医師が行うこと
　（対象となる獣医師は、栃木県獣医師会のホームページ
　http://www.tochigi-vet.or.jp/ でご確認ください）

補助金額／

申請方法／
　手術後、30 日以内に申請書を提出してください。
※申請書は、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＞矢板市飼い犬等の避妊等手術補助金のご案内）
　にあります。
申請・問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

犬 猫
避妊手術（メス） 5,000円 4,000 円

去勢手術（オス） 3,000円 3,000 円

　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。飼い犬が登録済みの方へ案内ハガキをお送
りしますので、ぜひこの機会をご利用ください。
当日に持参するもの／
①案内ハガキ（事前に問診票に記入してください）
※ハガキを忘れた場合は、受け付けに時間がかかります。
②注射料金　3,500 円（お釣りが出ないようにご協力ください）

そのほか／
 ・各日とも 2班に分かれて巡回します。
 ・集合注射に来られない場合は、動物病院などで必ず受
　けるようにしてください。
 ・当日は犬の登録（3,000 円）も受け付けますので、未
　登録の飼い主の方はご利用ください。
問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

4月 12 日（金）
時間 場所 時間 場所

 9：00～  9：10 後岡公民館  9：00～  9：15 矢板四区公民館
 9：20～ 9：30 梶ヶ沢公民館  9：25～ 9：40 荒井公民館
 9：40～ 9：50 越畑火の見下  9：50～10：00 上太田公民館
10：00～10：10 乙畑公民館 10：10～10：20 東泉公民館
10：20～10：30 大槻公民館

10：30～10：40 郷土資料館
南正門前10：40～10：50 石関公民館

10：55～11：05 つつじヶ丘
中央公園 10：50～11：00

矢板カントリークラブ先
チェーン脱着所

11：10～11：20 たけのこ園駐車場 11：15～11：25 平野公民館

11：30～11：40 コリーナ矢板ホテル駐車場
11：35～11：45 立足公民館
11：55～12：05 長井公民館

11：50～11：55 玉田公民館 12：10～12：20 下太田公民館
12：05～12：15 山苗代星宮神社

4 月 13 日（土）
時間 場所 時間 場所

 9：00～  9：15 針生公民館  9：00～  9：25 安沢公民館
 9：20～ 9：30 土屋公民館

 9：40～ 9：45 境林構造改善センター 9：35～ 9：45 山田公民館
10：00～10：10 沢公民館

 9：55～10：05 自然観察ふれあい広場駐車場10：20～10：30 豊田公民館
10：40～10：50 成田公民館 10：15～10：25 館ノ川公民館前
11：00～11：10 旧安沢小跡地 10：35～10：45 合会公民館
11：20～11：35 中公民館 10：55～11：05 倉掛公民館

11：45～11：55 末広町
わかば公園 11：15～11：25 元幸岡野川

ポンプ倉庫跡地
12：05～12：20 富田公民館 11：35～11：45 運動公園入口門前

11：55～12：00 片俣公民館
12：10～12：20 塩田公民館

4 月 14 日（日）
時間 場所 時間 場所

 9：00～ 9：20 泉公民館  9：00～ 9：15 片岡駅
西口ロータリー

 9：35～ 9：55 東原分譲地
すずらん公園

 9：25～ 9：45 片岡公民館
9：55～10：20 片岡中学校

10：15～10：50 木幡東公民館 10：50～11：05 成田ハッピー会館
11：00～11：30 市体育館前

11：15～11：30 東小グラウンド南駐車場
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　1月 31 日をもって辞職された石塚政行前教育委員に
代わり、2月 28 日付けで齋藤良則氏が新たに教育委員
に任命されました。
　石塚前教育委員は、2016 年 10 月 1 日から、その豊
かな経験・知識と先見の明で市教育行政の推進にお力添
えいただきました。ありがとうございました。

教育委員会

問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

役職 氏名 任期
教育長 村上　雅之 （乙畑） 2019 年 9月 30 日

教育長職務代理者 矢板　秀臣 （ 沢 ） 2019 年 9月 30 日

委員

岡　　友美 （乙畑） 2021 年 9月 30 日

池田　光代（立足） 2022 年 9月 30 日

齋藤　良則（東泉） 2020 年 9月 30 日
（敬称略）

齋藤良則氏略歴
昭和 32 年生まれ
昭和 57 年 3月　広島大学大学院理学研究科修了
　矢板中学校、那須拓陽高校、大田原高校
教諭を経て
平成 24 年 4月　大田原高校  教頭
平成 27 年 4月　黒磯高校  校長
平成 30 年 4月　矢板中央高校  特任教諭

　4月 1日付けで副市長に、横塚順一氏が就任しました。
任期は、4月 1日～ 2023 年 3月 31 日の 4年間です。
問い合わせ／
　秘書広報課　☎（４３）３７６４

横塚順一氏略歴
昭和 35 年生まれ
昭和 58 年 3月　明治大学法学部  卒業
昭和 58 年 4月　矢板市役所職員
平成 24 年 4月　秘書政策班長
平成 26 年 4月　総務課長
平成 27 年 4月　総合政策課長
平成 29 年 4月　総合政策部長

～ 就任のごあいさつ ～
　副市長としての職務を執行するうえで、これまでの
36 年間の行政経験を存分に活かし、職員出身であるこ
との良い面をクローズアップさせ、庁内における強い
リーダーシップを発揮していきたいです。中でも、庁内
の統治機構（ガバナンス）の強化・行財政改革の全庁的
な推進については、優先的に取り組んでいかなければな
らないと考えています。
　立場は異なりますが、同じ矢板市役所で働き、再び市政
運営に貢献できることに、やりがいと喜びを感じています。
　起用いただいた齋藤市長、同意の議決をいただいた議
会の皆さま、さらには、引き受けることに理解を示してく
れた家族には、心から感謝を申し上げるとともに、みなさ
まの期待に応えられるよう精一杯務めさせていただきます。

　市では、良好な生活環境を保全する取り組みの一環と
して、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する
ため、合併処理浄化槽の設置費用を助成します。
補助対象／次のすべてに当てはまる方
①公共下水道事業認可区域外、または農業集落排水処理
　施設区域外の方　※補助対象区域は、必ず事前にご確認ください。
②一般住宅（併用住宅は、住宅部分の面積が延床面積の
　2分の 1以上）のくみ取りトイレやし尿浄化槽を合併
　処理浄化槽に切り替える方か、新築や増改築のため、
　10 人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方
③浄化槽を設置する業者が決定しており、2020年 2月末
　までに工事に着手し、3月末までに完了が可能な方
④市内に住所を有する方。または、市外の方が市内に住
　宅を新築・購入後、市内に転入し住所を有する方
⑤市税等を完納している方

補助金額／   5人槽  332,000円　7人槽  414,000円
　　　　　10人槽  548,000円
受付期間／ 4 月 8 日（月）～ 2020 年 2月 21 日（金）
申請に必要なもの／
　申請書、家屋評価証明書（既存住宅の場合）、印鑑（認
め印可）、位置図（案内図）、建物平面図　など
申請方法／
　本人、または家族が、設置前に申請してください。
そのほか／
 ・申請書類の作成には専門的知識が必要なため、施工業
　者等が書類作成を行っても差し支えありません。
 ・手続きの流れ・申請書は、下水道課、市ホームページ
　（トップページ＞組織でさがす＞上下水道事務所＞下水道課＞合併処理
　 浄化槽設置費補助金）にあります。
申請・問い合わせ／下水道課　☎（４３）６２１４

　　2019 年 4月号 25

　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？
日時・内容／全9回　10：00～11：30　※館外研修は除く

場所／片岡公民館  研修室など
対象／ 50 歳以上で健康な方
定員／ 20 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／無料（材料費、館外研修は実費負担）
申込方法／
　4月 25 日（木）までに、電話でお申し込みください。
※抽選結果はハガキでお知らせします。
申込・問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

日時 内容
① 5月 31日（金）開講式、交流会
② 6月 28日（金）包丁の研ぎ方教室
③ 7月 26日（金）古ネクタイリメイク教室
④ 8月 23日（金）障がい福祉について学ぼう！
⑤ 9月13日（金）たかはら学園・やしお苑に行ってみよう！
⑥ 10月 18日（金）館外研修
⑦ 11月29日（金）スポーツ吹き矢を楽しもう♪
⑧ 12月 27日（金）年末そば打ち教室
⑨ 1月 31日（金）閉講式、健康料理教室

　おいしいお菓子を作りながら楽しく仲間づくりしませ
んか？初心者でも楽しく参加できます。
日時・内容／全 3回

場所／矢板公民館  調理実習室
定員／ 20 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／ 3,500 円（材料費 3回分）＊初回に集金します。
講師／野村　みどり先生
必要なもの／
　エプロン、三角巾、ゴムべ
ら、泡だて器、ハンドミキサー、
めん棒、持ち帰り容器または
袋、筆記用具
申込方法／
　4月 21 日（日）までに、電話でお申し込みください。
※抽選結果はハガキでお知らせします。
申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

日時 内容
① 5 月 25 日（土） 9：30

〜
12：00

マカロン（フランス）

② 6 月 29 日（土） ビスコッティ（イタリア）

③ 7 月 27 日（土） カステラ（日本）

　「健康のために運動をしたい」「何かスポーツを始めた
い」「新しいスポーツにチャレンジしたい」...... 健康ひ
ろばは、誰でも気軽に楽しめるニュースポーツ講座です。
家族や友人と一緒に、ぜひご参加ください。
日時／ 5 ～ 10 月の毎週水曜日　19：30 ～ 21：00
※ 5月 1日（祝・水）、8月 14 日（水）は、お休みします。
場所／市体育館
対象／小学生～一般の方
参加費／ 1 回 100 円　＊保険料
※チャレンジやいた正会員は無料で参加できます。会員
　証をお持ちください。
指導者／スポーツ推進委員
持ち物／室内シューズ、飲み物、タオル
そのほか／予約不要です。お気軽にお越しください。
申込・問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

　パン屋さんで人気のパンを、自分で手作りしてみませ
んか？
日時・内容／全 3回

場所／片岡公民館  調理室
定員／ 20 人　＊先着順
参加費／ 3,500 円（材料費 3回分）＊初回に集金します。
講師／野村　みどり先生
必要なもの／
　エプロン、三角巾、持ち帰
りの容器または袋、筆記用具
※お持ちの方は、めん棒・ゴム
　べら・パンマット・スケッパー
申込方法／
　4月 16 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

日時 内容
① 5 月 10 日（金） 9：30

〜
13：00

カレーパン

② 6 月 14 日（金） ドーナツ
③ 7 月 12 日（金） ピロシキ
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　体力にあわせ無理なくできます。健康維持のため、皆
さんふるってご参加ください。
日時／
●木曜日コース
　5月 9日（木）～ 9月 26 日（木）の毎週木曜日
　13：30 ～ 1時間程度　計 20 回
●金曜日コース
　5月 10 日（金）～ 9月 27 日（金）の毎週金曜日
　10：45 ～ 1時間程度　計 20 回
場所／農業者トレーニングセンター（片岡）
定員／各 35 人　＊申込多数の場合は抽選・重複申込不可
参加費／ 3,000 円（前期 20 回分）
講師／上田　時子先生
必要なもの／ヨガマット（厚めのバスマット）
申込方法／
　4月 15 日（月）～ 22 日（月）8：30 ～ 19：00（火曜
日は 17：00 まで）に、直接窓口へ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

　呼吸を意識しながら体幹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。
日時／
　5月 7日（火）～ 9月 24 日（火）の毎週火曜日
　10：30 ～ 1時間程度　計 20 回
場所／農業者トレーニングセンター（片岡）
定員／ 35 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／ 3,000 円（前期 20 回分）
講師／斎藤　史子先生
必要なもの／
　ヨガマット（厚めのバスマット）、タオル、飲み物
申込方法／
　4月 15 日（月）～ 22 日（月）8：30 ～ 19：00（火曜
日は 17：00 まで）に、直接窓口へ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

　トレセンのクラブ活動です。ショートテニスやラージ
ボール卓球などをわきあいあいと楽しく活動しています。
皆さんも参加してみませんか？
日時／
　5月～ 2020 年 3月の第 2・4水曜日
　9：30 ～ 11：30
場所／農業者トレーニングセンター（片岡）
定員／ 20 人　＊先着順
参加費／ 1,000 円（年間）
必要なもの／
　ショートテニスラケット、卓球ラケット、体育館シューズ
申込方法／
　4 月 15 日（月）9：00 ～ 19：00（火曜日は 17：00 ま
で）から、直接窓口へ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

　ヨガのポーズを使いリラックスしながら心身のバラン
スを整えましょう。
日時／全 6回　10：00 ～ 11：30
　　　5月 19 日（日）
　　　6月 2・16・30 日（日）
　　　7月 14・28 日（日）
場所／
　片岡公民館  コミュニティホール
定員／ 25 人　＊先着順
参加費／無料
講師／藤田　明湖先生
必要なもの／
　ヨガマット ( なければバスタオル )、タオル、飲み物、
靴下
申込方法／
　4月 16 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

消費税増税の前に！
お気軽にご相談ください！

収納たっぷり、キレイが
長持ちする快適で
超節水なトイレに！

見積無料

住まいもリフォームでリフレッシュ

　　　　　暮らしも変わります。
住

　 暮らら暮暮暮暮暮トイレ
が変わ

ると

便器・ウォシュレット・
収納棚など、お取り替え
も承ります。

前に！前に！
ださい！

料

に！
レット・
取り替え

　　　 トイト
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　ツツジの最盛期に合わせ、八方ヶ原への無料送迎バス
を運行します。これまで交通手段がなく、訪れられなかっ
た方も、この機会にぜひ足を運んでみませんか？

日時・定員／ 5 月 25 日（土）　60 人　＊先着順
　　　　　 　6月 8日（土）　50 人　＊先着順
申込方法／
　4月 12 日（金）から、電話またはメールでお申し込
みください。その際、①氏名②住所③電話番号④希望す
る乗車場所をお知らせください。
※複数人の場合、代表者以外の方は①のみ。
そのほか／実施日前の金曜日夕方に実施判断をし、中止
　　　　　の場合のみご連絡します。
申込・問い合わせ／商工観光課　☎（４３）６２１１
　　　　　　　　　 kankou@city.yaita.tochigi.jp

行き 帰り
JR 矢板駅西口 9：15 発 16：30 着

↓ ↑
城の湯温泉センター 9：25 発 16：20 着

↓ ↑
道の駅やいた - 15：50 着  16：10 発

↓ ↑
山の駅たかはら 10：00 着 15：00 発

つつじまつり
期間／ 4 月 27 日（土）～ 5月 6日（休・月）
そのほか／
 ・期間中は長峰公園内に露店が並び、夜間はつつじ
　のライトアップも行われます。
※ライトアップは、4月上旬～ 5月中旬まで
 ・全期間通して旧勤労青少年ホーム、土日祝日は、
　ハローワーク矢板とすみれ幼稚園を臨時駐車場と
　して、開放します。
問い合わせ／商工観光課　☎（４３）６２１１

やいた軽トラ市
日時／ 5 月 12 日（日）10：00 ～ 15：00
場所／
　東通り（長峰公園入口前交差点～ TSUTAYA 前）
そのほか／
 ・駐車場として、東小学校校庭をご利用ください。
 ・当日9：00～ 16：00の間、右図のとおり交通規制
　があります。迂回のご協力よろしくお願いします。
問い合わせ／市商工会　☎（４３）０２７２

駅からハイキング
　陽気な季節にのんびりと散策しませんか。今回は
矢板の歴史を巡るコースです。コースマップや記念
品などを当日お配りします。事前の予約などは不要
ですので、お気軽にご参加ください。
期間／ 5 月 6 日（休・月）～ 12 日（日）
受付場所／矢板駅西口
受付時間／ 9：00 ～ 10：30
問い合わせ／ JR東日本　☎０３（５７１９）３７７７

【交通規制・迂回図】5月 12 日（日）9：00 ～ 16：00
長峰公園

矢
板
駅

ベイシア●

●東小学校

長峰公園長峰公園

国
道
4
号

 … 通行止め
 … 迂回路

すみれ幼稚園●
旧勤労青少年ホーム●

ハローワーク●

軽
ト
ラ
市
会
場

つつじまつり会場

矢
板
駅

ベイシイイイイイイイイイイイイ ア●ベ ア●

軽
ト
ラ
市
会

軽
ト
ラ
市
会
場

軽軽
ト
ラ
市
ラ
市
会
市
会
場
会
場

ココマチ●
TSUTAYA ●




