
令和元年 8月号14

　矢板市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に
基づき、職員の任用状況や離職状況・職員の給与の仕組
み・支給状況などについて、お知らせします。
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

部門別職員数 基準日：4月1日（単位：人）
部　門 平成 29年度 平成 30 年度 令和元年度
一般行政 120 124 127
福祉行政 56 57 61
一般行政計 176 181 188
特別行政 51 48 43
公営企業等 33 31 31
総合計 260 260 262

部　門

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
退職者数 採用者数 退職者数 採用者数 退職者数 採用者数
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考
定
年

そ
の
ほ
か

試
験
選
考

一般行政職 4 2 6 2 3 2 14 1 4 6 10 -
技能労務職 1 - - - 3 1 - - 3 - - -
合　計 7 8 9 15 13 10

職員の任免状況 （単位：人）

月　額

一般行政職 大学卒 180,700 円
高校卒 148,600 円

職員の初任給の状況

経験年数
10年 15 年 20 年

一般行政職 大学卒 236,486 円 270,143 円 321,410 円
高校卒 209,700 円 225,000 円 -

技能労務職 高校卒 - - -

経験年数別・学歴別平均給料月額

平成 29年度 平成 30 年度 比較増減額
レクリエーション等 - - -
人間ドック助成 635,000 円 640,000 円 5,000 円
その他（常備薬等） 75,018 円 73,569 円 △ 1,449 円

合　計 710,018 円 713,569 円 3,551 円

職員の健康の保持増進対策
①健康診断の実施
　（年2回の職員の定期健康診断、人間ドック利用助成など）
②メンタルヘルス対策
　（研修会への参加、職場の状況・職員の症状に合わせた産業医による相談など）
③福利厚生事業の実施
　（地方公務員法に基づく職員の保健、元気回復のための事業実施など）

研修機関 受講人数（人） 備　考
塩谷・那須南ブロック研修 142（延べ） 新採用職員研修ほか13講座
栃木県市町村振興協会研修 36 管理者研修ほか31講座
市町村職員中央研修所
（市町村アカデミー）等 61 法令実務ほか30講座

主な職員研修の実施状況
　職員の能力向上による、より充実した住民サービスを目的と
して、県や各行政機関主催の職員研修に、職種に合わせて参
加しています。

給料・報酬額（月額） 期末手当
市　長 890,000 円

 6 月期
12 月期
計

1.575 月
1.775 月
3.350 月

副市長 705,000 円
議　長 440,000 円
副議長 355,000 円
議　員 325,000 円

特別職の報酬額

支出総額（A) 人件費（B) 人件費率（B)  /（A)
144 億 9,330 万円 19 億 1,623 万円 13.2%

人件費の状況（一般会計）

そのほかの主な職員手当の支給額
内　容

扶養手当
※国と同じ

配偶者 6,500 円
子 10,000 円
父母等 6,500 円

住居手当
※国と同じ

賃貸住宅
○家賃が23,000円以下 家賃の月額から

12,000円を控除した額
○家賃が23,000円を超えるもの 27,000 円以内
持家住宅 支給なし

通勤手当
※国と同じ

交通機関利用者 運賃相当額
自動車等利用者
○片道   2㎞未満 支給なし
○片道   2㎞以上   5㎞未満 2,000 円
○片道   5㎞以上 10㎞未満 4,200 円
○片道 10㎞以上 7,100～ 31,600円

給　料 職員手当 合　計
9 億 618 万円 4億 9,110 万円 13 億 9,728 万円

給与費の状況（一般会計）

※職員手当に退職手当は含みません。

退職手当の基礎支給割合
勤続 20年 勤続 25 年 勤続 35 年 最高限度

自己都合退職 19.6695月分 28.0395月分 39.7575月分 47.709月分
応募認定退職 26.3655月分 33.27075月分 47.709月分 47.709月分
　退職手当の支給割合は、加入している栃木県市町村総合事
務組合が国の支給割合を参考に決定しています。また、矢板市
では定年退職時特別昇給を平成16年度より廃止しています。

期末・勤勉手当の支給割合
6月支給 12 月支給 計

期末手当 1.225 月分 1.375 月分 2.600 月分
勤勉手当 0.900 月分 0.950 月分 1.850 月分

職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。（※国と同じ）

手当の種類 金額（万円）
扶養手当（扶養親族のある職員に支給） 2,293 
住居手当（借家等に居住し家賃を払っている職員に支給） 922 
時間外勤務手当（正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給） 2,713 
宿日直手当（日直業務に従事したときに支給） 103 
管理職手当（管理職の職責に応じ支給） 3,827 
管理職員特別勤務手当（管理職員が週休日または休日
に勤務したときに支給） 2 
通勤手当（電車、自家用車等により通勤する職員に支給） 1,045 
特殊勤務手当（危険、困難、不健康な業務に従事したとき支給） -
児童手当（中学３年生以下の児童を持つ職員に支給） 1,075 
期末・勤勉手当（民間企業のボーナスなどに相当し、年２回支給） 37,132 

合　計 49,110 

職員手当の内訳

※端数処理の関係上、内訳と合計は一致しません。

　　令和元年 8月号 15

　7月 6日（土）、東小学校校庭で、「矢板市消防団夏季
点検並びに第 51 回消防ポンプ操法競技会」が開催され
ました。点検では、団員の服装や機材の動作確認が行わ
れ、その後、「消防ポンプ自動車の部」と「小型動力ポ
ンプの部」に分かれて、操法競技会が行われました。
　消防ポンプ自動車操法の部では第5分団第2部が、小型動
力ポンプ操法の部では、第4分団第2部が見事優勝を飾りました。
問い合わせ／くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

優勝
第5分団第2部（長井、寺山、高原）
出場選手／平山　雅史、舘脇　章郎、髙塩　和樹
　　　　 土屋健志郎、村上　大将

準優勝 第3分団第1部（片岡1・2・3・4区、片岡南、越畑、石関、玉田、コリーナ矢板）

第 3位 第2分団第2部（沢）

優勝
第 4分団第2部（木幡東・西）
出場選手／森　　一浩、格和　貴弘
　　　　 菅沼　利昌、荒川　稔史

準優勝 第3分団第2部（通岡・前岡・後岡・梶ヶ沢・山苗代・こぶし台）
第 3位 第 4分団第 4部（幸岡・合会・倉掛）

操作員
優秀賞

指揮者
1番員
2番員
3番員

弦巻　賢介（第 3分団第 2部）
阿部　俊介（第 5分団第 3部）
和田　圭司（第 3分団第 2部）
阿美　公貴（第 3分団第 2部）
荒井　良和（第 5分団第 3部）

操作員
優秀賞

指揮者
1番員
2番員

3番員
4番員

管野　義崇（第 2分団第 1部）
斎藤　友寿（第 2分団第 1部）
笹沼　　朝（第 3分団第 1部）
相澤　正広（第 2分団第 2部）
土屋健志郎（第 5分団第 2部）
村上　大将（第 5分団第 2部）
関谷　俊行（第 2分団第 2部）

あんしん！　たのしい！　ためになる！

やいたまちゼミ 開催中！
開催期間：7月 20 日（土）～ 8月 31 日（土）

全27講座
販売・勧誘なし！

受講料無料
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　お盆などの休暇期間中に自宅の大掃除をする方も多い
と思います。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、「エコパークしおや」へ直
接持ち込みをお願いします。
　また、家庭で使用した家電製品については、くらし安
全環境課窓口で無料回収しています。ぜひご利用ください。
回収対象／家庭で使用した電気や電池で動く製品類
※家電 4品目、除湿機、オイルヒーター、布製品類は回
　収できませんので、ご注意ください。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

●エコパークしおや（安沢 3640）
　☎（５３）７３７０
受入時間／
　平日（祝日を含む）8：30～17：00
　土曜　8：30 ～ 12：00
※お盆期間中（8/11 は休業）は混雑が予想されます。
料金／ 10kg につき 100 円
持ち込めないもの／
 ・家電 4品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機）
 ・自動車部品 ・農業資材
 ・コンクリート等ガレキ類、その他産業廃棄物

▲地図はこちら

　整骨院・接骨院は柔道整復師が施術する施設で、医療
機関とは異なります。
　国民健康保険が「使える」場合と「使えない」場合が
ありますので、正しく理解してかかるようにしましょう。
●国保を使えるのはどんなとき？
　整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫（いわ
ゆる肉ばなれを含む）の施術を受けた場合に、保険の対
象になります。ただし、保険医療機関（病院、診療所な
ど）で、同じ負傷等の治療中は、施術を受けても対象に
なりませんので、ご注意ください。
　また、骨折および脱臼は、緊急の場合を除き、あらか
じめ医師の同意を得ることが必要です。単なる肩こり、
筋肉疲労などに対する施術も対象にはなりません。この
ような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担となり
ます。 

●治療を受けるときの注意
　療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら
保険者へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則
ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、
患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が
患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委
任」という方法が認められています。
　このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・
診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払
うことにより、施術を受けることができます。
　柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、
施術を受けるときには、必要書類に患者のサインをいた
だくことが必要となります。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８ 

　医療機関などで処方される薬には、「新薬（先発医薬
品）」と「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」があります。
　ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に他
の医薬品メーカーが出している薬のことで、新薬と同じ
有効成分で効能・効果の等しいものが厚生労働大臣から
承認されてます。
　一般的に新薬と比べて安価なため自己負担を少なくす
ることができ、医療費を節約できます。ジェネリック医
薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
　矢板市のジェネリック医薬品の利用率は、平成 31 年
3月の数量ベースで 77.4％と県平均を下回っており、金
額ベースでは 55.5％となっています。

　8月から使う
国民健康保険被
保険者証（保険
証）を送付した
際に、「ジェネ
リック医薬品希
望シール」も一
緒に送付しまし
たので、保険証
やお薬手帳などの余白に貼ってお使いください。その際
は、印字された文字を隠さないようご注意ください。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８
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　　令和元年 8月号 17

8 月 15 日（木）は、74 回目の終戦記念日です。戦没者
を追悼し、平和を祈念する日として、政府主催による全
国戦没者追悼式（日本武道館）および栃木県遺族連合会
主催による栃木県戦没者追悼式が護国神社で執り行われ
ます。
　終戦記念日当日は半旗を掲揚し、正午のサイレンの合
図による１分間の黙とうをささげましょう。 問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

～原爆死没者に黙とうを～
8 月 6 日 8：15 は広島市に、8月 9日 11：02 は

長崎市に原爆が投下された日時です。
当日は、原爆死没者のご冥福と世界の恒久平和を

祈って、黙とうをささげましょう。

　一般家庭の水道料金・下水道使用料の支払い金額は、
2カ月に1度の水道メータ検針により算定を行っています。
　10 月 1 日に予定されている消費税率の改正に伴い、
水道料金・下水道使用料に係る税率が現在の 8%から
10%に引き上げられます。
※税抜きの水道料金・下水道使用料に変更はありません。

　2カ月に 1度行われる検針では、消費税率が改正され
る 10 月 1 日前後での使用量を明確に区分することがで
きないため、下図のような経過措置を行いますので、ご
理解をお願いします。
問い合わせ／水道課　　☎（４４）１５１１
　　　　　　下水道課　☎（４３）６２１４

【ケース1：検針が10 月に行われる場合】

　10 月 1 日前から継続して水道（下水道）を使用し
ていて、10 月中に検針が行われる場合、検針①～②
の間で使用した水道料金・下水道使用料は、旧税率の
8%が適用されます。

検針①
▼

検針②
▼

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

経過措置
対象金額 ＝ 10 月以降初めて

支払う金額（税抜）×

検針①から
10 月までの月数
検針①から

検針②までの月数

【ケース2：検針が11 月に行われる場合】

　10月1日前から継続して水道（下水道）を使用していて、
11月以降に検針が行われる場合、検針①～②の間で使
用した水道料金・下水道使用料は、以下により算出した
金額部分について旧税率の8%が適用されます。

検針①
▼

検針②
▼

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

　7月 5日（金）に、矢板未来クラブの婚活サポーター
（結婚相談員）の委嘱更新が行われました。
　「やいた未来クラブ」は、平成23年 7月に発足して以来、
「結婚したいけど出会いの機会がない！」、「素敵な出会
いがあれば結婚したい」と願う方に「出会いの場」を提
供するため、引き合わせや出会いを応援するイベントを
企画開催しています。
　出会いのきっかけづくりを目的として、登録を希望さ
れる方、結婚相談員として、婚活のサポートをしていた
だける方、いずれの方も随時募集しております。
　詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

▲市長から婚活サポー
ターの委嘱を受ける、
三浦静子会長

◀毎月定例会を開催し、
新規入会のメンバーな
どの情報交換を行って
います。
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①さまざまな相談ごと
  ・地域に住む高齢者に関する相談
  ・高齢者やその家族が抱える悩みや相談

②その人らしく生きるために
  ・虐待を受けている、その恐れがある人がいる
    ・財産管理に自信がなくなった
  ・虐待をしてしまう
  ・訪問販売の被害にあった

③暮らしやすい地域のために
  ・住み慣れた地域で安心して暮らしたい

④健康や介護のこと
  ・介護予防サービスを利用したい
  ・要介護認定の申請を代行してほしい
  ・日常生活に不安がある
  ・今の健康を維持したい

　社会教育委員は、社会教育法第15条に基づき設置され、
社会教育に関し、教育委員会に助言することを任務とし

ています。（任期 2年）
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

加倉井　千秋（矢板市小中学校）髙瀬　史章 （ 矢板市PTA ）武田　正雄 （矢板市文化協会）小川　幸子 （ 学識経験者 ）校長会 連絡協議会

簗瀬　のり子（矢板市小中学校）澳原　初男 （矢板市子ども会）齋藤　幸男 （矢板市自治公民館）海瀬　元之 （ 学識経験者 ）校長会 連合会 連絡協議会

白石　盛人 （ たかはらさくら ）山口　忠男 （矢板市体育協会）中里　理香 （ 矢板市議会 ）伏木　淑乃 （ 学識経験者 ）青年会議所

沼田　律子 （ 矢板市婦人会 ）秋葉　充 （ 矢板市区長会 ）中嶋　加代子（ 学識経験者 ）

住所／平野 1362-12（特別養護老人ホーム八汐苑内）
担当地域／
・泉地区
・矢板地区西部の行政区
矢板 1～ 4区、富田、
木幡東、木幡西、
川崎反町、境林、館ノ川、
高塩、倉掛、合会、
片俣、塩田、幸岡、
下太田、荒井、土屋

●矢板市地域包括支援センターやしお
　☎（４７）５５７７

住所／末広町 45-3（尾形クリニック内）
担当地域／
・片岡地区
・矢板地区東部の行政区
矢板 5・6区、末広町、
針生、中、ロビンシティ
矢板、東町、早川町、
沢、豊田、成田、
ハッピーハイランド矢板

●矢板市地域包括支援センターすえひろ
☎（４７）７００５

地域包括支援センターとは？
　地域包括支援センターは、高齢者が可能な限り住み慣
れた地域で安心して生活することができるよう、高齢者
本人はもちろん、家族や地域住民の相談に応えるため、
主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師などが中心と
なって、お互いに連携を取り合いながら「チーム」とし
て、総合的にみなさんを支えます。

どんな相談がうけられますか？
　地域包括支援センターでは、具体的に右のような相談
や支援を行っています。特に認知症に関わることでは、
両センターに「認知症初期集中支援チーム」を設置して、
専門員 2人と認知症サポート医 1人がチームを組んで、
認知症の方やその疑いのある方、またそのご家族に対し
て手厚い支援を行っています。

　　令和元年 8月号 19

日時／ 9 月 29 日（日）8：00 ～  ※屋外種目は雨天中止 問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８
種目・場所 参加条件 申込方法

①
グラウンド・ゴルフ

矢板市
矢板運動公園

1チーム 6人（うち女性 2人以上）、8チームまで
※年齢不問

8月30日（金）までに、矢板市グラウンド・ゴルフ協会 
（４３）８３６１にファクスでお申し込みいただき、当日

参加費1人100円を協会にお支払いください。

②
ソフトバレーボール

塩谷町
塩谷中学校体育館

1チーム 7人以内、各部門 2チームまで（※試合は 1チーム 4人で実施）
レディースの部・メンズの部 ・トリム Aの部（39 歳以下）・トリム
Bの部（40 歳以上）
※レディースの部・メンズの部は年齢不問
※トリム A・Bは試合時、男女各 2人を選出

8 月 30日（金）までに、参加費1人 100円を添えて、
生涯学習課へお申し込みください。③

ラージボール卓球
さくら市
氏家体育館

１チーム単 4人、複 2人、補欠 2人の 8人（※ 4人以上で出場可）
39 歳以下の部…3チームまで、40 歳以上の部…5チームまで
※性別不問

④
ペタンク
高根沢町
キリン運動場

1チーム 5人（※ 3人以上で出場可）、5チームまで
※年齢・性別不問

⑤
ミニサッカー

さくら市
SAKURAグリーンフィールド

1チーム監督1人（成人）、選手16人以内（※試合は8人制ルールで実施）
小学生の部…各学年原則 2チームまで
※性別不問

8 月 30 日（金）までに、さくら市スポーツ振興課
 ０２８ （６８２）７５４１にファクスでお申し込みいた
だき、当日参加費１チーム1,000円をお支払いください。

※実施要項、参加申込書は生涯学習課で配布しています。

　社会体育推進員のみなさんは、スポーツ推進委員と協
力して市民体育祭に係る各地域のまとめ役となるほか、

地域のスポーツの振興を担っています。
問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

ブロック 行政区 氏名 ブロック 行政区 氏名 ブロック 行政区 氏名 ブロック 行政区 氏名

1
矢板一区 石田　明久

7
塩田 小川　智士

12

泉 福田　英治 14 安沢 和氣　敏男
矢板二区 兼﨑　正治 幸岡 大柿　光司 関谷　一秀 山苗代 笹沼　光則
矢板三区 本橋　清一 鈴木　和則 上太田 増渕　智紀

15

越畑 福田　雅夫
2 矢板四区 高塩　康幸

8

下太田 君島　宏幸 東泉 手塚　浩行 東乙畑 鈴木　良幸

3 矢板五区 井上　和彦 荒井 坂主　久典 下伊佐野 佐々木正博
西乙畑

手塚　良幸
針生 矢澤　勝春 髙瀨　弘章 上伊佐野 吉田　真一 國澤　礼子

4 矢板六区 長野　剛憲 土屋 磯　　政道 第一農場 仙波　敏明 手塚　琢馬
末広町 猪瀬　友宏 山田 東泉　喜之 第二農場 中山　勝実 白栗 松本　幸緒

5 富田 渡邉　栄樹

9 中
森　　真治 田野原 渡邉　和宏 上大槻 冨川　恵史

藤田　　豊 篠原　智幸

13

長井 石下　敏康 下大槻 大谷光太郎

6

木幡東 福田　隆志 森屋　　猛 渡邉由美子 石関 大氣　高大
木幡西 町井慎太郎 ロビンシティ矢板 阿久津直美 寺山 亀山　忠文 玉田 齋藤　　賢
川崎反町 長野　真一 10 東町 吉津　清人 高原 須田　政洋 コリーナ矢板 小川　　靖
境林 山口　孝夫 荒浪　弘和 立足 青木　哲男 湯田　真一
館ノ川 髙橋　順一

11

沢
関谷　秀洋 平野 津久井良彦 つつじが丘 伊藤　　健

高塩 齋藤　　豊 白石　清一 船山　博之

16

片岡一区 小林　　寿

7

倉掛 齋藤　康浩 石川　　潔

14

通岡 後藤　正浩 片岡南 宮澤　礼人
合会 田中　宏文 豊田 塚原　　明 前岡 大類　俊昭 片岡二区 樋口　惟亮

片俣
提箸　　誠 成田 小川　和洋 後岡 中郷　芳行 片岡三区 佐貫　　薫
古河　英晃 ハッピーハイランド矢板 千葉　　茂 梶ケ沢 鈴木　周一 片岡四区 林　　拓也
鈴木　　豊



令和元年 8月号20

　企業はあなたの力を求めています。あなたのできるこ
と、やりたいことを探していきましょう。
　本セミナーでは、「就職活動準備講座」をテーマに、
ライフプランやマネープランのほか、雇用環境、就職活
動の仕方、ご自身の棚卸についてお話しします。意見交
換会も行いますので、お気軽にご参加ください。

日時／ 8 月 28 日（水）
　　　 10：00 ～ 12：00  女性向けセミナー
　　 　13：00 ～ 15：00  高齢者向けセミナー
場所／矢板公民館  大会議室
定員／各 30 人程度　　参加費／無料
そのほか／筆記用具をご持参ください
申込方法／8月27日（火）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　とちぎ女性・高齢者等就業支援事業 セミナー担当
　（（株）ワークエントリー栃木事業所内）
　☎０２８（６１２）８６４３

力を求め ます あな

今後の
ライフプランで
迷っている方

ンで

定年で退職したが
まだまだ元気で

働きたい高齢者の方今
ライフ

結婚・出産・育児など
で仕事から離れたが
再度働きたい方

　

　など、働き方改革全般について社会保険労務士などの
専門家が相談に応じます。お気軽にご相談ください。

日時／
　毎月第 3木曜日 13：30 ～ 16：00
　 8月15日、 9月19日、10月17日、11月21日
　12月19日、令和2年1月16日、2月20日、3月19日
場所／保健福祉センター 2階  相談室
対象／労務管理に悩みをお持ちの中小企業主・小規模事業者
そのほか／申し込みは必要ありません。
問い合わせ／
　栃木働き方改革支援センター
　☎０８００（８００）８１００

●働き方改革の内容を知りたい
●長時間労働を削減したい
● 36 協定について詳しく知りたい
●非正規の方の待遇をよくしたい
●賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい
●人手不足に対応するには、どうしたらよいか教えてほしい
●助成金を利用したいが、利用できる助成金が分からない

詳しくはこちら

　市では、10 月 1 日からの消費税・地方消費税率の引
き上げに伴う対応策の 1つとして、低所得者・子育て世
帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域におけ
る消費を喚起・下支えするため、5,000 円分の商品券を
4,000円で購入できるプレミアム付商品券を発行します。
対象者／
①令和元年度住民税非課税者（住民税課税者と生計同一
　の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く）
※住民税の申告をしていない方は、対象になりません。
②平成 28年 4月 2日～令和元年 9月 30日までの間に生
　まれた子が属する世帯の世帯主
そのほか／
 ・市役所から、ATM（現金自動預払機）の操作
　や振り込みを求めることはありません。
　詐欺には十分ご注意ください。
 ・詳細は、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

　申請・使用方法／
①申請する
住民登録している住所に申請書を郵送します。送付さ
れた申請書に必要事項を記入して、提出してください。
※子育て世帯分については申請不要です。
②引換券が届く
非課税者分については、申請書記載の住所に購入引
換券が届きます。子育て世帯分については、住民登録
している住所に世帯主宛てで購入引換券が届きます。
③商品券の購入（販売期間：10月1日～令和2年2月28日）
市の指定する場所で、現金と購入引換券・本人確認書
類を示し、5,000円単位で商品券を購入することができます。
④商品券の使用（使用期間：10月1日～令和2年2月29日）
　商品券は、市内の使用可能な店舗でご使用ください。
※商品券の転売や譲渡は行わないでください。
※ 1枚の額面は 500 円です。お釣りはでません。

詳しくはこちら

　　令和元年 8月号 21

受付期間／
　8月 20 日（火）～ 9月 9日（月）8：30 ～ 17：00
　※土・日を除く（道の駅やいたは、土・日申込可能）
発送予定日／ 9 月 26 日（木）

申込方法／農林課、農業公社、道の駅やいたにある申
込書に記入の上、代金を添えてお申し込みください。
ファクス、ホームページからの申し込みも可能です。

※農作物の生育や天候により、発送日・品目が変更にな
　る場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※すべて送料込みの金額です。（お届け先が北海道・四国・
　九州の場合は、別途 300 円、沖縄の場合は、別途 1,500
　円がかかります。）
問い合わせ／
　矢板市ふるさと便推進協議会事務局（市農業公社）
　☎（４３）２６５０ 　 （４３）２６５１
　 http://www.yaita-nougyoukousya.jp

野 菜 便
【 限定 80 口 】

10品目：3,900円　12品目：5,400円
矢板たかはら米、味噌、巨峰、ピーマン、
なす、りんごジュース、たまご　など

新 米 便
（矢板たかはら米）
【 限定 100 口 】

  7kg：3,900円 　11kg：5,400円
15kg：7,000円

 フルーツ便
【 限定 20 口 】

5品目：3,900円
矢板たかはら米、シャインマスカット、梨　など

　ストレッチや筋力トレーニングなど、自宅でも続けやすい内
容です。1人では体を動かす機会のない方、ぜひご参加ください。
場所／矢板公民館  大会議室
対象／市内在住の 65 歳以上の方
定員／ 30 人   ＊申込多数の場合は抽選　　参加費／無料
申込方法／ 8 月 23日（金）までに、高齢対策課窓口でお
　申し込みください。　※印鑑をお持ちください。
問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

日時・内容／全 12 回　金曜日 14：00 ～ 15：30
日にち 内容 日にち 内容

① 9 月 06 日 健康体操 ② 9 月 13 日 ヨガ
③ 10 月 4 日 健康体操 ④ 10 月 11 日 ヨガ
⑤ 10 月 18 日 健康体操 ⑥ 10 月 25 日 ヨガ
⑦ 11 月 8 日 ヨガ ⑧ 11 月 15 日 健康体操
⑨ 11 月 22 日 ヨガ ⑩ 11 月 29 日 健康体操
⑪ 12 月 6 日 健康体操 ⑫ 12 月 13 日 ヨガ

　生活支援の仕方や介護に関する初心者向けの講座です。
修了後、学んだことをあなたの生活や地域で生かしてみ
ませんか？
場所／きずな館　ほか
対象／市内在住で生活支援の仕方や介護の基礎を学んでみたい方
定員／ 20 人  　　参加費／無料
申込方法／ 8月23日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

日時／全7回   13：00～16：00  ※初日・最終日は、16：30まで

＊全ての日程を修了した方に「修了証明書」を発行しています。
介護職員初任者研修などのカリキュラムが一部免除になるなど、
ステップアップがしやすくなります。

日にち 日にち 日にち
① 9 月 9 日（月）② 9 月17 日（火）③ 9 月26 日（木）
④ 10 月 3 日（木）⑤ 10 月 8 日（火）⑥ 10 月11 日（金）
⑦ 10 月16 日（水）



令和元年 8月号22

　芭蕉が旅をした経路をたどりながら、おくのほそ道を
あなたも旅してみませんか。
日時／ 9 月 17 日（火）8：15 片岡公民館集合・出発
行先／日光方面（行程中、約 6kmの徒歩移動あり）
定員／ 33 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／ 1,300 円（昼食代、施設拝観料などを含む）
講師／蓮實　淳夫先生
持ち物／筆記用具、雨具、飲み物、動きやすい服装
申込方法／ 8月23日（金）までに、電話でお申し込みください。
そのほか／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

　来年も八方ヶ原のレンゲツツジをたくさんの方が楽し
めるよう、枯れ枝除去や遊歩道整備などの作業を行います。
日時／ 9 月 28 日（土）9：30 ～ 11：00
集合場所／八方ヶ原大間々駐車場（9：30 集合）
申込方法／ 9 月 20 日（金）までに電話でお申し込みく
ださい。その際、送迎バス（※市役所 8：30 出発で
集合場所まで送迎。定員 30 人・先着順）をご希望の
方は、あわせてお伝えください。

そのほか／
 ・作業に適した服装でご参加ください。
 ・雨天中止の際は、電話連絡します。
申込・問い合わせ／商工観光課　☎（４３）６２１１

対象／市内に在住・通勤・通学している方、市文化協会会員
申込方法／ 8月 23 日（金）までに、生涯学習課、矢板・
泉・片岡公民館で配布している申込用紙でお申し込み
ください。

※出演は 1人 1種目、出展は 1人 1点で 2種目まで
そのほか／日時・場所は変更になる場合があります。
申込・問い合わせ／矢板市文化祭運営事務局（生涯学習課）
　　　　　　　　  ☎（４３）６２１８

種目 日時 場所
出
演

芸能発表会
吟詠、剣詩舞、民謡、
舞踊、音楽など

11/3（祝・日）
9：00開場、9：30開演 文化会館 大ホール

出
展

作品展
書道、絵画、写真、
手工芸、文芸など 11/1（金）～ 3（祝・日）

9：00～16：00
（最終日 ～15：00）

生涯学習館 体育室

華展 文化会館 大ホールロビー
盆栽展 生涯学習館 ロビー

茶会 11/3（祝・日）
10：00～15：00 矢板公民館

　自彊術とは、日本で最初に行われた治療を目的とする
体操です。自分自身で心身のバランスを整え、自然治癒
力を高めましょう！
日時／全 9回　火曜日 10：00 ～ 11：40
　① 9月 3日　② 9月 24 日　③ 10 月 15 日
　④ 10 月 29 日　⑤ 11 月 12 日　⑥ 11 月 26 日
　⑦ 12月 10 日　⑧ 12月 24 日　⑨令和 2年 1月 14日
場所／片岡公民館  研修室

対象／初めて自彊術を始められる方
定員／ 20 人　＊先着順　　参加費／無料
講師／伊東　玲子先生
持ち物／ヨガマット（なければバスタオル）、飲み物、
　汗拭きタオル、5本指の靴下、動きやすい服装
申込方法／ 8月16日（金）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

　　令和元年 8月号 23

　交通安全啓発を目的として、交通安全協会主催のグラ
ウンド・ゴルフ大会を開催します。
日時／ 9 月 27 日（金）　＊雨天中止
　　　 8：00 受付開始　8：30 開会　9：00 競技開始
場所／矢板運動公園  多目的グラウンド
参加資格／市内在住の方（年齢不問）
定員／ 220 人程度　＊先着順　　参加費／無料
申込方法／ 9 月 9 日（月）までに、窓口またはホームペー
　ジにある申込書で直接お申し込みください。
そのほか／クラブ、ボール、昼食はご持参ください。
申込・問い合わせ／くらし安全環境課危機対策班
　　　　　　　　　☎（４３）１１１４

　健康づくりみどりの会によるウォーキングを行います。
ぜひ参加してみませんか？
日時／ 9 月 29 日（日）
　 8：15 市役所集合
　12：00 市役所解散予定
コース／
　育樹祭会場～キャンプ場～管理事務所（約 75 分）
※雨天時は、植樹祭会場等の見学、健康教室をする予定
　です。台風など荒天の場合は中止します。

対象／市内在住の小学生以上　    定員／ 50 人  ＊先着順
参加費／ 100 円（保険料含む）＊当日集めます。
持ち物／飲み物、タオル、雨具、虫よけスプレー　など
そのほか／
 ・健康づくりみどりの会の減塩みそ汁試食があります。
 ・県民の森まで、バスで移動します。
申込方法／ 9 月 2日（月）～ 20日（金）に、電話でお申
　し込みください。
申込・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

　今年もやります。あんどんまつり！イベントタイムで
は、こどもみこしやよさこいソーラン節、吹奏楽部の演
奏など楽しいことが盛りだくさんです。家族そろって、
ぜひお越しください。
日時／ 8 月 24 日（土）
　　　16：00 ～ 20：30
　　　※雨天中止
場所／川崎城跡公園
　　　自然観察ふれあい広場

主なイベント／
　16：00 ～  物産店開店　　   18：00 ～  開会式
　17：00 ～  あんどん点灯　   18：10 ～イベントタイム　　
※詳しくは、市ホームページ（トップページ＞観光情報＞遊ぶ＞お知らせ・
イベント募集＞第12回「光と音のあんどんまつり」を開催します）をご覧
ください。
問い合わせ／
　川崎城跡公園再生市民会議事務局（都市整備課）
　☎（４３）６２１３

　上記の小学校で開催する運動会に、お近くの高齢者の
方々をご招待します。対象になる各地区の高齢者の方は、
ぜひご参加ください。
※運動会に参加希望の方は、お手数でも事前に各学校にご
　連絡くださいますようお願いします。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７ 

学校名 開催日 招待対象者 問い合わせ
豊田小学校

9/28（土）
75歳以上の方 ☎（４３）０３３２

片岡小学校 70歳以上の方 ☎（４８）０５１０
乙畑小学校 75歳以上の方 ☎（４８）０６１０




