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　年末年始にかけて、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、直接エコパークしおやへ持ち込
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、電気毛布な
　どの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（矢板市安沢 3640）
　☎０２８７（５３）７３７０
受入時間／
　平日（※祝祭日を含む）8：30～17：00
　土曜　8：30 ～ 12：00
※年末は通常通り受け入れを行います。ただし、混雑が予想
　されますので、ご注意ください。
※年始（1/1 ～ 3）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 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
 ・コンクリート等がれき類、その他産業廃棄物

　11 月 1日（金）、生涯学習館で市政功労者に対する表
彰式が行われました。
　受賞された皆さんは、長年にわたり、各分野でご活躍
された方、篤行に優れた方で、市長からはこれまでの功
績に対する感謝の言葉とともに表彰状が手渡されました。
【市政功労表彰】（順不同・敬称略）
各分野で功労顕著な方
おはなし
ポットの会

教育

大貫　康正
保護司

関　　昌子
宮永　妙子 高瀬　　直

学校歯科医
矢板ふるさと
ガイド協議会

阿久津透一
伊東　　徹

 文化財保護
審議会委員

村上　早男 消防 矢板　秀臣
坂巻　重行 統計 鈴木　　斌
大島　文男

市議会議員
和田　和子

大貫　雄二
篤行に優れた方
五十嵐美知子

援護厚生

矢板市立
矢板中学校

社会福祉施設等
への慰問原　　洋子

前沢かおる 矢板市手づくり
石けん友の会 環境美化活動

矢古宇和子
かたおか児童館 事故等の未然防止
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　台風 19 号により被害を受けられた皆さんに心からお
見舞い申し上げます。
　国税についての申告、申請、納付などを期限までに行
うことができない方は、これらの期限についての延長を
申請することができます。また、納税の猶予、軽減・免

除などを受けることができる場合があります。状況が落
ち着きましたら、氏家税務署にお問い合わせください。
問い合わせ／氏家税務署　☎０２８（６８２）３３１１
※自動音声でご案内しますので、「1」を押してください。
　電話相談センターでお受けします。

　消費税の確定申告書を作成するには、令和元年 10 月
1日以降の取引について、売上げや仕入れなどを税率（軽
減税率 8％・標準税率 10％）ごとに区分して記帳する
などの経理（区分経理）を行った帳簿が必要となります。
　また、令和元年分からは、消費税確定申告書を作成す
るには、区分経理を行った帳簿に基づき、「課税取引金
額計算表」の作成が必要となります。
　なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、
区分経理に対応した帳簿や受け取った請求書などの書類
を保存する必要があります。
問い合わせ／
　氏家税務署　法人課税部門
　☎０２８（６８２）６６８４

●消費税軽減税率制度説明会
　10 月に消費税の軽減税率制度が実施されたこと
を受けて、事業者の皆さんの事務処理などが円滑に
進むよう、軽減税率制度についての説明会を開催し
ます。
　職員が、事業者の方に知っておいていただきたい
軽減税率制度のポイントなど基本的な内容を説明
しますので、お気軽にご参加ください。
日時／ 12 月 18 日（水）、19 日（木）の 2日間
　　　① 13：00 ～ 14：30 ② 15：00 ～ 16：30
場所／氏家税務署  大会議室
定員／各回 30 人　＊先着順

●県内一斉！
　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 1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（差

し押さえ・公売など）をすることになります。財産調査
のために滞納者の住居・事業所の捜索、差し押さえのた
めに自動車に「タイヤロック」をすることもあります。
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 15 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
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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 （株）新野重建 ☎（４３）９８８５

泉水道（有） ☎（４３）５４１５ 鈴木土木設備（有） ☎（４３）９０５６ （有）沼野組 ☎（４８）１３１２

（有）片岡設備 ☎（４８）０１０５ （株）スミスケ ☎（４３）０２２０ （有）野川設備工業 ☎（４３）０８４７

カンノ設備 ☎（４３）７０８６ 西有工業（株） ☎（４３）３１３４ （株）ﾊﾅﾂｶｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ☎（４８）３１５５

幸和設備工事（有） ☎（４８）１５５５ （有）大増設備 ☎（４４）１２６９ ヒカリ空調 ☎（４３）５６４６

（株）小堀建設 ☎（４３）３６４４ 中居設備 ☎（４８）３５３２ （有）レオ建設 ☎090（2622）5273

斎藤設備（有） ☎（４３）８９７０ （有）長峰設備工業 ☎（４８）１４０９

凍結にご注意ください
　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。

漏水にご注意ください
　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。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（市内、市外）は、市ホー
ムページ（トップページ＞くらし・手続き＞上水道＞市内・市
外の給排水設備工事業者一覧）にも掲載しています。
問い合わせ／　水道課　☎（４４）１５１１
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ツーリング COFFEESHOP
矢板駅前

住所／矢板市扇町1-13-1　☎／0287（43）7207　駐車場／8台

前菜・揚げ物・サラダ・肉料理・
ドリアまたはスパゲティー・デザート

貸切りパーティー受付中
1人　2,500 円～

ド

女子会

同窓会

忘年会

　都市計画構想について、市民の皆さんのご意見を伺う
ため、縦覧と公聴会を実施します。
　なお、この都市計画の構想についてご意見のある方は、
意見申出書を提出することができるほか、希望する方は
公聴会で公述人として意見を述べることができます。
都市計画の構想／
　矢板都市計画道路 3･4･7 号 わかば通りおよび用途地
域の変更（矢板市決定）　
対象となる区域／
　矢板市富田の一部
縦覧期間／
　12 月 10 日（火）～ 24 日（火）　（土、日を除く）
縦覧場所／
　都市整備課で文書閲覧

意見申出書の提出方法／
　住所・氏名・生年月日、意見の趣旨およびその理由を
書いた意見申出書に、公述人となる意思の有無を明記し
て、縦覧期間内に下記の提出先に直接お持ちいただくか、
郵送で提出してください。

●矢板都市計画道路 3・4・7号わかば通り等の変更
　に関する公聴会
　日時／令和 2年 1月 15 日（水）18：30 ～
　場所／生涯学習館  研修室 (1)

提出・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市都市整備課（住所不要）
　☎（４３）６２１３

　市民 1人ひとりへの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。
運動の重点
①子どもと高齢者の交通事故防止
　子どもたちを守るため、学校や家庭のほか、地域社
会全体で見守るといった活動が重要です。交通安全の
具体的かつ実践的な指導を心がけ、3S（SEE、SLOW、
STOP）運動にご協力ください。
　高齢者の方は、運動、運転技能などの変化を的確に理
解することが大切です。運転に不安を感じたら、安全運
転講習会や運転適性検査を活用し、自身の状態を把握し
ましょう。
②全席シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　事故発生時の被害を軽減させるため、必ずシートベル
トを着用しましょう。事故は突然起こります。全ての座
席でシートベルト･チャイルドシートを着用してください。

③飲酒運転の根絶
　飲酒運転は悪質な犯罪です！飲酒運転による交通事故
は故意による過失です！飲酒運転を「しない・させない・
許さない」環境づくりに積極的に取り組みましょう。
④「ライト 4（フォー）運動」の推進
　“16 時だよ！全員点灯 ” 栃木県警察では、「ライト 4
（フォー）運動」を展開中です。日没時間が早まるこの
時期は、重大交通事故が頻発する傾向にあります。午後
4時には前照灯を点灯しましょう。
　夜間の走行は、対向車や先行車などがいる場合を除き、
原則上向き走行を徹底し、歩行者などを早期に発見する
ことが重要です。また、歩行者は反射材用品を効果的に
着用し、車から早期に気付いてもらえるように心がけま
しょう。
問い合わせ／
　矢板警察署　　　　　　　　　☎（４３）０１１０
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

運動の目的

運動の重点

理容＆美容サロン　Ｃ
ク オ ー レ

ＵＯＲＥ

完全個室なので
お子様のカットも安心
完全個室なので

家族みんなで
　行きたいお店

カラー・訪問カットは完全予約制となっております。
そのほか、料金・定休日など、お気軽にお問い合わせください。

矢板市木幡1370-3 1階テナント　電話＊070-4067-2687
営業時間＊9：00～ 19：00
定休日＊不定休（年末は12月31日まで営業、年始は1月2日から営業します。）

≪料金≫
 ・メンズカット　　　　 1,000円
 ・レディースカット　　 1,200円
 ・カラーのみ（ロング別料金）　2,500円

 ・前髪カット　　 500円
 ・訪問カット　　2,500円～
　（ヘルパー資格取得者が一緒にサポートします。）

＊6名様より貸切りができます。お気軽にご相談ください。
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　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。
●調理ボランティア
　（月に１回程度、 9：00 ～ 12：30）
●配送ボランティア
　（月に１回程度、10：50 ～ 12：00）
申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

　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 2年 2月 3日（月）～ 21 日（金）
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 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日
　　　　　（令和 2・3・4年度）

そのほか／
　申請書は、総務課窓口で配布しています。そのほか、
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

　矢板市自殺対策計画の策定にあたり、市民の皆さんの
意見を反映させるため、広く意見を募集します。
募集期限／ 12 月 20 日（金）まで　＊必着
閲覧方法／①健康増進課および各公民館（矢板・泉・片岡）
　　　　　　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。
応募・問い合わせ／
　〒329-2192　矢板市健康増進課（住所不要）　
　☎（４３）１１１８　 （４３）５４０４
　 kenkouzousin@city.yaita.tochigi.jp

●「まちゼミ」とは？
　市内の商店主が講師となって、「まなぶ」「つくる・たべる」
「健康・きれい」などのテーマのもと、専門知識やプロなら
ではのコツを無料で提供する事前予約・少人数制のゼミです。
期間／ 12 月１日（日）～令和 2年 1月 20 日（月）
内容・時間／商店、店舗によって異なります。
定員／先着順　※各店定員になり次第受け付け終了。
受講料／無料　※講座により材料費がかかる場合があります。
そのほか／
 ・講座での販売や勧誘行為はありません。
 ・詳しくは、「まちゼミ」ポスターの貼ってある
　お店、　「まちゼミFacebook」をご覧ください。
問い合わせ／矢板市商工会　☎（４３）０２７２

Facebook

☎

詳しくは、こちら
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　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、ボラン
ティアとしてご活躍いただく方です。あなたも地域のボ
ランティアとして活動してみませんか？
日時・内容／全 5回

定員／ 20 人程度
申込方法／
　12 月 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／
　高齢対策課　☎（４３）３８９６　

日時 内容 場所

① 令和 2年
1月 24日（金） 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 30 日（木）
9：30 ～ 10：30 講義「高齢期の栄養について」
10：30 ～ 11：30 講義「お口・歯の健康について」

③ 2 月 4 日（火） 9：30 ～ 11：30 運動実技「自分の健康管理と介護予防のための体操」
④　 2 月 21 日（金） 9：30 ～ 11：30 講義「コミュニケーションのポイント」

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

　「お元気ポイント事業」を通してボランティア活動や
生きがい活動に取り組んだ皆さん、お疲れさまでした。
　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
事前申請とあわせて、手帳更新の申請も受け付けます。
日時／ 12 月 9 日（月）、10 日（火）
　　　  9：00 ～ 16：00
場所／市きずな館  中会議室
持ち物／
　平成 31 年度のお元気手帳、印鑑
※通常のポイント交換の申請受付は、令和2年1月6日（月）
　～ 2月 28 日（金）です。
そのほか／
【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
　シニアボランティアセンターにお問い合わせください。
問い合わせ／
　シニアボランティアセンター（社会福祉協議会内）
　☎（４４）３０００

　「高齢になっても暮らしやすいまち」を目指して、現在、
全国の市町村で地域における助け合い・支え合いの体制
づくりが進められています。
　生活支援体制整備事業の背景や介護予防の視点から、
住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための取り組
み・活動事例などについて、先進地である高崎市のお話
を伺います。
日時／令和 2年 1月 19 日（日）
　　　13：30 ～ 15：30
場所／生涯学習館  研修室 (1)

申込方法／
　令和 2年 1月 10 日（金）までに､ 高齢対策課または
社会福祉協議会へ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
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

演題／広げよう！おたがいさま～地域での支え合い
　　　体制づくりを矢板市でも始めましょう～
講師／高崎市第 1層生活支援コーディネーター
　　　目崎  智恵子氏



令和元年 12 月号20

　毎年、地域活性化をテーマに行っている講演会を、今
年も開催します。
　地球上で最も厳しい環境である、南極においての、水
と空気の観測や分析など、活動の内容などについて講演
をいただきます。
どなたでもご参加いただけますので、ぜひお気軽にお越
しください。小学生・中学生の皆さんもお待ちしています。
日時／
　令和 2年１月 13 日（祝・月）
　10：00 ～ 11：50（9：30 開場）
場所／泉公民館  集会室

演題／
　南極の話「南極を知ることは地球の未来を知ること」
講師／日本南極地域観測隊員
　　　南極先生（ミサワホーム株式会社）
共催／泉地区むらづくり推進会議
そのほか／
　申込不要。直接会場にお越しください。入場は無料です。
問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　
　＊月曜・祝日休館

　11 月 10 日（日）、矢板運動公園をスタート・ゴールに、
「第 30 回矢板たかはらマラソン」を開催しました。
　当日は晴天に恵まれ、全国から参加した 1,541 人が日
頃の練習の成果を競いました。ゴール後には、旬を迎え
た市の特産品のリンゴが配られました。　
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

【市内入賞者】（順不同・敬称略）
クラス 順位 タイム 氏名

ハーフ

高校生以上39歳以下男子 1 1:13:28 手塚　新輔
7 1:23:22 林田　祥志

40 歳代男子 7 1:25:25 加治佐博昭
8 1:26:40 高橋　義幸

高校生以上女子 4 1:50:03 黒崎 由香里
5 1:50:09 佐貫せい子

10㎞ 50 歳代男子 6 39:33 湯田　真一
高校生以上女子 8 53:15 田代　和枝

5㎞

高校生以上39歳以下男子 3 17:22 桑原　築希
50 歳代男子 3 19:03 迫田　伸之
中学生男子 4 17:10 渡邉　栄翔

高校生以上39歳以下女子 4 23:44 兼子歩乃圭
8 26:24 甲斐田 安菜

3㎞

小学生男子（4～ 6年生） 5 11:02 深井　真生
小学生女子（4～ 6年生） 7 12:32 藤田　姫依

中学生女子

1 10:48 兼子　咲楽
3 11:18 長久保心愛
4 11:26 菅野　桜心
5 11:27 船山みずほ
6 11:32 山崎　心春
7 11:36 菅野　胡桃
8 11:59 岩崎　有沙

2㎞

小学生男子（1～ 3年生） 3 7:54 遅澤　友海
4 8:03 髙橋力輝斗

親子
（親など～小学3年生まで）

3 8:17 深井　　聡深井　聡寿
4 8:33 今泉　仁志今泉　　湊
6 8:57 齋藤　雅和齋藤　　叶




