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大久保区

「
も
ン
く
ロ
も
サ
く
域
が
地 3日からオープンしまし 」
5月1

た。

大久保区で新たに開設されたサロン「もくもく」を取材しました。
取材に応じてくれたのは、大久保地区在住の新村秀子さんです。新村さんは町の生活支援コー
ディネーターを務めています。

サロンオープンのきっかけ
大久保地区は老人会やJA女性会などのいろいろな活動をしている方が多い地区です、
しかし誰でも自由に参加ができる地域サロンはありませんでした。
町内では少しずつサロンができはじめていて、地区の民生委員さんとも「大久保にもサロン
があればいいね。」という話をしていました。そんなとき、町で作った「しおやまち地域サロ
ンマップ」が各戸配布になりました。塩谷町の地域サロンの様子が分かるパンフレットでし
た。そこで民生委員さんと二人で、いろいろな活動をしている地域の人達に声かけをしてみま
した。みなさん賛同してくれ、私たちを含め8名が運営スタッフとして活動をスタートするこ
とになりました。

婦人会

JA女性会

老人会

料理教室

→このような集まりに参加している人達に声をかけ、サロンがはじまりました。

サロン開設に向けての準備

実際に開催してみて

みんなで元気に体操
参加者の感想等
・サロンに参加して運動をするきっかけができた。みんなと一
緒だと楽しくできる。
・健康やその他の情報交換ができ、いろいろ参考になる。
（スト
レッチやスクワット、ツボ押しなどのやり方がわかった。）
・一人では退屈で刺激がないけど、みんなでおしゃべりした
り、体を動かしたりできて楽しく過ごせる。
・運動して気分転換、リフレッシュできる。
・近所でも普段なかなか話す機会がないが、参加することで知り合うことができた。
・参加者だけでなく自分自身の介護予防にもなる。
（運営スタッフ）
「サロン『もくもく』だより」を作り、時々サロンの様子を知らせる→どんなことをして
いるのか知ってもらう。また、参加者やスタッフの口コミでサロンに見学に来てもらう→実
際に見てもらい気軽に参加できることを実感してもらう。
これらにより徐々に興味を持って参加する人が増えるのではないか。特に今までどこにも
参加したことのない人に参加してもらいたい。
・サロンをきっかけに、食事提供や日常のちょっとしたお手伝いなど、これからできることが
たくさんあると思う。
その他
・座卓に変えて会議用のスタッキングテーブルを入れた。テーブル購入時には、あいそ会の有
志のみなさんから購入資金の一部をいただき、より使いやすいものにすることができた。活
動してみて、公民館を参加者が使いやすい場所にして行く必要性を感じている。

大久保区サロン
大久保区サロン
「
「もく
もくも
もく」
く」
の
の開催
開催

サロンマップ

開催日：毎月1回 第2木曜日
場 所：大久保区公民館または「しおらんど」
時 間：9：50〜11：30
対象者：大久保区のおおむね65歳以上の方
脳トレ、ゲーム、
歌、
おしゃべり など
内 容：健康体操、
持ち物：マスク着用、飲み物
参加費：100円／回
《問い合わせ・申し込み》
サロン「もくもく」代表：冨田 洋子 ☎46−0608
新村 秀子 ☎46−0032

まずは、役場の高齢者支援課にサロン開設について相談しました。
補助金やすすめ方などについて相談をしました。

自分達で行った準備
・区長さんに相談をする
・サロンの名前や開催日、活動内容を決める
・参加者募集のチラシをつくって班に配る
・必要な物を買いそろえる
・ストレッチ、筋トレ、健康体操の練習をする
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公民館に集まってみんなで話合い

など

サロンマップがあったことで、
運営するスタッフや参加者みんな
が理解しやすかったと思います。
町では、生活支援コーディネーターが2名配置されています。
町の地域サロン担当者と生活支援コーディネーターが、地域サロンの立ち上げをお手伝いしま
す！お気軽にご相談ください。
《問い合わせ》町高齢者支援課 ☎47−5173
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JCL ロードレースツアー第8戦「湧水の郷
開催日

10月31日（日）

しおやクリテリウム」が開催されます！
交通規制予定時間

11：00頃〜16：00頃

※交通規制時間は競技状況等によって変更となる場合がありますのでご了承願います。

船生小

文

国内トップレベルの地域型プロサイクルロードレースチー
ムが技術と能力を競い合い、道の駅「湧水の郷しおや」付近
を会場にクリテリウムが開催されます。
それに伴いコース会場周辺の交通規制が行われます。規制

交通規制区間

道の駅 湧水の郷しおや

時間内は全面通行禁止となりますので、ご協力いただきます
ようお願いいたします。

クリテリウムとは…
宮本工業㈱

自転車ロードレースの一つです。公園の通路や市街地
の公道を交通規制し、通常 1 周 1〜3 キロメートル程度

START／FINISH

のコースを何周か回って順位を競います。曲り角などさ
まざまな道路条件がある公道等を周回するため選手のせ
めぎ合うスリリングなレース展開が期待でき、とくに瞬
発力の勝負となるゴール前のスプリントは見ごたえのあ
るロードレースです。

鬼怒川

大会当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
関係者以外の観覧は、沿道含めご遠慮いただいております。
大会の様子は「三菱地所 JCL ロードレースツアー」公式チャンネルにおいて YouTube でのライブ配信
を行いますので、ご自宅等でお楽しみください。
大会公式 HP
https://www.jcleague.jp/
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YouTube
「三菱地所 JCL ロードレースツアー」公式チャンネル

問い合わせ
町企画調整課

☎45-1112
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特集

令和 2年度決算報告

令和 2年度塩谷町の一般会計及び各特別会計決算が、 9月定例議会において認定されました。
令和 2年度一般会計の決算額は、歳入が76億164万円（前年度比24.
4％増）、歳出が71億9,
576万円（前年度
比33.
5％増）でした。

【一般会計決算の概要】

歳入 総額：76億164万円

国庫支出金
25.5％
19億4,354万円

町債残高のピーク（76億8,
364万円）であった平成16年度以降、新たな借入を抑えてきたことにより、残高
は半分以下に減少しました。また、残高の内訳でも、償還金が国からの地方交付税で措置される臨時財政対策債
等が31億1,
278万円を占めるなど、後年への負担は確実に減少してきています。

町債残高

分担金・負担金、
使用料・手数料、
財産収入、諸収入等

町税19.9％
15億1,322万円

自主財源

その他11.4%
8億6,280万円

31.3％

依存財源
68.7％

教育費10.6％
7億5,982万円

消防費4.8％
3億4,698万円
※歳入歳出差引額4億588万円
については、繰越額1億2,685
万円、基金へ繰入1億5千万
円、次年度繰越金1億2,903万
円という内訳です。

土木費8.5％
6億1,201万円

商工費3.0％

公債費5.4％

3億8,655万円

議会費1.0％

目 的 別
歳出の状況

衛生費
6.0％
4億3,276万円

7,409万円

総務費30.5％
21億9,358万円

民生費21.1％
15億1,607万円

3億2,568万円

特別定額給付金
給付事業のほか 地
方創生臨時交付金
対象事業、
ワクチン
接種体制確保事業
などを実施しました。

○災害復旧事業
2億5,
888万円
台風19号によ
り被災した土木
施設及び農林業
施設の復旧を図
るために工事を
行いました。

37億9,
637万円

一般家庭の貯金にあたる基金については、計画的に積み立てを行い、今後の財源不足や庁舎整備をはじめとす
る公共施設の維持管理・更新に備えています。主な基金残高は、財政調整積立基金が17億6,
773万円、庁舎整備
基金が14億43万円、減債基金が3億7,
915万円などです。

水
道
事
業
会
計
の
状
況

令和元年度末
現在高
36億6,
819万円

●収益的収支（消費税含む）
収
入
3億1,
634万円
支

出

3億664万円

収入－支出

970万円

●資本的支出（消費税含む）
収
入
1億6,
309万円
支

出

3億159万円

収入－支出

△1億3,
850万円

令和 2年度
増減額
4億3,
611万円

特
別
会
計
の
状
況

国民健康保険
介護保険
介護サービス事業
後期高齢者医療

不足額については、損益勘定留保資金等をもって補てんしました

令和 2年度末
現在高
41億430万円

歳入 13億7,
142万円
歳出 13億5,
710万円
歳入 14億4,
614万円
歳出 13億9,
305万円
歳入

437万円

歳出

345万円

歳入

1億5,
813万円

歳出

1億5,
557万円

財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の公表

●健全化判断比率

【令和2年度の主な事業と決算額】
〇新型コロナウイルス感染症
対応事業 14億4,
770万円

償還額
3億6,
524万円

令和 2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり公表します。
塩谷町の数値は、全ての比率において早期健全化基準を下回っており、健全な財政状況にあると判断します。

2億1,687万円

農林水産業費4.5％

発行額
4億1,
780万円

令和 2年度末
現在高

◯基金残高の状況

基金残高（積立基金）

歳出 総額：71億9,576万円
災害復旧費4.6％
3億3,135万円

令和 2年度

37億4,
381万円

地方譲与税
ほか

地方交付税25.9％
19億7,209万円
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〇町債残高の状況

令和元年度末
現在高

歳入の主なものは、地方交付税（約26％）
、国庫支出金（約26％）、町税（約20％）です。自主財源と依存財
源の構成比は、それぞれ約31％、約69％です。
歳出の主なものは、第一は総務費（21億9,
358万円）で新型コロナウイルス感染症対応特別定額給付金給付事
業及び新庁舎建設事業などの経費、第二は民生費（15億1,
607万円）で子育て応援や各種福祉事業の経費、第三
は教育費（ 7億5,
982万円）で小中学校施設整備事業及び国民体育大会競技施設整備事業の経費などです。

その他4.9%
町債5.5％
3億6,565万円
4億1,780万円
県支出金6.9％
5億2,654万円

【一般会計町債残高及び基金の状況】

○小中学校GI
GAスクール対応整備
事業ąąąąąąąą7,
920万円
多様な子ども達を公正に個
別最適化された創造性を育む
教育を実現させる構想のもと、
児童生徒一人一台端末と高速
大容量の通信ネットワークを
一体的に整備しました。

単位：％

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

－
（15.
00）

－
（20.
00）

3.
9
（25.
0）

－
（350.
0）

※
「－」
は、赤字等が生じていないまたは将来負担比率がマイナスであるため、
当該数値については該当なしを示します。
（ ）
内の数値は、
早期健全化基準を示します。

●資金不足比率

単位：％

特別会計の名称

資金不足比率

水道事業会計

－

備考

※
「－」
は、資金不足が生じていないまたは将来負担比率がマイナスであるため、
当該数値については該当なしを示します。
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お知ら
お知らせ
カレ
カ
レンダ
ダー
ー
カレンダー

地域包括支援センターとは
高齢者の皆様の総合相談窓口です。
お気軽にご相談ください。

2021.10.12〜2021.11.20
日

【町税等の納付期限】

月

固定資産税 町県民税 国民健康保険税
＜4期＞
＜3期＞
＜3期＞
後期高齢者医療保険料
介護保険料
＜4期＞
＜4期＞

11月1日 ※納税はコンビニもご利用できます（30万円以下）
※納税に関するご相談は随時受付をしております。
（町税務課：☎45−1117）

火

水

木

金

土

12

13

14

15

16

役場窓口業務延長日
燃えないごみ収集
資源ビン収集

古紙回収

燃えるごみ収集

ペットボトル・
粗大ごみ収集

20

21

22

17

18

19

休日当番医
根本医院（さくら市）
028−682−2800

燃えるごみ収集

燃えないごみ収集
資源ビン収集

古紙回収

燃えるごみ収集

ペットボトル・
粗大ごみ収集

24

25

26

27

28

29

休日当番医
きぬの里クリニック（さくら市）
028−612−8710

役場窓口業務延長日

役場窓口業務延長日
燃えるごみ収集

31

湧水の郷しおや
クリテリウム
休日当番医
氏家病院（さくら市）
028−682−2911

日

2

燃えるごみ収集

燃えないごみ収集は
燃えないごみ収集
資源ビン収集
お休みします

7

8

9

休日当番医
大 和 田 内 科
45−2411

燃えるごみ収集

燃えないごみ収集は
燃えないごみ収集
資源ビン収集
お休みします

14

15

16

月
休日当番医
形 医 院
45−2222

休日当番医の診療時間は

9：00〜17：00です
8

町では、司法書士による「成年後見制度」に関する
無料相談会を行っています。どうぞお気軽にご相談く
ださい！
◆日時 10月20日（水）10
：00～12
：00
12月15日（水）10
：00～12
：00
◆場所 玉生コミュニティセンター
※相談は無料です。事前の予約が必要となりますので
下記にお電話ください。
《問い合わせ》町高齢者支援課 緯47－5173

トボ
トル
・
ペッペッ
トボトル
・
粗大ごみ
収集はお休みします
粗大ごみ収集

木

金

3

4

5

古紙回収は
古紙回収
お休みします

燃えるごみ収集

ペットボトル・
粗大ごみ収集

10

11

12

古紙回収は
古紙回収
お休みします

燃えるごみ収集

ペッペッ
トボトル
・
粗大ごみ
トボ
トル
・
収集はお休みします
粗大ごみ収集

17

18

19

燃えるごみ収集

ペットボトル・
粗大ごみ収集

文化の日
休日当番医
村井医院（矢板市）
0287−43−0064
役場窓口業務延長日

広報しおや11月号発行

役場窓口業務延長日

役場窓口業務延長日
燃えるごみ収集

燃えないごみ収集
資源ビン収集

役 町 役 場
大 大宮コミュニティセンター
○
○
生 町生涯学習センター
玉 玉生コミュニティセンター
○
○
船 船生コミュニティセンター
総 総合公園
○
○
特 特別養護老人ホーム 星の郷
○

古紙回収

▲町の現状や高齢者の特徴について説明

土

6

しおや
100kmウォーク

重りや杖
を使って
動作の不
自由さを
体験

平 大平崎公園
○
自 自然休養村センター
○
ア 塩谷中体育館アリーナ
○

駅 道の駅
○
「湧水の郷しおや」
野 保健センター野いちご館
○
久
○ 大久保体育館

13

とちぎ
元気フォーラム

20

熊 熊ノ木体育館
○
西 船生西体育館
○
田 田所体育館
○

※休日の届出（死亡・婚姻・出生届等）
は、
８
：３０〜１７：00まで役場本庁にて受け付けております。
※休日当番医
（９：00〜１７：00）
は変更となる場合がありますので、受診の際はご確認ください。
※役場窓口業務延長日は19：00まで業務を行っております。
（会計・税務・住民・保健福祉・高齢者支援・建設水道課のみ）

「成年後見制度」とは、認知症や知的障害などにより、自
分ひとりでは契約や財産の管理などをすることが難しい
方が自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利
を守り、法的に支援する制度です。
成年後見制度には「法
定後見制度」
と
「任意後見制度」
があります。
法定後見制度
すでに認知症・知的障害・精神障害等により自分自身
で法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適
任と思われる援助者を選任する制度です。
任意後見制度
将来、自分自身で法律行為を行うことが難しくなっ
たときに備えて、あらかじめ支援してほしいことや支
援者を決めておく制度です。

広報しおやに掲載する広告︵有料︶
を募集しております︒
ご希望がございましたら︑町企画
調整課までお問い合わせください︒

1

尾

成年後見無料相談会のご案内

30

水

町では、寝具類を洗濯する、干すといったことが困
難な方に、寝具の洗濯、乾燥、消毒を行い、清潔で快
適な生活のお手伝いをするサービスを提供しています。
◆対象者 ①75歳以上でひとり暮らしの方
②おおむね65歳以上で心身の障がい、老
衰等で日常生活に支障のある方
③おおむね75歳以上で高齢者のみの世帯の方
◆内 容 掛・敷き布団・毛布一式を丸洗いし、消毒
をします。
サービスを利用している間、無料でお布団
の貸し出しを受けられます。
◆費 用 サービスにかかった費用の1割（1回800円程度）
《問い合わせ》町高齢者支援課 緯47－5173

聞いて納得！備えて安心！

休日当番医を利用する際、発熱や風邪の症状のある方は、受診前に
必ずお電話で、医療機関にご相談ください。
感染予防のため直接の来院は控えてください。
火

しおや
100kmウォーク

燃えるごみ収集

7月16日船生小学校 4年生を対象に「総合的な学習
の時間」を使い、福祉についての行政出前講座を実施
しました。町の高齢化の状況や高齢者の体の特徴につ
いて説明の後、ゴーグルやヘッドホン、重り等を装着
し高齢者や体の不自由な方の、暮らしの不自由さを体
験してもらいました。
講座を受講した児童からは、「目や耳が不自由な人
の気持ちが少し分かった。」、
「階段の上り下りが、すご
く大変でした。」などの感想が聞かれていました。
今後も、学校と高齢者との交流促進を進めていくな
ど、楽しみながら福祉についての理解を深めてほしい
と思います。

塩谷郡市医師会からのお願い

月

11

古紙回収

資源ビン収集

23

清潔な寝具で良質な睡眠を！

福祉体験講座を開催しました

▲

10

月

包括だより
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新型コロナワクチン集団接種の進捗状況と今後の予定
集団接種を当初11月中旬までとしてきましたが、1日当たりの被接種者数の拡大等を図り、11月
初めには終了する予定です。

10月と11月の接種スケジュール
下表のとおり第6クールが集団接種の最終回となります。接種を希望された方には既に案内のハガ
キを送付しておりますが、もし届いていない場合、又は指定された日時が都合の悪い場合は、町コー
ルセンター（☎47−5178）にご連絡ください。
また、クーポン券（接種券）を持つ県民を対象とした県営接種会場が矢板市文化会館に設置されて
います。町の集団接種日程では都合がつかない場合は、そちらをご利用ください。詳しい日程は県
ホームページをご覧ください。
なお、町の集団接種を希望された方で、県営接種会場又は職域接種等で予約・接種をされた場合
は、「町の集団接種をキャンセルする」旨を必ず町コールセンターにご連絡ください。
第2クール

1回目
2回目
9月30日（木） 10月21日（木）

第3クール
10月 2日（土） 10月23日（土）
第4クール（追加） 10月 9日（土） 10月30日（土）
第5クール
10月14日（木） 11月 4日（木）
第6クール
10月16日（土） 11月 6日（土）
※受付はいずれも13時30分から16時30分です。

集団接種終了後の対応
11月6日で町の集団接種は終了となりますが、その後に接種対象の満12歳となる方や事情により
これまで接種を受けられなかった方※で、今後接種を希望する方を対象に下記のとおりワクチン接種
を実施します。
希望される場合は、町コールセンター（☎47−5178）にご連絡ください。
●日 時（各回とも14時から15時30分）
①令和3年11月27日(土)
②令和3年12月18日(土)
③令和4年 1月 8日(土)
④令和4年 1月29日(土)
⑤令和4年 2月19日(土)
2回目接種日は、原則として1回目接種日の3週間後です。
●場 所
塩谷町役場 第3会議室
※「事情によりこれまで接種を受けられなかった方」の例
・入院中であったために一度もワクチンを接種していない
・1回目接種はしたが、その後体調不良、入院、仕事等の関係で2回目が終わっていない
・接種しないでいたがかかりつけ医や家族に接種を勧められた
・（接種を避ける）妊娠初期（12週まで）であった など
3回目

追加接種（3回目接種）について

新型コロナワクチンを2回接種した場合であっても、接種後の時間経過とともにワクチンの有効性
や免疫原性が低下することが諸外国で報告されていることから、国は「2回目接種を終了した者のう
ち、概ね8か月を経過した者を対象に1回の追加接種」をするという方針を打ち出しました。
追加接種は早くても来年2月からとなりますが、詳細が決まり次第広報誌等でお知らせします。

ワクチンを接種しても、適切な感染対策を継続してください。
10

今年度の健診受診はお済みですか？
日頃より新型コロナウイルス感染対策にご協力いただきありがとうございます。
健診会場では、感染予防を目的に受付時間を分けてご案内しています。また、当日
はご自宅での体温測定や健康確認をお願いしています。皆さまのご理解・ご協力によ
り密にならずスムーズに健診を行えております。本当にありがとうございます。

今年度の集団健診も、残すところあと4日となりました。健診をまだ受診されていない方は、ぜひお申
し込みください。健診を予約している場合は、健診日の約1週間前に健診のお知らせ（問診票）が届きま
す。忘れずに受診しましょう。
健診の申し込みや日程・項目の変更は、インターネット予約、または、電話及び役場窓口で行うことが
できます。お気軽にお問い合わせください。
年度最後の健診は日曜日に実施し基本健診・がん検診・婦人検診が受診できる「総合健診」となっていま
すので、ぜひご利用ください。
【受付時間】8：00～11：10
健診日

会場

基本健診
がん検診
婦人検診
（特定健診・ヤング健診）（胃・肺・大腸・前立腺） （子宮・乳・骨）

11月24日（水） 玉生コミュニティセンター

◯

○

×

11月25日（木） 大宮コミュニティセンター

×

×

○

11月26日（金） 大宮コミュニティセンター

◯

◯

×

◯

◯

◯

令和 4年
生涯学習センター
1月23日（日）

町で実施している健診は「ワンコイン健診」で一つ500円と少ない費用でご自身の健康を把握することがで
きます。生活習慣病やがんの早期発見、早期治療のためにぜひ健診を受けましょう！
《問い合わせ》

町保健福祉課

緯45－1119

40・45・50・55・60・65・70歳の方必見 5年に一度の対象年齢付き検査
受診を希望される方は、保健福祉課までお気軽にお問い合わせください。

胃がんリスク検査
◆対象者 40～70歳の5歳きざみの方
◆検査料金 500円（70歳無料）
◆検査内容 血液検査
胃がんの最大のリスクはピロリ菌感染で、中高年の感染率が非常に高いこ
とがわかっています。ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎から胃がんへと進行
するおそれがあります。ピロリ菌に感染している場合は、内服等による除菌
を検討しましょう。

骨密度検査
◆対象者 20～70歳の5歳きざみの女性
◆料金 500円（70歳以上無料）
◆検査内容 かかとの超音波検査
骨粗鬆症は、骨の量が減少したり質が劣化して、骨がもろくなって骨折しや
すくなる病気です。骨粗鬆症によって引き起こされる骨折は、高齢での寝た
きりの原因にもつながります。検査を受けて、自分の骨量を把握しましょう。
《問い合わせ》町保健福祉課

緯45－1119
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インフルエンザを予防しよう
インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染す
ることによって起こる病気です。38℃ 以上の発熱・頭
痛・関節痛・筋肉痛・全身倦怠感などの症状が急激に
現れるのが特徴です。また、気管支炎や肺炎を併発し
やすく、小児や高齢者などは重症化することがあります。
インフルエンザに「かからない」
「うつさない」よう
に、マスク着用・手洗いなどの感染対策をお願いします。

子ども・高齢者のインフルエンザ
予防接種費用一部助成のお知らせ
接種期間 令和 3年10月 1日～令和 4年 2月末日
子ども
◆接種場所 塩谷町・塩谷郡内（矢板市・さくら市・
高根沢町）医療機関
【ご注意】宇都宮市・日光市など塩谷郡外の医療機関
での接種の場合は、事前に申請が必要です。接種前
に必ず保健福祉課で手続きをしてください。
◆対象者 町に住所がある生後 6ヶ月から18歳の方
◆接種回数
生後 6ヶ月以上12歳以下の方…年度内 2回接種
13歳以上18歳までの方…年度内 1回接種
000円助成
◆助成金額 1回接種につき、接種料金から2,

高齢者
◆接種場所 栃木県内の医療機関
【ご注意】県外の医療機関で接種される場合は、事前
に申請が必要です。接種前に必ず保健福祉課で手続
きをしてください。
◆対象者 町に住所がある満65歳以上の方
（60歳～65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器疾患のある方）
◆接種回数 年度内 1回接種
◆自己負担額 1,
000円

たんぽぽ広場10月・11月行事予定
月日
開始時間
内容
10月14日（木） 10：15 お庭であそぼう
10月21日（木） 10：15 子育て相談
10月28日（木） 10：15 ハロウィンパーティー
11月 4日（木） 10：00 移動動物園
11月11日（木） 10：15 お庭であそぼう
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会場
園庭
たんぽぽ広場
たんぽぽ広場
園庭
園庭

塩谷地区夜間診療室
しおや：国際医療福祉大学塩谷病院
矢板市富田77 緯0287－44－1155
くろす：社会医療法人恵生会黒須病院
さくら市氏家2650 緯028－682－8811
◆診療時間：18：30～21：00
◆診療日：令和 3年 4月～令和 4年 3月の日曜日・祝
日及び年末年始（12月29日～ 1月 3日）
◆診療病院：
月
日
曜日
病院
3日
日
くろす
10日
日
くろす
10月
17日
日
くろす
24日
日
しおや
31日
日
しおや
3日
祝（水）
くろす
11月
7日
日
くろす
14日
日
くろす
発熱や風邪の症状のある方は、受診前に必ずお電話
で医療機関にご相談ください。
感染予防のため直接の来院は控えてください。

家族で悩んでいませんか
「精神障がい者と家族の会」クローバーハーツ癒
やしの夢工房では、精神障がいの当事者と家族の皆
さんの悩み相談を行っています。
◯相談日：毎月第 3月曜日
10月18日 11月15日
◯時 間： 9：00～18：00
○場 所：塩谷町大字玉生1588－2
《問い合わせ》 緯090－4242－0147
（担当 植村健一）
◆水曜日の相談会
◯相談日：毎週水曜日（祝日を除く）
○時 間：10：00～15：00
○場 所：やしお会事務局（栃木県精神保健センター 2階）
《問い合わせ》 緯028－673－8404（予約受付）

施設利用や活動参加に際し、新型コロナウイルス感
染症対策としてご協力をお願いします。
・ふれあいあそびの参加は、 1日 5組まで
※実施日の 3日前までに電話での事前予約が必要です。
・たんぽぽ広場の利用は、 1日 2時間まで（事前に電
話予約）
・町内にお住まいの方の利用・参加に限る
・おやつ、昼食は禁止
・親子の検温実施
・保護者のマスク着用
《事前予約》認定しおやこども園 緯45－0513

令和 4年度 保育園及び認定しおやこども園 入園のご案内
令和 4年 4月から保育園及び認定しおやこども園へ
の新規入園を希望される方の申し込みを次のとおり受
付します。
◆受付期間 10月18日（月）～22日（金）
8：30～17
：00 ※20日（水）は19
：00まで
◆受付場所 町保健福祉課
◆申 込 書 保健福祉課で配布します。町ホームペー
ジからもダウンロードできます。
◆対象児童（年齢は令和 4年 4月 1日時点）
〇保育園及び認定しおやこども園（保育利用）
0歳（生後 6ヶ月）～就学前で、次のいずれかに
該当する場合
・児童の両親等が働いている場合
・家庭内に介護・看護を必要とする方がいるため、
児童の親が常時介護等をしなければならない場合
・その他家庭内で児童の保育をできない場合
※児童の両親いずれかが家庭内で保育ができる場
合、入所の対象から除かれます。
〇認定しおやこども園（教育時間利用）
3歳～就学前 ※就労要件等はございません。
《問い合わせ》 町保健福祉課 緯45－1119

病児・病後児保育の利用について
お子さまが病気中または回復期（医療機関による入
院・治療の必要はないが安静が必要）にあるために集
団やご家庭での保育ができない期間、一時的にお預か
りする事業です。
☆対象児童
病児保育：病気の回復期に至らない場合で、かつ、当
面症状の急変が認められない
病後児保育：病気の回復期にあり、かつ、集団保育が
困難である
上記の病児または病後児と認められる場合で、保護者
が勤務等の理由により家庭で保育ができない乳幼児か
ら小学6年生までのお子さま
☆実施施設（以下の3施設が利用できます）
○病児・病後児保育
・済生会宇都宮病院 おはなほいくえん
宇都宮市竹林町941－3 緯028－678－9600
月～金：8：00～18：00、土：8：00～13：00
（日・祝日・第2土曜、12月29日～1月3日、5月30日は休園）
・国際医療福祉大学 金丸こども園（※事前に利用登録が必要です）
大田原市北金丸1863－101 緯0287－48－6610
月～金：8：00～18：00
（土・日・祝日、12月29日～1月3日は休園）
○病後児保育
・ぴっころ保育園
矢板市冨田530－4 緯0287－43－0266
月～土：7：00～18：00(日・祝日、12月29日～1月3日は休園)
☆利用方法
①利用する施設にできるだけ前日までに電話で空き状
況を確認し、予約する。
②かかりつけの医師の診療を受け、診療情報提供書
（又は利用連絡票）を記入してもらう。
※証明手数料等の費用は自己負担です。
③利用申込書等をそろえ、予約をした日に施設にお子
さまを預ける。
※利用料等は利用当日施設にお支払いください。費用
は施設により異なります。非課税世帯、生活保護世帯
は利用料減免の対象です。
※利用申込書等は町保健福祉課にございます（町ホー
ムページからもダウンロード可）。
《問い合わせ》 町保健福祉課 緯45－1119

ファミリーサポートセンター事業を開始します！
ファミリーサポートセンターは、子育ての援助をし
たい人と、子育ての援助を受けたい人が会員になって
お互いに助け合い、子どもたちの健やかな育ちを地域
で援助していくための会員組織です。
事業を開始するにあたり、提供会員（有償ボラン
ティア）を募集します。
①提供会員の要件
塩谷町に居住し、20歳以上で子どもが好きで心身
ともに健康な方
資格は必要ありませんが、提供会員となられる方に
は、AEDの使用方法を含む救命救急講習の他、保育
等に関する講習を受講していただきます。
②活動時間
活動可能な曜日や時間を事前に登録していただきます。
③活動内容
保育所・学校・放課後児童クラブ室等への送迎、依
頼会員や家族の病気時等の預かりなど
④登録方法
町保健福祉課、町子育て支援センター（認定しおや
こども園内）に登録に関する書類がございます。
※町ホームページからもダウンロード可
※栃木県の実施する『子育て支援員研修』の地域保
育コース（ファミリーサポートセンター）を修了さ
れている方も登録できます。
⑤報酬
平日（月～金曜日）午前 8時から午後 6時
1時間あたり600円
それ以外の時間 1時間あたり700円
土・日・祝日、年末年始（12/
29～ 1/3）
1時間あたり700円
⑥その他
お子さまの万一の事故に備え、補償保険に加入しま
す（保険料は町負担）。
援助を受けることを希望する方は依頼会員として登
録していただき、ファミリーサポートセンターが間に
入り提供会員との利用調整を行います。

《問い合わせ》 町保健福祉課

緯45－1119
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JA
（農協）
より
『ちゃぐりん』
が
寄贈されました

6次産業化事業にかかる顛末についてのご報告

J
A（農協）より、塩谷町立小学校へ『ちゃぐりん』とい
う雑誌が贈られました。ちゃぐりんという誌名は、Chi
l
d
（子ども）Agr
i
cul
t
ur
e（農業）Gr
een（みどり・自然）が
由来になっており、
「食と農の学習」に役立つ企画に力を入
れたとても楽しくて勉強になる雑誌です。児童のみんなの
ために毎月届けられますので、小学校の図書室で読んでみ
てくださいね。

収入保険に加入して、様々なリスクに備えましょう！

塩谷町長

▲

J
A
（農協）
様
より贈呈

園芸施設共済に加入しましょう！
園芸施設共済は、お持ちの農業用ハウスやハウス内の栽
培用設備等が、台風や大雪などの自然災害などによって損
害を受けたとき、再建を助ける共済金を受け取ることがで
きる制度です。
○支払い対象となる災害

収入保険は、自然災害による収量減少や価格低下をはじ
め、新型コロナウイルスによる影響など、農業者の経営努
力では避けられない様々なリスクによる収入減少について
補償を受けることができる制度で、1年以上の青色申告実
績がある農業者（個人・法人）が加入できます。
令和4年補償新規加入は、個人の方は今年11月末、法人の
方は決算月が加入申込の締切りとなっておりますので、ぜ
ひ早めのご検討をおすすめします。
詳しい加入方法や、受取額、負担額などのご相談は、栃
木県農業共済組合へお問い合わせください。
栃木県農業共済組合（NOSAI
とちぎ）
本所緯0286835531 塩谷支所緯0286828491

補償を手厚くするプランや負担額を抑えるプランなど、
ご希望に合わせて設定できますので、頻発する自然災害へ
の備えとして、ぜひ加入をご検討ください。
詳しい加入方法や、お見積りなどのご相談は、栃木県農
業共済組合へお問い合わせください。
栃木県農業共済組合（NOSAI
とちぎ）
本所緯0286835531 塩谷支所緯0286828491

農林水産省は、本年5月に、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料シス
テム戦略」を策定しました。
本戦略は、地球温暖化による気候変動など、昨今の我が国の農林水産業が置かれている現状やSDGsなどの国際的な動向
を踏まえて、昨年10月から検討を始め、決定し公表しました。
（令和3年5月、農林水産省策定） 本戦略は、今後の農林水産施策を推進する上で重要な戦略として位置づけています。

みどりの食料
システム戦略
現状と今後の課題

2050年までに目指す姿

○生産者の減少、
高齢化
○温暖化、大規模自然災害の増加
○コロナを契機としたサプライ
チェーンの混乱、
内食の拡大
○SDGsや環境への対応強化

○農林水産業のCO（
2 二酸化炭素）
ゼロエミッション化の実現
○低リスク農薬への転換等により化学農薬の使用量（リスク換
算）を50％低減
○化石燃料等を原料とした化学肥料の使用量を30％低減
○有機農業の取組面積の割合を25％（100万ha）に拡大 等

★詳しくは、農林水産省のホーム
ページをご覧ください。

広報しおやに掲載する広告︵有料︶
を募集しております︒
ご希望がございましたら︑町企画
調整課までお問い合わせください︒
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期待される効果
○持続的な産業基盤の構築
○国民の豊かな食生活
○地域の雇用・所得の向上
○将来にわたり安心して暮
らせる地域環境の継承

本戦略は、生産・流通・加
工・消費に関わる各段階の
関係者の協力の下で取組
を進めて参りたいと考え
ておりますので、ご理解と
ご協力をお願い致します。

《問い合わせ》農林水産省関東農政局栃木県拠点
地方参事官室 ☎028−633−3311

みどりの食料システム戦略

当店はすべて消費税込み価格表示です
惣菜
★自家調理のお
なら
お酒のこと さい
だ
お任せく

青果
★市場直仕入の

食卓のお手伝い
TEL.

0287-46-0555

見形

和久

町民の皆さまにご心配をおかけしてきました「6次産業化事業」について、一定の結果が確認され
ましたので、次のとおりご報告させていただきます。

【経過】
平成28〜30年度の国交付金を活用して町から塩野谷農業協同組合（JAしおのや）に委託のうえ実
施した 6 次産業化事業について、令和元年 8 月に町監査委員から「費用対効果の検証を行うよう」指
導があり、同年 9 月以降調査を実施しました。
この調査で、事業期間を逸脱する行為や事業実績が確認できない等の不適切な支出が認められたこ
とから、その取扱いについてJAしおのやと調整をしていたところ、令和 2 年 4 月に突然JAしおのや
が町を相手に債務不存在の確認請求を提訴しました。その後、数度の公判を経て本年 7 月に和解する
に至ったものであります。
（和解の内容）
（１）
本件交付金事業につき、町はJAに対し、委託金返還義務等の法的義務がないことを確認する。
（２）双方は、JAに交付された委託金は、町から農協に帰属するものとして支払われたものである
ことを確認する。
（３）JAは町に対し、交付された委託金中、外注費その他の実費を差し引いた残金465万3100円の
支払い義務があることを認め、令和3年8月31日限り支払う。
この和解に基づき、8 月にJAから和解金の納入がなされました。

【町の対応】
（国交付金の取扱い）
この間町では、不適切な支出と認められる国交付金の取扱いについて国と調整を進めておりまし
たが、本年 5 月に、不適切な支出と認定された交付金と延滞加算額を加えた額の合計12,172,439
円を国に返還することで協議が整い、8 月に返還いたしました。
（改善策）
委託先であるJA側の執行上の問題に加え、
「契約」に関する町職員の理解不足にも原因があった
ため、令和元年10月に「契約事務マニュアル」を制定し、職員向けの研修会を開催するなどして
契約事務の適正執行を図っているところです。
今後こうした問題を起こすことなく、
そして町行政への信頼を取り戻すべく、
改めて職員一丸となっ
て取り組んで参りますので、町民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

いものを
し
味
美
より
る店
売
く
安
より

営業時間 朝9：00〜夜7：30まで
栃木県塩谷郡塩谷町田所707-3
当店は毎週木曜定休日です。

お酒は20歳に
なってから
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生涯学習だより

遺跡分布調査を実施します
町では下記の通り、遺跡分布調査を実施します。遺
跡とは地下に眠っている文化財のことです。
この調査は、町内にある遺跡の所在や範囲を明確に
して地図を作成し、遺跡を適正に保護していくことを
目的としています。
◆調査期間
12月から令和 4年 2月末まで
※この事業は令和 3年度から 4ヶ年計画にて実施します。
◆調査箇所
今年度は 玉生地区 を行います。
◆調査方法
腕章をつけた調査員が田畑や山などの土地をくまな
く歩いて、土器や石器を見つけて拾い集め、遺跡の有
無を確認します。個人の敷地内にも立ち入る場合があ
りますので、ご理解とご協力をお願いします。
◆調査機関
（公益財団法人）とちぎ未来づくり財団 埋蔵文化財センター
《問い合わせ》 町生涯学習課 緯487503

生涯学習だより
生涯学習だより
遺跡分布調査員を募集します
町で遺跡分布調査を行うにあたり、調査員を募集し
ます。
調査の経験は必要ありません。健康で、文化財に興
味のある方、ウォーキングが大好きな方など、どなた
でも歓迎です。
◆任用期間 12月 1日から令和 4年 2月28日
◆就業時間 8：45～16：30（休憩あり）
毎週月曜日から金曜日まで
毎月の勤務は13日以内
◆賃金 日額5,
470円（半日あたり2,
735円）
◆業務内容
田畑や山などの土地をくまなく歩いて、土器や石器
を見つけて拾い集め、遺跡の有無を確認します。
◆申し込み期限
10月29日（金）までに埋蔵文化財センターへご連絡く
ださい。受付は、月曜日から金曜日 9:
00～17:
00です。
◆その他
調査員の説明会を行います。
期日 11月 2日（火） 13：30
場所 町生涯学習センター
《申し込み・問い合わせ》
（公益財団法人）とちぎ未来づくり財団
埋蔵文化財センター 分布調査係
〒329-0418 栃木県下野市紫474 緯0285−44−8441

しおやの子どもを育てるフォーラム開催のお知らせ
学校・家庭・地域が連携し、子どもたちに豊かな人
間性と社会性を育むことができる町を目指して、町民
の皆様にも広く知識や教養を得る機会の一つとしてい
ただきたいと思います。今年度は、感染対策を万全に
し、実施する予定です。皆様のご参加をお待ちしてお
ります。
◆期日 10月30日（土）
◆時間 13：00～14：55（12：40～受付開始）
◆場所 塩谷中学校屋内運動場アリーナ
11を学びに変える~小さな命の意味を考える～
◆演題 3.
◆講師 スマートサプライビジョン 佐藤 敏郎 氏

広報しおやに掲載する広告︵有料︶
を募集しております︒
ご希望がございましたら︑町企画
調整課までお問い合わせください︒
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（講師紹介）
東日本大震災の津波による被害で、石巻市立大川小
学校の多くの児童、教職員の尊い命が奪われました。
佐藤氏のお子さんもそのうちの一人です。「あの日、
起きたことについての検証、伝承、想いを、多くの方
と共有したい。願わくは、ほんの少しでも未来につな
げる意味づけを。」この想いを胸に、現在、佐藤氏は全
国各地で講演をされています。
※感染症の状況により、中止となる場合もありますの
で、あらかじめご了承ください。
※お申し込みは、町生涯学習課（緯48−
7503）へお問い合わせいただくか、右
記QRコードを読み取り、専用フォーム
からお申し込みください。

町図書館新着図書情報（一部）

町図書館からのお知らせ
●おはなしひろば＠しおやを開催します。
10月17日（日） 11：00～
様々なおはなしを用意しています。
お子様と一緒に図書館に来てみませんか。
●図書館の本・CD・DVDがホームページから予約で
きます。
蔵書検索のページから予約したい本等を探して、
予約ボタンを押すだけです。
本は最大10冊まで、CD・DVDは合わせて 2枚ま
で予約可能です。
ただし、図書館発行のI
D・パスワードが必要とな
ります。I
D等の発行を希望される方は図書館窓口
までお越しください。
準備ができましたら、図書館からご連絡致します
ので、受取りに来てください。
● 8月から開館日が変更になっています。カレンダー
をご確認ください。
開館日：日曜日、火曜日、水曜日、祝日
開館時間： 9：00～18：00
図書館カレンダー
【10月】

【11月】

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

1 2

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9

7 8 910111213

10111213141516 14151617181920
17181920212223 21222324252627
24252627282930 282930
31
×は休館日
●感染状況によっては開館時間の短縮や臨時休館にな
る場合もあります。
《問い合わせ》町図書館 ☎470088

タイトル

著者名

影踏亭の怪談

大島清昭

竜とそばかすの姫
鬼滅の刃
戦編

ノベライズ

細田守
遊郭潜入大作

まほうのハッピーハロウィン

吾峠呼世晴
石津ちひろ

コロナ生活、ワクチンと感染予防で最も
渡辺雄二
大切なこと
学研の図鑑LI
VE POCKET1～21

●『影踏亭の怪談』は、塩谷町出身作家の大島清昭さ
んの本です。
「第17回ミステリーズ！新人賞」を受賞した作品で
す。ぜひ読んでみてください。
他にも『都市伝説探偵セツナ』や『怪談オウマガド
キ学園』シリーズなど、大島さんの本が置いてあります。
塩谷町ホームページ内「くらしの情報」
→
「図書館」
か
ら新着図書も含めた蔵書の検索ができます。
読みたい本のリクエストを受け付けています。図書
館内の備付けの用紙に記入の上、
ボックスに入れてく
ださい。
※必ず購入できるとは限りません。また、
購入の場合でも貸出可能になるまで、
1～
2ヶ月かかる場合があります。

町図書館からのお願い
図書館にある本や雑誌、CD、DVD等は、町の大切な
財産です。 一人でも多くの方が、きれいな状態で手
に取ることができるよう大切に扱い、貸出期間は必ず
守ってください。
万が一、紛失や大幅な破損が見られた場合は、書籍
代金の請求または現物弁償等をしていただくことになり
ます。請求には、こちらから自宅を訪問することもあり
ます。
【利用者カードについて】
図書館では、毎年 1月 1日を基準とし、過去 5年間
に貸出実績のない場合は利用者カードの登録を削除し
ます。
今回は、平成29年 1月 1日～令和 3年12月31日の
5年間に利用がない方が対象になります。
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タウン情報

タウン情報
報

「持っていますか？ マイナンバーカード！」
8月末よりマイナンバーカード促進の新CMが放送されていますね。
今年10月からはマイナンバーカードの保険証利用が可能になるなど、生活の
中での利用シーンは今後も増えていきます。
先月号でお知らせしたとおり、町ではマイナンバーカードを使ったコンビニで
の証明書交付開始に向けて準備を行っています。今月からは、コンビニ交付サー
ビスについて、ご案内していきます。

▶コンビニ交付サービスってなに？

Vol.10

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して町が発行する証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書等）
が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末（マルチコピー機）から取得できるサービスです。
町では令和4年1月からのサービス提供開始を予定しています。

▶かんたん！べんり！コンビニ交付！

いつでも！
毎日6:30から23:00まで、ご利用いただけます。
お昼休みや役場窓口の閉庁後（夜間、休日）でも、いつでも必要なときにご利用いた
だけます。
※年末年始等一部ご利用できない時間があります。

どこでも！
町内外に関わらず、全国どこでも最寄りのコンビニエンスストア等店舗内に設置され
ているキオスク端末（マルチコピー機）より証明書が取得出来ます。
※サービスが受けられないコンビニエンスストアが一部あります。

かんたんに！
マイナンバーカードがあれば、証明書が急に必要になった時も、出先のコンビニエン
スストア等店舗に設置されているキオスク端末から、
簡単操作ですぐに取得出来ます。

▶コンビニ交付サービスの利用に必要なもの
コンビニ交付のご利用には、ご利用になる方が、マイ
ナンバーカード（利用者証明用電子証明書が搭載されて
いるもの）を取得していることが必要になります。

マイナンバーカードの取得申請はお早めに！
次回は、コンビニ交付ではどんな証明書が取
得できるのかご案内します！

マイナンバーカードの手続きが予約制になります
8月18日からマイナンバーカードの手続き（受取・申請・更新等）が予約制となりました。お手続きの
際には町住民課までお電話にてご連絡ください。
予約の方法
1. 町住民課住民戸籍担当（☎0287−45−1118）までお電話ください（予約は先着順となります。
）。
2. 「マイナンバーカードの受取・新規申請・更新」とお伝えください。
3. 予約の電話は平日8：30〜17：15（水曜日のみ19：00）の間にかけてください。予約は受取希望
日の前開庁日までにお願いします。
4. 予約の変更・キャンセル等は予約日の前開庁日の17：15（水曜日のみ19：00）までにお電話にて
お願いします。
予約をしたから
※予約の時間に間に合わない場合には、順番を入れ替えて対応する場合
待ち時間が
があります。
少ないね
また、予約をせずにいらっしゃった場合には、予約をされている方を
優先してご案内させていただきます。

マイナンバーカードの休日交付（予約制）
塩谷町ではマイナンバーカード申請・交付のための休日開庁日を毎月1回設けています。
◆今月の休日交付日時 10月31日（日）9：00〜13：00
◆場所 塩谷町役場住民課
◆予約方法 住民課までお電話ください（予約は先着順となります）。
◆予約期限 10月29日（金）17：00までにお電話ください。
◆予約の変更・キャンセル期限 10月29日（金）17：00までにお電話ください。
※やむを得ず予約の時間に間に合わない場合には、順番を入れ替えて対応する場合があります。また、予約
をせずにいらっしゃった場合には予約をされている方を優先してご案内させていただきます。
◆実施内容
①マイナンバーカードの申請サポート
・持ち物 ①マイナンバーカード申請書（お持ちの方のみ）
②通知カード（お持ちの方のみ）
③本人確認書類（運転免許証等の公的機関発行の写真付きのものは 1 点
又は健康保険証等の「氏名＋生年月日」もしくは「氏名＋住所」が記載されているもの 2 点）
④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
⑤マイナンバーカード（カード更新のために新たにカードを作る方のみ）
※申請者の顔写真を撮影するため必ず本人が来庁してください。
②マイナンバーカードの交付
・持ち物 ①「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」（ハガキ）
②本人確認書類（運転免許証等の公的機関発行の写真付きのものは 1 点
又は健康保険証等の「氏名＋生年月日」もしくは「氏名＋住所」が記載されているもの 2 点）
③通知カード（お持ちの方のみ）
④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
⑤マイナンバーカード（カード更新のために新たにカードを作った方のみ）
※代理人に交付する場合の持ち物は上記の限りではありません。
詳しくは町ホームページ「マイナンバーカード（個人番号カード）受け取り方法について」のペー
ジをご覧いただくか、住民課にお問い合わせください。
受取予約・予約の変更等・その他お問い合わせ
町住民課（☎45−1118）
平 日 8：30 〜 17：15
水曜日 19：00まで

マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内
マイナンバー総合フリーダイヤル

☎0120−95−0178

・平 日
・土日祝

9：30〜20：00
9：30〜17：30

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24 時間 365 日受け付けます
18

19

タウン情報
報
マイナンバーカードを取得した方も、取得していない方も

来年の確定申告は、e－Taxで！

毎年、確定申告期間中（ 2／16～ 3／15）の町や
税務署の申告会場では、混雑することが想定されます
ので、引き続き、三密防止の観点から入場制限を行う
などの感染症対策を実施する予定です。
そこで、確定申告の際に申告会場に出向かなくても
自宅等のパソコンやスマートフォンから申告が可能な
e－Tax
・スマホ申告をご案内します。

確定申告書等作成コーナーはこちら→

税務署における納付窓口の受付時間変更について
氏家税務署を含む関東信越国税局管内全ての税務署
において、令和 3年10月 1日（金）から、国税の納付に
係る税務署窓口の受付時間を原則、 9時から16時ま
でとさせていただくことになりました。
氏家税務署で納付の手続きを行う場合は、窓口の受
付時間が以下のとおり変更となりますので、ご注意く
ださい。
【納付窓口の受付時間】
変更前⇒8
：45～17
：00
変更後⇒9
：00～16
：00
（令和3年10月1日（金）から実施）
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◎不正軽油に関する情報をお寄せください。
※ 不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に、軽
油の代替燃料として灯油や重油を混和する等して
使用するものです。
知事の承認を受けずに自動車の燃料として灯油
や重油などを使用すると、罰則の適用を受けるこ
とがあります。
※ 不正軽油に関わる者は、すべて罰則の対象にな
ります。
※ 不正軽油に関する情報は、
「不正軽油110番（電
話0282－23－3862）」又は栃木県不正軽油110
番 ウ ェ ブ サ イ ト 内「不 正 軽 油110番 情 報 提 供
フォーム」にお寄せください。
《問い合わせ》栃木県税事務所 軽油引取税調査担当
栃木市神田町6－6

栃木県最低賃金

882

時間額

【マイナンバーカードを取得している方】
マイナンバーカード対応スマホ（国税庁のホーム
ページでご確認ください）をお持ちの方は、スマホで
カードを読み込み、カード取得時に設定した暗証番号
等を入力し、e－Tax
で送信します。
なお、パソコンで申告される方はカード読み込みに
対応するI
Cカードリーダライタが必要になります。
【マイナンバーカードを取得していない方】
あらかじめ税務署の窓口でI
Dとパスワードを発行し
てもらいます（本人確認が必要となります）。
スマホやパソコンで作成した申告書は、I
D（利用者
識別番号）とパスワード（暗証番号）を入力してe－Tax
で送信します。
【郵送等で提出する方】
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
から申告書を作成し、ご自宅等のプリンタで印刷して
郵送で税務署に提出します。
なお、確定申告書を提出する必要がない場合でも、
町に住民税申告が必要となることがありますので、申
告先等でご不明な点がありましたら町税務課までお問
合せください。
【問い合わせ】
○I
D・パスワード発行について
氏家税務署 緯028－682－3311
○e－Tax
・スマホ申告の操作方法について
e－Tax
・作成コーナーヘルプデスク
緯0570－01－5901 平日 9時から17時
○申告先等ご不明な点について
町税務課 緯45－1117

毎年10月は全国不正軽油撲滅強化月間です

「栃木県マスコット
キャラクター
とちまるくん」

円

発効日：令和3年10月1日

必ずチェック 最低賃金！ 使用者も 労働者も

（最低賃金は常時作業場の見やすい場所に掲示する等により周知しなければなりません）
◎栃木県内で事業を営むすべての使用者及び事業場で働くす
べての労働者に適用されます。
◎最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違
反となり処罰されることがあります。
◎最低賃金には、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に
支払われる賃金及び時間外割増賃金等は含まれません。
◎詳 し く は、栃 木 労 働 局 労 働 基 準 部 賃 金 室（電 話
028‐634‐9109）又は最寄りの労働基準監督署にお問い
合わせください。

栃木県労働委員会による労働相談会のお知らせ
日時

10月29日（金）13：00～19：00
30日（土）11：00～17：00
場所 オリオンACぷらざ（オリオン通り内）
（宇都宮市江野町3－10 竹川ビル1F）
○対応者 栃木県労働委員会委員（弁護士等）
○相談内容 労使関係のトラブル
○その他 費用無料、予約者優先（当日参加も可）
、
相談時間40分以内（目安）
オンライン相談を希望の場合は要相談
○予約・問い合わせ
栃木県労働委員会事務局 （緯028－623－3337）
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「令和3年度 狂犬病予防集合注射」を実施します
令和3年度 狂犬病予防注射を下記のとおり実施い
たします。
狂犬病予防法では飼い犬の登録や狂犬病予防注射を
飼い主に義務づけています。
◆対 象 生後90日以上が経過し、今年度の予防注射
が未実施の犬。
◆持参品 狂犬病予防注射済票交付申請書（ハガキ）
※1 登録が済んでいる犬の飼い主さんに
送付します。
（ただし、今年度の予防注射未実施の方のみ。）
※2 新規登録犬については、当日の書類
作成となります。
◆料 金 狂犬病予防注射：3
,
500円（1頭）
携恵恵恵恵恵恵敬
犬の新規登録料：3,
000円（1頭）
◆実施期日 10月16日（土）・17
（日）
※新型コロナウイルス感染症拡大や大規模自然災害等
が発生した場合、中止することがあります。その際は、
町ホームページでお知らせいたします。
◆時間及び会場
時間

場所
鳥羽新田区
8:50～ 9:10
公民館
熊ノ草区
10 9:25～ 9:40 公民館
月
星ふる学校
1610:00～10:30
くまの木
日
（土）10:45～11:00 東房区
公民館
佐貫区
11:30～12:00
公民館

時間

場所
田所上区
9:00～ 9:30
公民館
田所中区
9:50～10:20
公民館
大久保区
10:40～11:10
公民館
大宮コミュニ
11:30～12:00
ティセンター

旧船生西
9:00～ 9:30 塩谷町役場 9:00～ 9:20
小学校
梍橋区
西古屋区
9:35～ 9:50
10 9:50～10:20 公民館
公民館
月
JAしおのや塩谷地
山口区
1710:40～11:10
10:00～10:20
区営農生活センター
公民館
日
金枝区
旧船生
（日）11:30～12:00
10:45～11:10
公民館
公民館
塩谷町生涯
11:25～12:00
学習センター
《問い合わせ》町住民課 緯451115

自衛官候補生・予備自衛官補採用試験案内（令和3年10月分）
応募
資格
18歳
9月14日（火）
以上
自衛官 男子
11月27日
～
宇都宮市
33歳
候補生 女子
（土）
11月17日（水）
未満
《問い合わせ》
自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所
緯0287－22－2940
種
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目

受付期間

試験日

試験
場所

11月 9日から15日は秋の火災予防運動です
火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、住民の
皆様に防火防災に関する意識や防災行動力を高めてい
ただくことにより、火災の発生を防ぎ、万一発生した
場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴
重な財産を守ることを目的としています。
●住宅防火いのちを守る10のポイント
4つの習慣
①寝たばこは、絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は
安全装置の付いた機器を使用する。
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定
期的に点検し、10年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝
具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置
し、使い方を確認しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難
方法を常に確保し、備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地
域ぐるみの防火対策を行う。
●住宅用火災警報器は適切な維持管理が必要です
住宅用火災警報器は、火災や煙などを感知して、音
声や警報音で知らせてくれるので、火災の早期発見に
大変有効です。住宅用火災警報器が適切に作動するか
点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりな
どをふき取りましょう。また、住宅用火災警報器本体
の交換目安は10年です。
《問い合わせ》塩谷広域行政組合消防本部予防課
☎0287‐40－1129
塩谷広域消防本部
ホームページ

総務省消防庁
ホームページ

10月は「土地月間」です
適正な土地取引・土地利用で、暮らしやすい県土づ
くりを推進しましょう。
【大規模な土地取引には届出が必要です】
一定面積以上の土地について、売買などの取引を
行った場合に、国土利用計画法に基づきその利用目的
などの届出が必要です。
○届出の必要な面積
・市街化区域
2,000㎡以上
・その他の都市計画区域
5,000㎡以上
・都市計画区域外
10,000㎡以上
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が
上記の面積以上となる場合（一団の土地）には、
個々の契約ごとに届出が必要です。
○届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、
権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲
渡など
○届 出 者 権利取得者（土地売買の場合は買主）
○届出期限 契約日から2週間以内（契約日を含む）
○届出書類 土地売買等届出書1部
《問い合わせ》町企画調整課 ☎45−1112

全国一斉「女性の人権ホットライン」電話相談開設
法務省の人権擁護機関では、女性をめぐる様々な
人権問題に積極的に取り組むことを目的に、令和3年
11月12日（金）から同月18日（木）までの1週間を全国
一斉「女性の人権ホットライン」強化週間としました。
強化週間中は、女性の人権問題に詳しい人権擁護委員
が、女性に対する配偶者・パートナー等からの暴力や
職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストー
カー行為等様々な相談について、時間を拡大して電話
で対応します。
相談は秘密厳守となりますので、どうぞ安心して御
相談ください。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
◆日 時 11月12日（金）から同月18日（木）まで
◆時 間 8：30〜19：00（土・日は、10：00〜17：00）
◆実施機関 宇都宮地方法務局 栃木県人権擁護委員連合会
◆電話番号 （ナビダイヤル）

0570−070−810

（ぜろななぜろのはーとらいん）

11月は「標準営業約款普及登録促進月間」です
標準営業約款とは?
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律」で定められた消費者（利用者）擁護のための
制度で、厚生労働大臣認可の約款に従って営業するこ
とを登録した理容店、美容店、クリーニ
ング店、めん類飲食店及び一般飲食店で
は、店頭にSマークを掲げています。
登録店は技術・安全・衛生を約束する信
頼できるお店です。
ぜひ、お店選びはこのマークを目印に!
!厚生労働大臣認可
《問い合わせ》
（安全・安心・清潔）
（公財）栃木県生活衛生営業指導センター
宇都宮市塙田1－3－5 砂川ビル4F
緯028－625－2660 FAX028－627－5114

塩谷町過疎地域持続的発展計画（案）の
パブリックコメントを実施しています。
新たな過疎法の制定に伴い、町では、持続可能な地
域社会の形成と地域資源等を活用した地域活力の向上
に向け、引き続き過疎対策に取り組むために、「塩谷
町過疎地域持続的発展計画」を策定すべく、このたび
計画案を取りまとめました。
この計画案に対する町民の皆さまのご意見等を広く
お聞きするため、現在パブリックコメントを実施して
おります。ぜひ、皆さまのご意見をお聞かせください。
◆実施期間 11月4日（木）まで
※平日の9：00〜12：00、13：00〜17：00
◆会 場 役場企画調整課
生涯学習センター
大宮コミュニティセンター
《問い合わせ》
町企画調整課 ☎45−1112
▲詳しくはホーム
ページをご覧く
ださい。

塩谷郡市医師会リレーコラム
シリーズ「かかりつけ医のことば」

第18回
「中学生期のスポーツ活動に必要なこと」

村井胃腸科外科クリニック
院長 村井 成之（矢板市）

子どもが成長していく過程は、発達も体力の伸びも
個々それぞれである。運動も、小学生期には動きを高
める多様な運動、中学生期では心肺機能や全身持久力
を高める運動が効果的で、筋力を高める運動は高校生
期以降に行うのが最適とされる。そして、効果的なト
レーニング効果を得るには、疲労を回復させる休養が
大切で、休養は練習の一部であるという認識を持ち、
適切な練習計画を立てる必要がある。適切な休養は、
スポーツ障害の予防や心理面での疲労回復においても
大切である。
成長期にある中学生にとって、栄養・運動・睡眠は
身体の発達・発育に欠かすことのできない3本柱とし
てトータルで考えることが重要である。食事の基本を
確立することは、生涯を通じた健康づくりにもつなが
る。食事は三食きちんととることが大切で、その中で
も朝食は、規則正しい生活スタイルを確立するために
欠かせないばかりでなく、身体と脳への栄養補給とし
て大変重要で、朝食の接種状況と体力テストの結果や
学力は相関があることも報告されている。主食・汁物・
主菜・副菜・牛乳と乳製品・果物の6つの基礎食品群
の役割を知りバランスの取れた食事をこころがけると
ともに、トレーニング期、試合期、休養期等に合わせ
て調整していくことが大切で、サプリメントを利用す
る場合は自己の判断に頼らずに専門家の意見を求める
ようにするのが望ましい。
身体の成長や代謝の促進、疲労回復のために欠かせ
ない成長ホルモン分泌のピークは寝付いてから3時間
と言われている。成長ホルモン分泌を促進するには、
夕食を睡眠に入る3時間前に済ませるような生活リズ
ムを整えることと、質の良い睡眠をとることが大切で
ある。
スポーツ活動は子どもたちの成長を考えて行うこと
が重要で、特に競技志向の強い生徒では、十分な栄養
と睡眠があってこそトレーニングの量と質が高まるこ
とを認識する必要があり、保護者の理解と協力も不可
欠である。
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塩谷町学力向上推進委員会

塩谷町内の小・中学校の取組を地域の方々に知っていただくために掲載しています。

塩谷町の子供の学力向上を目指して
テーマ：学び合い「つながる・つなげる・まるくなる」
（主体的・対話的で深い学び）
〜みんなで考え みんなで分かる 授業を目指して〜
今回は、
船生小学校の取組を紹介します。

3年間の
3年間の
「
「学び合い」
学び合い」
を
を通して、
通して、
身
身についてきた力
についてきた力
船生小学校（5月20日）
での研究授業の様子

一人一台のタブレット
一人一台のタブレ
トが導入されま
が導入されまし
した。
た。
授
授業でも少しずつ活用しています
業でも少しずつ活用しています！
国の『GIGAスクール構想』の一環として、昨年度末、塩谷町の子どもたちにも一人一台のコン
ピューター端末（タブレット）が貸与され、必要な学校における高速ネットワーク環境の整備が行
われました。このタブレットを活用して、授業ではインターネットを通じた情報の整理・収集や、
写真・音声・動画を用いた作品の作成などさまざまな活動が充実し、それによって、子どもたち一
人一人のニーズに合わせた学習が可能となります。
また、新型コロナウィルス感染症の影響で臨時休校となる場合においても、各家庭と学校をつな
いでオンライン授業をすることも可能です。

中学生の定期テスト
中学生の定期テス
トに合わせて、
に合わせて、
小
小学生も家庭学習をがんばっ
学生も家庭学習をがんばって
ています
います！
中学校の定期テストに合わせて、小学生も家庭学習強化週間を設けています。中学生の兄弟がい
るご家庭はもちろん、小学生だけのご家庭でも、自分で目標を決めて、計画的に学習を積み重ねる
練習をしています。船生小学校では、さらに基礎学力や子どもたちの意識を高めるため、家庭学習
強化週間後、漢字・計算『ふなっこテスト』を行っています。1年生から6年生まで、みんなが合格
を目指してがんばっています。
みんな合格
6年
5年

目指して
がんばろう！

自分から進んで取り組む力
自分から進ん
取り組む力

班 協力し合う力
班で協力し合う力

全校生で読書に親しめるように
全
校生で読書に親しめるように
しています！
しています

仲間と 緒 考え 力
仲間と一緒に考える力

みんなにわかりやすく説明する力
んな わかりやすく説明す 力

今年度塩谷町に着任された先生方の授業参観後のコメント
〇子供たちが生き生きと授業をしていて、とても参考になりました。
〇どのグループの児童も全員で意見を出し合い、まとめていました。
〇友達に説明するときには、分かりやすく伝えるため、絵や文字を使って伝えていて、すごいと思
いました。
〇先生方の問題の出し方が工夫されていて、子供たちのやる気が高まっていました。
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幅広く読書に親しむことは、国語の「読む力」
を付けるだけでなく、必要な知識や情報を得たり
自分の考えを広げたりすることにもつながります。
船生小学校では、
子どもたちの読書活動を進め
るために、読書週間や親子読書
などのさまざまな活動をして
います。写真は、4年生が国語の
学習で書いた本の帯とポップ
です。これを見て、
「次はこの本
読んでみよう！」と手に取る子
どもたちも多いです。
※帯やポップは、本の内容の簡単な紹
介や感想を書いたものです。
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地域おこし
協力隊

第17回

ウォーキングのまちづくり

地域おこし協力隊
地域
協力隊

大塚の 発掘しおや

Vol.
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夏の暑さが残り、少しずつ、少しずつ秋が近づいてきている気がします。
10月の三重国体が中止となり、いよいよ来年は
「いちご一会とちぎ国体」
となります。
私の任期満了も来年度までとなっています。
選手としても、協力隊としても有終の美を飾れたらと思っています。
競歩の競技は勿論、協力隊として今は町内外の方が歩きたくなるようなリニューアルした
ウォーキングマップを作成中です。
時間をかけて作成していますので、是非、お楽しみに！

9月11日に旧西船生駅から矢板駅 までの
「S Lウォーキング」
のお試しを実施しました。
※

コロナが収まり、皆様とウォーキングイベントでご一緒できるのを楽しみにしています！
※東武矢板線：かつて藤原町（現・日光市）
の新高徳駅と矢板市の矢板駅間を結んでいた鉄道路線。

▲キレイで美味しい塩谷のお水

▲塩谷町産のお米はおいしいですよね！

こんにちは、地域おこし協力隊の大塚です。今月もよろしくお願いします。
今現在、お借りしている山の作業を細々と続けつつ、起業に向けての準備をしております。植
物を使ったワークショップのほか、少々の飲食物もご提供できたら、と、試作・練習を重ねてお
ります。
（提供方法などの詳細はまだ決まっていません。
）
もちろん、塩谷町の食材も使用します。
塩谷町食材のおいしさも、もっとたくさんの人に知ってほしいですね。
直売所などでお米やお野菜を購入しては、自宅の台所で
（あーでもない、こーでもない）
とやっ
ております。改めてじっくりと塩谷町の食材を口にすると、しみじみと
（おいしいなあ……）
と思
いますね。もちろん、尚仁沢のお水も使いますよ!
皆様ご存知の通り、水分は人間の体の約60％を占めています。そのせいか、きれいなお水を
求めて浄水器を利用したり、天然水を飲んだりと水分摂取を工夫されている方が世の中には相当
数いらっしゃいます。多くの人がお水を選んで生活するなか、良質の美味しいお水の湧く水源が
町にある、という恵まれた環境に私たちはいます。塩谷町の食材をしみじみと
（おいしいなあ）
と
感じる理由は、生産者の方々の愛情のほかに、お水にもあるような気がします。
あと、山作業をしたり山道を歩いたりして感じることは、川から離れた場所にも水を好む植物
が生えていることです。人間の体で例えると、太い血管が荒川や鬼怒川をはじめとする地上を流
れる川だとすれば、地下には毛細血管のように伏流水の水脈があるわけです。これは定かではあ
りませんが、一説によると地下の伏流水は、地上を流れる水の4,800倍の量とも言われているそ
うです。近代土木の工法などが影響し、その伏流水の流れが断絶され、植物やその他環境にも影
響を与えていると言われています。川から離れたところに水を好む植物が生えているということ
はまだ減少こそすれ、伏流水のチカラも土中に割合残っているということではないでしょうか。
私が今独学している手入れも、土中の通気・透水・保水機能などを改善させることで地下の水
の流れも改善させる方法です。作業の進捗状況は非常にゆっくりではありますが、やった分だけ
その場の土や植物が応えてくれるのを感じます。ただ、現在の私たちは自然への負荷なしには生
活することができません。いかに、道路などの近代土木の恩恵にあずかりながら環境を改善させ
て生きていくか、に注目しています。
大塚 元子
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ユリピー新聞

2021（令和3年）10月12日

ユ リ ピ ー 新 聞

火曜日

ユ リ ピ ー 新 聞

塩谷町防災行政情報配信サービスをご利用ください。
塩谷町防災行政情報配信サービスをご利用ください。
町から発信される防災情報等について
町から発信される防災情報等について、音声専用戸別受
信機の他、
スマートフォン専用アプリ
「＠ｉ
ｎｆｏＣａｎａ
ｌ」への配
信を始めました。
右記のコードからダウンロード
してご利用ください。
Android用

2021（令和3年）10月12日

火曜日

町民のうごき（総人口）
前月比
− 2戸
−20人
−10人
−10人

※住民基本台帳総人口

世帯数
人 口
（内）男
女

4,024世帯
10,607人
5,289人
5,318人

（令和3年10月1日現在）

出生
転入等

iOS用

4人
9人

死亡
転出等

13人
20人

10月

交通・消防ニュース
0(
0(
0(
0(
0(
0(
41(
3(
38(

○交通事故
（人身事故）発生
死 亡 者
け が 人
○火 災 発 生
建
物
そ の 他
○救 急 車 出 動
（交通事故）
（急病・その他）

番組HP

8)件
0)人
10)人
7)件
2)件
5)件
382)件
28)件
354)件

※出動件数には不搬送件数を含む
（ ）内は 1 月からの累計
（矢板警察署・塩谷消防署）10月1日現在のデータです。

防災行政無線自動再生サービス

☎45-2655

※放送内容を電話で聞くことができます

今月も﹁ユリピー新聞﹂では
ホットニュースをお届け！
知事と意見交換ができるチャン
スです︒
皆様ぜひお申し込みください︒

船生かぶき村

※過去放送回の収録の様子

番組放送スケジュール
放送回
放送日
番組内容（予定）
31 11月 2日 すぎやま農場
32 11月 9日 しおやブランド（新米）
小島酒造店
33 11月16日
しおやブランド（酒粕けーき）
34 11月23日 The Baton SHIOYA
八木澤康之氏（ニラ農家）
35 11月30日
インタビュー

◆放送日時：毎週火曜日 17：10〜17：20／約10分
（夕方生ワイド RADIO BERRY「BEAT」
内）
《問い合わせ》町企画調整課 ☎45−1112

火災情報テレフォンサービス

☎23-2119

※最新の火災発生情報を音声で聞くことができます

水曜日は19：00まで下記業務を行っております
税
務
課
Ჯ45-1117
住
民
課
Ჯ45-1118
保 健 福 祉 課
Ჯ45-1119
高齢者支援課
Ჯ47-5173
会
計
課
Ჯ45-1116
建 設 水 道 課
Ჯ45-2214

・税金に関する相談
・税に係る証明書等の発行
・住民票、印鑑証明書の発行
・戸籍届出の受付
・各申請の受付
・各申請の受付
・町税等の受領
・水道料金の納付相談

芸

孝子郎

文

按摩機と以心伝心三尺寝

多 蕾

民

骨と皮ばらばらなりて捨団扇

哲郎子

句

の窓

チェロの音とミュールの靴の帰省の子

西 棟

・石尊会の皆さん

蟻一つ地獄をさけて通りけり

沼尾 重徳

なか女

コスモスや老人の住む広き庭

沼尾 志朗

草刈機止めうらし身も鎌を持つ

俳人を搦め捕ったる烏瓜

廻谷 ケイ

丁 束

一面の夕日に包まるる刈田

小野田 薫

つな

手に惚れて振込む牌や肌寒し

手塚美喜夫

俳

町

※上記以外の業務は、通常の業務時間（8:30〜17:15）
にご来庁ください。詳しくは担当窓口にご確認ください。

満開の蓮田は墓かと繋ぐ道

穭田の無駄に時間を使ひけり

平石 義昭

・ユリピー俳句

きんぴらに人参多きはくろかな

髙橋 由枝

和雄

金井 佳子

い

赤羽

五月女洋子

湯沢江美子

柿沼千代子

斉藤 芳子

渡辺美代子

大島 洋子

線香の煙棚引く秋彼岸

歌

の窓

いく とお

・たかはら会の皆さん

はつ ぜみ

せん てい

初蝉の声に始まり幾通り

むく げ

がく

う

ちょう

鳴く声聞きて夏は逝きたり

にわ すみ

えだ は

そ

ゅ

庭隅の木槿の剪定五年せず

つぼみ

きょう

じ

しん じゃ

ち

莟は枝葉に見え隠れする

はつ まご

きそ

は

かん しゃ

は

初孫はしあわせ教の教祖なり

つと

あるじ

あ

どう

じじばば競いて信者となりぬ

やと

ま

にわ さき

雇いくれたる主に感謝す

よ

い ほう がく さい

あ し た

さ

明日も又来よわが庭先に

か

しゅうかい

働くは人の務めと八十歳を

はな

ん

あし ど

う

た

離れては又寄りて舞う揚げ葉蝶

ぶ

か

いただ

べに

はね

コロナ禍二年に足止めされぬ

う せん せい

ど

町文化祭邦楽祭の五十年

り

り

梨雨先生より頂き植えし秋海棠

ふ

は

今年は殖えて紅の花垂る

あき さめ

秋雨の朝の玻璃戸に羽をとじ

あま やど

カラスアゲハは雨宿りいる
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短

鵤工舎
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防災配信メールサービス

空メールを送信して登録
※

令和3年10月号

編 集 塩谷町企画調整課

☎０２８７-４５-１１１２

令和3年10月12日発行

Eメール kikaku@town.shioya.tochigi.jp

印 刷 株式会社ダイサン

納税は便利な
口座振替で！

口座振替
（自動振込み）
を
ご利用すると安心、
便利です！

