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宇都宮大学地域プロジェクト演習
（地域デザイン科学部のみなさん）

町ではこれからの担い手である若者に、町にもっと興味を抱いてもらうため、広報誌の訴求力の
強化が必要と考えました。そこで、
宇都宮大学地域デザイン科学部と連携し、学生ならではの自由
な発想で、
広報誌の企画立案と誌面の作成をしてもらいました。

コロナ禍と塩谷町

地域デザイン科学部
吉田真唯 河原沙知 内田満里奈
吉永雄希 辻拓海 屋敷拓海

活動の紹介

ストレスの例

私たちは宇都宮大学地域デザイン科学部の3年生
です。
当学部では、平成30年度よりコミュニティデ
ザイン学科、
建築都市デザイン学科、
社会基盤デザイ
ン学科の学生から構成される混成グループで、
地域
の課題と向き合い解決策を提案する
「地域プロジェ
クト演習」
を共通専門科目として実施しております。

活動の目的
私たちは、
地域パートナーの塩谷町企画調整課と
一緒に、
「若い世代へ広報誌の訴求力を高めるには」
という内容をテーマに活動を行っており、
若い世代
が広報誌に掲載する記事で読みたい内容とはどのよ
うなものなのかということについて明らかにするた
め、
1年間を通じて活動しています。

その他
3％

今回私たちは、近年流行している新型コロナウイ
ルスによる生活への影響について着目し、
町民の方
を対象にアンケート調査を行いました。
その結果を
もとに私たちなりに塩谷町の若い世代に興味を持っ
ていただけるように「広報しおや」の12月号の記事
を作成しました。

宇都宮大学オリジナルキャラクター
「宇〜太」
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遠出ができない
72％

コロナ収束後に
やりたいこと

イベント
参加
9％
旅行
70％

コロナ禍での
過ごし方

新型コロナウイルスの流行後、
家で過ごすこと
が多くなりましたか?という質問に対して回答者
の9割近くは家で過ごすことが多くなったと回答
しており、
塩谷町内においても、
コロナ禍で外出
が減っていることがわかりました。また新型コロ
ナウイルス流行の影響で、ストレスを感じていま
すか?という質問に対して、
7割以上はストレスを
感じているという結果でした。特にその中でも遠
出ができないことに対してストレスを感じてい
る方が多く、外出できないことに対しての不満を
抱いている住民の方も多いみたいですね…
そして新型コロナウイルスの流行に伴い何か
新しく始めたことはありますか?という質問に対
しては、
「はい」と答えた方は3人に1人の割合で、
やはりコロナ禍で場所や人数に制限もでてくる
ということで、
お家の中で気軽にできることや、
この機会に新たに挑戦してみようと考える方も
いて、コロナウイルスの影響は悪いことばかりで
はないのかもしれないですね。

アンケートの結果

勉強・仕事の
作業が遅れる
25％

友人との食事
21％

私たちの記事について

コロナ禍の現状・コロナ禍での過ごし方

コロナ禍での
ストレス解消法

1位

動画鑑賞

筋トレ

2位

テレビ鑑賞

ウォーキング

3位

映画鑑賞

4位

読書

5位

ゲーム

自転車、漫画、
ゲーム、サブスク加入、
ペット購入など（同率）

塩谷町の皆さんのコロナ禍での過ごし方第1位
は動画アプリでの動画鑑賞でした！最近ではい
ろいろな動画アプリが出ているので皆さん各々
のアプリで動画鑑賞を楽しんでいるみたいですね！
次いで2位がテレビ鑑賞、3位が映画鑑賞でし
た！映像を楽しむコンテンツを使ってコロナ禍
の退屈を楽しんでいる方が多いみたいですね！
しかし皆さん、
映像を楽しむコンテンツを長時間
使用すると目に悪影響を及ぼしかねないので気
をつけてください！コロナ禍での生活ってストレ
ス溜まりますよね…
実際にアンケートにご協力いただいた方のう
ち24人もの方がストレスを感じていると言って
います。そこで塩谷町の方のコロナ禍でのストレ
ス の 解 消 法 に つ い て 見 て み ま し ょ う！ネ ッ ト
ショッピングやテイクアウトでおいしいご飯な
ど家でできることをしてストレスを解消してい
る方がやはり多いですね！音楽、お酒、
釣りなど
各々の趣味を楽しんでいる方も多そうです！コ
ロナ禍で新しく始めたことを見てみると筋トレ
やウォーキングが上位に来ており、体を動かすこ
とを始めた方が多いようですね！確かにコロナ
で家にずっといると体がなまってしまいますも
んね…ぜひ皆さんも筋トレやウォーキングでな
まった体を動かしてあげてみてください！

※広報誌の改善のために、皆様の
ご意見をお聞かせください。

場所

江の島・鎌倉

・Mont Blanc Stand
モンブラン専門店。モンブラン
もお勧めですが、
ムラングシャン
ティという、
焼いたメレンゲの上
にホイップクリームを乗せたお菓
子も人気です。
〒248-0007
神奈川県鎌倉市大町1-1-12WALK大町Ⅱ-A
☎0467-33-4677
湘 南・鎌 倉 を 走 る 江 ノ
電からの景色は最高で
す。レトロな電車の車内
からは美しい海や周辺の
景色を眺めることができ
ます。
旅行の際にぜひ利
用してみては。

場所

白川郷

世界遺産である合
掌造りがいくつも並
ん で い ま す。気 分 転
換に歩いてみれば…

実際の迫力はケタ違
い で す。春 夏 秋 冬 ど の
季節に行っても美しい
です。
岐阜県大野郡白川村

場所

宇都宮

・小籠包 包包包
餃子の街で小籠包。
手作り＆蒸したての小
籠包が食べられます。
物凄く美味しいです。
〒321-0964
栃木県宇都宮市駅前通り1-5-12
☎028-678-8868
・ichimaru-iihi
宇都宮郊外にあるイタリアン肉バル、
豊富な肉料理と厳選されたワイン。一番
人気の肉料理
「バックリブステーキ」
は希
少な豚の背骨肉を半身や1本で豪快に提
供しています。
〒321-0944 栃木県宇都宮市陽東7-8-15
☎028-661-6746
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お知ら
お知らせ
カレ
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レンダ
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ー
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月

12

月

火

水

木

【町税等の納付期限】

固定資産税
国民健康保険税
＜4期＞
＜6期＞
後期高齢者医療保険料
介護保険料
＜6期＞
＜6期＞

12月27日 ※納税はコンビニもご利用できます（30万円以下）

11

13

14

休日当番医
佐藤クリニック（さくら市）
028−681−7666

燃えるごみ収集

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

19

20

21

22

23

24

休日当番医
小林医院（さくら市）
028−686−2061

燃えるごみ収集

資源ビン収集は
燃えないごみ収集
お休みします

26

27

15

16

役場窓口業務延長日

役場窓口業務延長日

28

燃えるごみ収集

29

御用納め

広報しおや
令和4年1月号発行

25

町内小中学校冬休み
〜1月10日（月）まで

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

休日当番医
休日当番医
休日当番医
森島医院（さくら市） 高瀬小児科医院（さくら市） 花塚クリニック（さくら市）
028−682−2116 028−682−5511 028−686−7667
燃えるごみ収集

資源ビン収集
燃えないごみ収集

古紙回収は
古紙回収
お休みします

燃えるごみ収集は
燃えるごみ収集
お休みします

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

日

月

火

水

木

金
元日

1

年末のごみ収集は、12月28日
（火）
が最終となりますが、今年度は1月6日
（木）
の可燃ごみ排出量が
多量であると予想されるため、12月30日の木曜日は可燃ごみの収集をします。
なお、個人の方が直接エコパークしおやに搬入する場合は、12月31日
（金）
まで可能です。
休日当番医
（※エコパークしおやは、1月1日〜3日の3日間はお休みとなります）
橋本医院（矢板市）
ごみを個人で直接搬入される場合は、
エコパークしおや
（☎0287−53−7370）
へお問い合わせください。 0287−43−0406

休日当番医
大 和 田 内 科
45−2411
成人式

9

休日当番医
風 見 診 療 所
46−0656
休日当番医の診療時間は

9：00〜17：00です

3
休日当番医
谷仲医院（矢板市）
0287−48−0800

4

御用始め

燃えないごみ収集は
燃えないごみ収集
お休みします

10

11

8

7

町では、在宅で生活するひとり暮らしの高齢者等に
対し、お弁当を自宅までお届けし、食の確保と安否を
確認するサービスを行っています。
◆対象者
①75歳以上のひとり暮らしの方
②おおむね65歳以上で心身の障がい、老衰等で日
常生活に支障がある方
③おおむね75歳以上で高齢者のみの世帯の方
・利用者のご家庭を定期的（週 1回～週 6回）に訪

役場窓口業務延長日
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

12

13

14

問し、お弁当をお届けしながら安否を確認します。

15

・お弁当の宅配は、 1日 1食とし、夕食分の宅配と
なります。

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

1食300円

◆申し込み

役場窓口業務延長日
燃えるごみ収集

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
○

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

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

11月17日船生小学校の 4、 5年生を対象に「認知
症サポーター養成講座」を開催しました。この講座で
は、講話や動画視聴をとおして認知症を正しく理解し
てもらい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者を
増やすことを目的としています。
参加した児童達からは、「困っている人がいたらや
さしく声をかけたいです。」「家族が認知症になっても、
やさしく寄り添いたいです。
」
等の感想が聞かれました。
町では、今後も認知症サポーターを増やし、認知症
になっても暮らしやすいまちづくりを推進していく予
定です。
熱心に話を聴い
ている 4年生

12月15日（水）10：00～12：00
令和 4年 2月16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。

◆費用

休日当番医
村井胃腸科外科クリニック（矢板市）
0287−40−3055
燃えるごみ収集

6

船生小で認知症サポーター講座

◆日時

◆内容

燃えるごみ収集は
燃えるごみ収集
お休みします

成人の日

5

町では、司法書士による「成年後見制度」に関する
無料相談会を開催しています。どうぞお気軽にご相談
ください。

食と安心を併せてお届けします！
お弁当宅配サービスのご案内
土

12月30日（木）は、可燃ごみの収集をします

こんな心配ありませんか?
・介護サービスを利用したいけれど、自分で契約がで
きない…。
・私たち親がいなくなった後、知的障がいのある子ど
もの将来が心配…。
・最近お金の管理に自信がなくなってきた。だれか信
頼できる人に頼めないかしら…。

《問い合わせ・申し込み》
町高齢者支援課 緯47－5173

31

30

成年後見無料相談会のご案内

ビデオで認知症の
人への接し方を学
んでいる 5年生

▲

古紙回収

18

17

献血
9:30〜12:15
13:15〜14:40 玉

休日当番医
おのこどもクリニック（さくら市）
028−681−1600

2

4

10

12

月

1

土

ペットボトル・
粗大ごみ収集

※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）

令和4年

金

聞いて納得。備えて安心。

▲

2021.12.10〜2022.1.15
日

包括だより

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。

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）

町高齢者支援課窓口にて
お申し込みください。
《問い合わせ・申し込み》
町高齢者支援課

緯47－5173

認知症サポーターになりませんか?
町では、認知症に関する基本的な知識や認知症の方
への対応の仕方などが学習できる
「認知症サポーター」
を養成するための講座の開催を推進しています。講座
の概要については以下を参照してください。
誰もが認知症になる可能性があり、また、認知症の
人と接する機会が増えていくにもかかわらず、認知症
についての正しい理解は進んでいないのが現状です。
そこで、町では認知症サポーター養成講座を開催し、
「認知症の基本的な知識」や「認知症の人への応対の
仕方」などを学んでいただくことで、職場や地域で認
知症の人や御家族を見守る「応援者」になっていただ
くことをお願いしています。関心をお持ちの方は下記
までお問い合わせください。
◆日時・会場 相談のうえ調整します
◆所要時間 60分から90分程度
◆費用 無料（教材は町で準備します）
◆内容 ・認知症についての正しい理解
・認知症の人への接し方 等
◆その他 コロナ禍での講座はオンラインでも可能です
《問い合わせ・申し込み》
町高齢者支援課 緯47－5173
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健康 福祉のひろば
健康・
健康・福祉
ひろば

健 ・福祉のひろば
健康
健康・福祉
ひろばば

新型コロナワクチン

追加接種（ 3回目）実施のお知らせ

町では、新型コロナワクチンによる感染予防効果等を高めるため、下記のとおり追加（ 3回目）の新型コロナ
ワクチン接種を行います。あくまで希望者のみで、接種費は無料です。
対象となる町民の皆さんに来年 1月から順次案内をお送りしますので、追加接種を希望する場合は手続きを
行ってください。
1 追加接種の対象者（次の全ての条件を満たす方のうち追加接種を希望する方）
・令和 3年11月末日時点で本町に住所を有している
・これまで 2回の新型コロナワクチン接種を完了している
・追加接種日に満18歳以上である
2 追加接種の時期
2回目の接種を終了してから 8ヶ月を経過した後
3 接種券の送付
次のとおり、追加接種の時期に応じて、順次接種の案内（接種券、予診票等）を送付します。
同封の返信用ハガキに追加接種希望の有無等を記入し、 2週間以内に返送してください。
2回目接種をした時期
令和 3年 6月 1日～30日
同上 7月 1日
～ 8月15日
同上 8月16日
～ 9月30日
同上 10月 1日
～11月30日

追加接種予定
令和 4年 2月 6日～27日
同上 3月13日
～ 4月24日
同上 4月24日
～ 5月29日
同上 6月12日
～ 7月30日

追加接種案内の送付
令和 4年 1月上旬
同上

2月上旬

同上

3月下旬

同上

5月上旬

※令和3年12月以降に2回目を終えた方にも順次案内を差し上げます。
4 追加接種を希望する場合の手続き
1）町の集団接種で接種する
「 3」の返信用ハガキに必要事項を記入し返送してください。それで予約は完了です。接種日の 2週間前
までを目安に接種日時を指定したハガキを送付します。
〇集団接種スケジュール
令和 4年 2月10日以降の毎週木・土曜日（14:
00～16:
00）
〇集団接種会場
日々輝学園高等学校開桜館（旧塩谷高校 塩谷町大宮25791）
※ 1、 2回目の接種会場から変更になっていますのでご注意ください。
2）かかりつけ医で接種する
かかりつけ医での接種を希望する方は、接種券が到着後かかりつけ医にご予約ください。なお、かかり
つけ医にご相談の上、追加接種を町の集団接種で受けることは可能です。
3）国・県の接種会場または職域会場で接種する
県の接種会場または職域会場で接種を希望する方は、接種券が到着後各会場にご予約ください。県の接
種会場、職域接種は令和 4年 3月中旬以降開設の予定です。なお、追加接種を町の集団接種で受けること
は可能です。
5 その他
・集団接種で使用するワクチンは、1、2回目と同じファイザー製と、これまで大規模接種会場で使用されて
きたモデルナ製の両方（おおよそ半々の割合）となる予定です。10代・20代男性を除き、ワクチンの種類
はお選びいただけませんので予めご承知置きください。なお、今後別のワクチンが承認された場合、接種
の取扱いが変わる場合があります。
・ 2回目接種後に塩谷町に転入された方で追加接種を希望する場合は申請の手続きが必要です。町のコール
センター（475178）にご連絡ください。
※まだ 1、2回目接種をお済みでない方は、令和 4年 9月末まで接種が可能です。
コールセンターにご連絡ください。

軸宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍雫
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今年度最後の健診のお知らせです
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。ぜひご利用ください。
◆検診日 令和 4年 1月23日（日）
◆受付時間 8：00～11：10
◆会場 塩谷町生涯学習センター
◆受診項目
特定健診・ヤング健診・がん検診（胃・肺・大腸・
前立腺）・婦人検診（子宮・乳・骨）
《問い合わせ》 町保健福祉課 緯45－1119

塩谷地区夜間診療室
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

12月

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
の助成について
接種を希望される方は、接種前に必ず保健福祉課ま
でお越しください。接種のための予診票をお渡しします。
【対象者】
・満65歳以上で、接種を希望される方
・過去に町からの助成を受けていない方
【自己負担額】 4,
000円（助成金額4,
800円）
【助成回数】 生涯1回限り
【その他】
・肺炎球菌ワクチンは前回の接種から5年以上の間隔
をあけて接種する必要があります。
・過去に町の助成を利用して接種をされた方は、助成
の対象となりません。
《問い合わせ》 町保健福祉課 緯45－1119

1月

日
12日
19日
26日
29日
30日
31日
1日
2日
3日
9日
10日

曜日
日
日
日
水
木
金
祝（土）
日
月
日
祝（月）

病院
くろす
くろす
くろす
くろす
くろす
くろす
くろす
くろす
くろす
くろす
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。

たんぽぽ広場12・1月行事予定
月日

開始時間

12月23日（木）10：15

内容

会場

クリスマスリース
たんぽぽ広場
を作ろう

1月 6日（木）10：15 ベビー＆ママヨガ ホール

献血にご協力ください
◆日時

12月17日（金）
9：30～12：15 13：15～14：40
◆会場 玉生コミュニティセンター
献血は、病気の治療や手術などで輸血を必要として
いる患者さんの尊い命を救うために、健康な人ができ
るボランティアです。皆様のあたたかいご協力をお願
いいたします。
献血は「不要不急」の外
出にはあたりません。献
血ルーム等含め、献血のご
協力をお願いいたします。

《問い合わせ》 町保健福祉課

緯45－1119

※12/（木）
2
､（木）
9
､16
（木）
のふれあいあそびはお
休みです。
※12/（水）
1
～21
（火）
はこども園の発表会のため、
た
んぽぽ広場はお休みです。
（土曜日は利用できます。
）
※12/
28
（火）～ 1/（火）
4
まで年末年始のお休みとな
ります。
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
・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

7

※12/23
（木）
と2/3
（木）
に採尿キットを
役場に提出していただきます。

お電話でお申し込みください。締切：12/16
8
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まちのわだい
まち
わだい

秋晴れのもとお化けとジャンケン大会大盛況！
船生地区コミュニティ推進協議会ではコロナ禍で2
度延期してきたお化けとじゃんけん大会を10月24日
に道の駅しおやの芝生広場で開催しました。参加55
人の子ども達がお化けに扮したスタッフとじゃんけん
をし、勝った数に応じた景品をゲットしました。
お化けを見て泣く子、じゃんけんに負けて泣く子、
お化けと真剣勝負で会場は盛り上がり親子での楽しい
イベントとなりました。
これからもコロナに負けず
元気をくれるイベントに期待
しています。

▲うあぁ～かじられる！

▲お化けさんご苦労様でした！

横断歩道は左右確認！
第28回交通安全輪投げ大会
10月23日、矢板地区交通安全協会大宮支部が大宮
地区コミュニティ推進協議会・大宮地区体育協会の協
力を得て「第28回交通安全輪投げ大会」を、大宮コ
ミュニテイセンター駐車場で26チーム73人が参加し、
開催いたしました。
開会式では、町長、矢板地区交通安全協会長があい
さつし、矢板警察署交通課長の講話がありました。
また、高齢者部会長斎藤光夫さんの音頭で参加者全
員で交通ルールを守るスローガンを唱和し、大宮駐在
所坂本巡査長が親子で横断歩道を渡る際の左右確認を
行い、模範を示しました。
輪投げ距離は 2メートルと従来より 1メートル短く
なりましたが、選手のみなさんは苦戦しておりました。
優勝は僅差で町長・コミュニティチームが獲得いたし
ました。
朝から強い風の吹く日でしたが、晴天に恵まれ、参
加者一同楽しい時間を過ごし散会いたしました。

▲お化け怖い…！
（遠くからじゃんけん）

記録更新!
「ひまわりのせいくらべ」
!
11月 9日、大宮コミュニティセンターで大宮地区
コミュニティ推進協議会主催の「第 3回ひまわりのせ
いくらべ」表彰式を行いました。第
1位は 4.
05m（ 5㎝の記録更新）
の大塩初江さん、 2位は 4.
00mの
和氣シナさん、3位は3.
75mの手
塚和子さんと学校法人開桜学院
日々輝学園高等学校、特別賞とし
て農道沿いに80mにわたりひまわ
りを育てたヨシ電子㈱栃木工場が
▲和氣さん
表彰されました。

▲左から神長会長、大塩さん、日々輝学園高等学校飯島さん、
手塚さん、ヨシ電子村上さん
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まちのわだい
わだい
令和 3年度地方教育行政功労者表彰受賞
塩谷町の前教育長である伴瀬良朗さんが、塩谷町・
栃木県・塩谷南那須地区の教育行政の発展への多大な
貢献が評価され、文部科学大臣から表彰を受けました。
伴瀬さんは13年間、町の教育長として在任し、いち早
く学校規模の最適化の推進に取り組まれ、少子化が進
む中、複式学級の解消に努め教育環境を整え、船生小
学校の統合につ
いても寄与する
など本町の教育
活動にご尽力い
ただきました。
この度は受賞お
めでとうござい
ます。
略歴
東北大学卒
県立高校教諭 教頭 校長
栃木県高等学校教育研究会会長
同
英語部会長
同
文化連盟会長
北関東町村教育長会会長
栃木県町教育長部会会長
塩谷町教育長（平成19年10月1日～令和2年9月30日）

大平崎公園内の奉仕活動を実施しました
▲右見て…

▲入ったかな?

船生小学校が優良学校を受賞
10月28日に、栃木県公館大会議室にて、令和 3年
度教育功労者、優良学校及び優良団体の表彰式が行わ
れ、本町の船生小学校が優良学校を受賞しました。
この表彰は、栃木県教育の振興に顕著な功績をあげ
られた、個人及び学校並びに団体が栃木県教育委員会
から表彰されるものです。
船生小学校は、
「自分の考えをもち、学び合い、伝え
合う子」
「がんばりぬく子」を目指す子ども像として掲
げ、教育活動に取り組んできたことが評価されました。

…来春のお花見が楽しみです・・・
塩谷町シルバー人材センターでは、10月27日に45
名の会員が、大平崎公園内のつつじに覆いかぶさった
ツル取りやアジサイ剪定の奉仕作業を実施しました。
作業前には、会員の安全就業の一環として草刈り講
習会を行い、その後、 3時間程度の奉仕作業を和気あ
いあい楽しく実施しました。公園内には歴史ある50
年以上のさくらやツツジが沢山あり春先には毎年大勢
の方々に親しまれておりますが、来春はより素晴らし
い風情で皆様を楽しませてくれると思います。
また、当センターでは現在134名の会員が登録して
おり、生きがい、仲間づくりなどを目的に、元気に草
刈り草取り清掃業務などを請け負っています。皆さん
も少しシルバーで働きたいと思う方はお気軽にお声を
かけてください。

第42回 塩谷町花いっぱいコン
クール表彰式が行われました
10月29日、花いっぱいコンクールの表彰式が行わ
れました。
本コンクールは環境美化の一環として毎年開催され
ており、今年度、参加された8団体の花壇を審査した
結果、最優秀賞に「芦場新田区地域資源保全会」が選
ばれました。そして、優秀賞には「飯岡まちづくり推
進委員会」、第3位には「船場区老人会（永楽会）
」が
入賞されました。
惜しくも入賞には届きませんでしたが、ほか5団体
につきましても、町内各地を彩り溢れる季節の花々で
楽しませてくださいました。
いよいよ、来年10月には、とちぎ国体が開催され、
本町にも、沢山の人たちが訪れることが予想されます。
来場される方々に、きれいな花で町内を飾り出迎え
たいと思いますので、是非とも多くの団体のご参加を
お待ちしております。

▲入賞された3団体のみなさんと見形町長
（左より、芦場新田区地域資源保全会、飯岡まちづくり
推進委員会、船場区老人会（永楽会））

◎最優秀賞の芦場新田区地域資源保全会の花壇

マイバッグデザイン画コンテスト
審査会が行われました！
町内の小中学校より応募された、「しおやまちマイ
バッグデザイン画コンテスト」の審査会が、10月26
日に、役場の若手職員及び地域おこし協力隊が審査員
となり厳正なる審査を行いました。
力作揃いの中、小学生の下学年の部・上学年の部、
中学生の部それぞれか
ら、最優秀賞と優秀賞、
3位が選ばれました。
結果は後日発表とな
りま す。入 賞 者 へ は
追って連絡をいたします。
どんなマイバッグが
できあがるか、楽しみ
ですね！
▲審査中の若手職員と地域おこ
し協力隊

▲草刈り講習会

▲ツツジのツル取り作業
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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

生涯学習だより
生涯学習だより
成人式の実行委員が決定しました
塩谷町成人式は令和 4年 1月 9日（日）に塩谷中学校
屋内運動場アリーナで開催予定です。
現在、成人式実行委員の皆さんが準備を進めています。
【成人式実行委員（敬称略）】
大島有介（委員長）・飯村優樹（副委員長）・小野田蘭・
鈴木佑菜・関谷歩海・村上伊織
※成人式の参加申込は11月30日まででしたが、申込み
が間に合わなかった方は生涯学習課へご連絡ください。
《問い合わせ》 町生涯学習課 緯487503

ふなっこチャレンジウォーキング
～手を取りあい 子どもを育てる 地域と学校～

11月 5日に船生小学校にて、
「積極的にチャレンジ
する子ども」のスローガンのもと、ふなっこチャレン
ジウォーキングが開催されました。地域学校協働活動
の一つとして、地域、学校、保護者の代表の方々で協
合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
議を重ね、準備を進めてきました。当日は、多くの地
《問い合わせ》 町生涯学習課 緯487503
域の方と保護者の皆さんが、ボランティアとしてご参
加くださいました。
コースは、 1・ 2年生の岩戸別神社コース、 3・ 4
生涯学習推進大会＆文化振興事業
年生の平作堀コース、 5・ 6年生の佐貫観音コースの
を開催します
3つです。どのコー
スも地域の見所満載
塩谷町生涯学習推進大会と塩谷町文化振興事業を同
です。風景を楽しみ
ながら、全員が完歩
日開催します。
文化振興事業としては、お笑いタレント・YouTuber することができまし
た。
として人気を誇るヒロシさんの講演会（タイトル未定）
地域を知ることが
を予定しています。
でき、最後まであき
詳細については決まり次第お知らせいたしますので、 らめずに歩くことで
体力向上につながる。
お楽しみに！
まさに、知・徳・体
◆日時 令和 4年 2月11日（金・祝） 13：15～
を兼ね備え、地域と
◆場所 塩谷中学校屋内運動場アリーナ
学校が手を取り合っ
て成し遂げた、すば
《問い合わせ》町生涯学習課 緯48－7503
らしい活動となりま
した。

おめでとうございます！
～学校教育支援ボランティア表彰～
10月28日に、栃木県公館にて、栃木県教育委員会
による「学校教育支援ボランティア感謝状贈呈式」が
行われました。塩谷町からは、大嶋貴美枝さん（大宮
上区）が表彰されました。
大嶋さんは、長年にわた
り町内の小中学校にて、
読み聞かせやブックトー
ク活動を行っています。
毎回、魅力あふれる本を
子どもたちに紹介してく
ださり、読書意欲の向上
にもつながっています。
今後のさらなるご活躍を
お祈り申し上げます。

図書館に新しい机と椅子が入りました！
森林環境譲与税を用いて、
『木工房 玄』の高塚和則
さんに机と椅子を作っていただきました。
新聞閲覧用の机と読書用の机があります。材料には
上溝桜を使用しており、木の香りがとても落ち着きま
す。座り心地もとても良いですよ。図書館にお越しの
際は、新しい机と椅子でゆっくり読書を楽しんでみて
ください。

町図書館からのお知らせ
【12月のイベント案内】
●図書館からメリークリスマス
本を借りると、素敵なクリスマスプ
レゼントがもらえます！お楽しみに！
●おはなしひろば＠しおや
12月19日（日） 11：00～
楽しい本を用意してお待ちしております。お子様と
一緒に参加してみませんか。
●12月からは通常開館になります。詳しくはカレン
ダーをご確認ください。
開館時間： 9：00～18：00
図書館カレンダー
【12月】

【1月】

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

1

5 6 7 8 91011

2 3 4 5 6 7 8

12131415161718

9101112131415

19202122232425 16171819202122
262728293031

23242526272829

×は休館日
※年末年始は休館になります。

3031

●図書館の本・CD・DVDがホームページから予約で
きます。本は10冊まで、CD・DVDは合わせて 2枚
まで予約可能です。図書館発行のI
Dとパスワードが
必要となりますので、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。
《問い合わせ》町図書館 ☎470088

町図書館新着図書情報（一部）
タイトル

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。

著者名

小説魔入りました！入間くん 1 悪魔のお友達 西修
パンツ・プロジェクト

キャット・クラーク

開かずの扉の鍵貸します

谷瑞恵

はじめてのカリンバBOOK

Mi
sa

朝までぐっすり！夜中にトイレに起きない方法 平澤精一
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。

【利用カードについて】
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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スポーツニュース
第10回町商工会長杯ユニカール記念大会
◆とき 10月24日
◆ところ 船生東体育館
◆成績 【団体】
優 勝 やいたB
（加藤利子 小野﨑冷子 阿部里子）
準優勝 ポンコツ（大嶋等 玉山武典 増渕健一 大島和平）
3 位 カナリヤ
（斎藤仁 斎藤たみ子 中村始子）
【個人ターゲット】
1レーン
1位 原 光昭 2位
2レーン
1位 斎藤豊子 2位
3レーン
1位 村上 昇 2位
4レーン
1位 斎藤利子 2位
5レーン
1位 玉山武典 2位

斎藤幸江

3位 栗原

潔

斎藤たみ子

3位 大島勝榮

五江渕賢一

3位 大島

小野﨑冷子

3位 阿部里子

清

総合公園ちびっこ広場トイレ改修
工事を行っています
現在、総合公園のちびっこ広場にあるトイレの改修
工事を行っているため、トイレと駐車場がご利用でき
ません。
工事期間中は別のトイレをご利用いただくと共に、
お車は別の駐車場をご利用ください。
皆様には、ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力いた
だきますようお願いいたします。
また、工事個所付近は、施工業者の設置する看板等
に従いまして十分注意のうえ通行されるようお願い致
します。
記
1．工事名 令和 3年度塩谷町総合公園ちびっこ広場
トイレ改修工事

（水）まで
2．工事期間 令和 4年 2月 2日
※天候等により工事期間が延びる場合もございますの
で、看板やガードマンの指示に従ってご利用ください。
※今大会もコロナ禍におけ
3．施工業者 株式会社 野口建築工業
る感染対策を実施し、参
加チーム20チームの協
緯45－0162
力を得て実施されました。 《問い合わせ》 町生涯学習課 緯487503

大嶋

等

3位 寺田

正

2021ソルトバレーシティオープンテニス大会結果
▶

大会中の様子

とき：11月 7日 ところ：町総合公園テニスコート
町テニス協会主催のテニス大会が新型コロナウィル
ス感染症対策を万全にして15名の参加で開催されま
した。結果は下記の表の通りになります。大会に参加
されたみなさん、大変お疲れ様でした。

▶

入賞されたみなさん

第25回塩谷町射撃大会
とき：11月 6日 ところ：塩谷射撃場
第25回塩谷町射撃大会が開催されました。総勢19
名の選手が参加し、トラップの部とスキートの部で日
頃の練習の成果を競いました。
【トラップの部】
優

勝

清水

榮

準優勝

市村

充

勝

篠部

照雄

準優勝

荒井

清美

【スキートの部】
優

14

順

位

名

前

優

勝

斎藤

貴志

準優勝

田村

友宏

町 立 小 中 学 校 会 計 年 度 任 用 職 員 の 募集
（講師・指導助手）
◆職種 教育補助事務
◆職務内容
・特別な配慮を要する児童生徒が
学校生活を送るための支援
・教科指導の補助等（ピアノ、
体育等実技含む）
・その他学校の業務
◆雇用条件
健康で熱意をもって児童生徒
の支援ができる方
◆社会保険等
健康保険、厚生年金保険、雇用
保険、労働災害保険に加入
◆任用期間
令和 4年 4月 1日～令和 5年
3月31日
（注）夏季休業日、冬季休業日、
学年末始休業日、学期間休業日
休校日の勤務はありません。
◆勤務時間
・原則として週 5日間、 1日 7時間
・ 8：15～16
：00
（休憩45分）
（注）勤務校により異なる場合
があります。
◆報酬額
・時給 1,
507円～（講師 小
学校又は、中学校教員免許あ
りで、主は教科指導）
・時給 1,
328円～（指導助手
小学校又は、中学校教員免許
ありで、主は教科指導補助）
・時給 1,
201円～（上記免許
なしで、主は生活指導補助）
・通勤手当あり及び期末手当あり
◆勤務地 塩谷町立小中学校
◆採用人数 若干名

（学校用務員）
◆職種 学校用務員
◆職務内容
・学校環境整備
・学校給食配膳、準備、かたづけ
・その他学校の業務
◆雇用条件
・健康で熱意をもって業務にあ
たれる方
・準中型自動車免許（オートマ
限定免許者を除く）
◆社会保険等
健康保険、
厚生年金、
雇用保険、
労働災害保険に加入
◆任用期間
令和 4年 4月 1日～令和 5年
3月31日
勤務日は、町職員に準じます。
なお、学校休業日の勤務はあり
ません。
◆勤務時間
・原則として週 5日間、 1日 7時間
・ 7：30～15
：15
（休憩45分）
（注）勤務校により異なる場合
があります。
◆報酬額
・時給 897円～
・通勤手当あり及び期末手当あり
◆勤務地 塩谷町立小中学校
◆採用人数 若干名

（学校司書）
◆職種 学校図書館司書事務
◆職務内容
・学校図書の選定、架配、整理、
児童生徒への貸出、資料整理
・その他学校の業務（学校HP
作成を含む）
◆雇用条件
・健康で熱意をもって業務にあ
たれる方
※司書、司書教諭有資格優遇
◆社会保険等
健康保険、
厚生年金、
雇用保険、
労働災害保険に加入
◆任用期間
令和 4年 4月 1日～令和 5年
3月31日
勤務日は、町職員に準じます。
なお、学校休業日の勤務はあり
ません。
◆勤務時間
・原則として週 5日間、 1日 7時間
・ 8：15～16
：00
（休憩45分）
（注）勤務校により異なる場合
があります。
◆報酬額
・時給 1,
201円～
（司書または司書教諭資格有）
・時給 897円～（資格なし）
・通勤手当あり及び期末手当あり
◆勤務地
・塩谷町立塩谷中学校
・塩谷町立小学校 3校を定期
的に巡回
◆採用人数
・中学校 1名
・小学校 1名

◆選考方法 書類審査、面接等
◆面接日 2月上旬～中旬 電話連絡後、面接実施通知を送付します。
◆申込み方法及び募集期間
・市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、下記へお申込みください。
・ 1月24日（月）まで
・直接持参又は郵送（郵送の場合は期限内必着）
《申し込み・問い合わせ》
〒329－2441 塩谷町大字船生989－1 町学校教育課 緯48－7501 FAX48－7502
メールアドレス：gakkou@t
own.
shi
oya.
t
ochi
gi
.
j
p
◯県採用常勤教職員・会計年度任用職員等の募集について
塩谷南那須教育事務所において県採用常勤教職員・会計年度任用職員等を募集しています。
詳しい内容はホームページで確認の上、塩谷南那須教育事務所へ履歴書を送付ください。
〒3292163 矢板市鹿島町20－22 緯0287－43－0176

15

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！」
町ではマイナンバーカードを使ったコンビニでの住民票の写し等の証明書

Vol.12

交付開始に向けて準備を行っています。今月は、コンビニで安心して証明書
を取得していただくために、マイナンバーカードには何が記録されている
の？安全なの？といった疑問を大解剖します！
マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

▶マイナンバーカードの仕組みを大解剖！

これがみなさんのマイナンバー（個人番号）
です。番号を見られても個人情報が盗まれる
ことはありません。

この IC チップには、

①署名用電子証明書
②利用者証明用電子証明書
の 2 種類の電子証明書が入っています。

署名用電子証明書？利用者証明用電子証明書？
言葉が難しくてよく分からないね…

簡単に説明すると、

①署名用電子証明書は、インターネット上で電子申請手続き等をする際に、文書が改ざんされていな
いかどうかを確認する仕組みです。カード表面に記載の、氏名、住所、生年月日、性別の 4 情報が記録され
ています。

②利用者証明用電子証明書は、本人であることを証明する仕組みです。氏名等の 4 情報は記載され
ません。コンビニでの証明書発行には、この電子証明書が使われます。

マイナンバーカードのお手続き
（予約制）
マイナンバーカード及び電子証明書のお手続き（申請・交付・更新等）は、予約のお電話が必要になります。
◆平日の受付時間

月曜日〜金曜日（祝日を除く） 8：30〜17：00
水曜日のみ 8：30〜19：00
◆今月の休日交付日時 12月26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）。
◆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。
③電子証明書のお手続き（有効期限到来による更新等）
・持ち物 ①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの暗証番号がわかるもの（手続きに応じて署名用電子証明書（英数字
6文字以上）や利用者証明用電子証明書（数字4桁）の暗証番号を入力していただきます。
）

また、マイナンバーカードには、税情報や年金情報など、プライバシー性の高い情報は記録
されません。

受取予約・予約の変更等・その他お問い合わせ
町住民課（緯45−1118）
平日 8：30〜17：15
水曜日 19：00まで

なるほど。マイナンバーカードの中に、税金や家族構成など色々な個人情報が入っている
訳ではなくて、本人確認のための仕組みが入っていることで、証明書が発行できるんだね。
いよいよ来月から、コンビニ交付がスタート！マイナンバーカードの取得申請はお早めに！

更に、電子証明書を使うには、本人が決めたパスワードが必要で、万が一誰かがカードを悪用
しようとしても、パスワードを何度も間違うとロックがかかったり、不正に情報を盗もうとす
ると IC チップが壊れる仕組みになっていたりと、安全性を保つため様々なセキュリティ対策
が取られています。

16

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。
17
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12月は「町税滞納整理強化月間」です
〜納期限内納付のご協力をお願いします〜

◎町税に滞納のある方は、確定申告による所得税還付金をすべて差押します
確定申告をしたことにより所得税が還付になる場合、町税に滞納のある方については、差押の手続を行ったう
えで、すべて町税に充当します。なお、町税を分割納付している方もすべて差押の対象となります。

町税は私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な役割を持っています。福祉や保険といった社会保

【令和元年度～令和2年度実績】

障、ごみ処理、教育、道路整備など、様々な事業を進める上で、とても重要な財源です。町税などの納期が過ぎ
年

取立件数【件】

取立額【円】

R元 年 度

13

336,
457

R2年 度

16

300,
546

ても未納の方は早めに納付してください。
町では、町税滞納額の縮小と収納率の向上を目指し、12月を「町税滞納整理強化月間」として、税収確保に努
めます。

納付・相談に応じない人には滞納処分により強制的に取立します
町税などの納期限が過ぎても未納の方には、督促状や電話・文書などで催告をしていますが、納税相談がなく
未納の方には、さらに町職員がその方のお宅を訪問し、納税の催告を行います。

度

◎不動産差押を強化しています
住宅ローンなどの支払を優先して納税いただけない方には、積極的に不動産（土地・建物）差押を執行してい
ます。

町税などの滞納が続くと納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ延滞金が加算されます。また、ほとんど
の方が期限内に納付されている中で、再三納付の催告をしているにも関わらず滞納を続けている方には、税負担
の公平性や町民としての負担の義務を果たしていただくため、財産の差押など滞納処分を執行します。

◎給与差押も実施しています
給与収入など納税できる支払能力があるにもかかわらず、住宅ローンや他の借入などの支払を優先して納税い
ただけない方には、積極的に給与差押を執行しています。

◎差押を実施しています

町税を滞納してしまい、町が勤務先に給与照会することにより、結果的に町税の滞納の事実が勤務先に知れる

令和2年度の滞納処分（財産差押）の件数と取立額です。債権・不動産など種類を問わず処分を実施していま
す。

給与差押については、完納になるまで毎月取り立てを行います。

【令和 2年度実績】
区

分

給

調査件数【件】

差押件数【件】

取立額【円】

納税が困難な人は、一人で迷わず放置せず、早めに相談を
災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより町税の

料

38

5

438,
000

金

6,
503

16

1,
138,
000

一括納付が難しい場合には、分割納付に応じることもできます。

地 代 ・ 家 賃

4

2

1,
638,
000

まずは、納付できない理由をお聞かせください。

生

険

7

その他（年金等）

16

9

1,
881,
000

預

貯

命

保

動

産

不

動

産

合

計

6,
569

納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せず、早めにご相談ください。

お

支

払

い

は

便

利

な

口

座

振

替

で

町税などの納付には、口座振替が便利です。口座振替の場合、各町税などの納期限日にご指定の口座から振替

1

国税県税税還付金

18

ことになります。

します。町指定金融機関にてお手続きください。
12

338,
000

44

5,
433,
000

1117
《問い合わせ・相談窓口》町税務課 緯45-
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自主防災組織について （ お 知 ら せ ）

確定申告のお知らせ
◇ 確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンでご
利用いただけるe－Tax
・スマホ申告が便利です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
を用いて、確定申告会場に出向かなくても、マイナ
ンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード対
応のスマホ又はI
Cカードリーダライタを利用して、e
－Taxで申告書を提出できます。
また、印刷して郵送等で税務署に提出することも
できます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、
お早めの取得をお願いします。
感染防止の観点からも、ぜひご 自宅からe-Taxをご 利
用ください。

町では自主防災組織に関する経費について、補助しています。

○

自主防災組織

資機材購入費補助金

令和 3年11月時点で、31の行政区で自主防災組織が設立され、防
災訓練等の活動を行っています。組織の設立に伴い防災の資機材を
購入する場合に、
50万円を上限に補助をしています。（※令和 3年度まで）
詳細はお問い合わせくださるようお願いいたします。

○

自主防災組織

《確定申告などに関するお問合せ》
国税庁ホームページ「タックスアンサー」
・
「チャッ
トボット（ふたば）」をご利用ください。

活動費補助金

防災訓練や防災の広報、啓発等を行う設立済の自主防災組織に対し 3万円を上限に補助をしていま
す。補助対象の経費は下の表のとおりです。
・補助金の額について
年度内 1回まで、 3万円が上限となります。
（1,
000円未満の端数切捨て）

◇

・申請時期について
今年度は、令和 4年 1月までに申請願います。
・申請に必要なもの
①交付申請書・請求書、②支出明細書、③領収書等の写し
申請時期等、詳細はお問い合わせくださるようお願いいたします。

活動費補助

対象の活動

防災訓練に関すること

防災の広報、啓発に関すること

補助対象経費
・炊き出し材料の購入費
・防災資機材の借上げ料
・訓練に要する消耗品、資機材の購入費
・防災訓練参加者の傷害保険料
・災害時の備蓄品の購入費
・その他防災訓練に必要な経費
・会議室利用料、講師謝礼金
・研修参加費（交通費を含む。
）
・看板、ポスター等の製作費
・その他広報、啓発に関する経費
《問い合わせ》町総務課
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《e－Tax
・作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ》
「e－Tax・作成コーナーヘルプデスク」（緯0570－01－5901）
【受付】月曜～金曜
（祝日等及び12月29日～1月3日を除きます）

緯45－1111

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次
のとおり開設いたします。
会場 氏家税務署 2階会議室
期間 令和 4年 1月24日（月）から 3月15日（火）まで
土、日及び祝日を除きます。
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、
還付申告の方の申告相談を 2月15日（火）以前でも
受け付けております。
（注）贈与税については、2月 1日
（火）以降、申告
相談を受け付けております。
時間 相談受付： 8：30～16：00
相談開始： 9：00～
確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁
LI
NE公式アカウントから事前に取得した入場整
理券が必要です。
※スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基
本的にスマホを利用して申告書を作成していただ
きます。
※確定申告会場に来場される際は、マスクを着用して
いただき、少人数でお越しください。
※入場の際に検温を実施しています。
咳・発熱等の症状のある方は入場をお
断りさせていただきます。
※午後 4時前であっても、相談受付を終
国税庁LI
NE公式
了する場合があります。
アカウント

固定資産税（家屋）の届出のお知らせ
固定資産税は毎年1月1日現在に所有している方に
課税されます。
年内に未登記の家屋を取り壊した場合や売買、贈与、
相続などで所有者を変更した場合で、未だ手続きが済
んでいない方は、速やかに下記の書類を町税務課まで
提出してください。
登記済の家屋につきましては、必ず法務局での手続
きが必要になります。手続きが完了すると法務局か
ら登記された旨が通知されますので、改めて手続きは
必要ありません。もし、滅失登記の申請が年内（12月
31日）に間に合わない場合は、町税務課までご連絡く
ださい。
届出がない場合、誤った課税などに繋がる恐れがあ
りますので、必ず手続きをお願いいたします。
こんな場合 提出書類

添付書類

取り壊した事実がわかる書類
（滅失証明書など）
家屋を取
建物滅 ※提出後、現地確認を行います。
り壊した
※家屋を取り壊すと、土地の特
失届
場合
例が適用外になる場合があり
ます。
所有者が変 家屋所 相続の場合は遺産分割協議書や
更になった 有者変 遺言書の写し
場合
更届
売買等の場合は契約書の写し
届出用紙は町税務課に置いてあるほか、町ホーム
ページからもダウンロードできます。
《問い合わせ》町税務課 緯45－1117

借金で悩んでいませんか?
国の無料相談窓口をご利用ください。
専門の相談員が丁寧にお話を伺います。まずはお電
話ください。
◯平日8：30～17：00
◯必要に応じ弁護士紹介

◯電話または面談
◯秘密厳守

《問い合わせ》財務省関東財務局宇都宮財務事務所
相談専用電話 緯028－633－6294

21

タウン情報

タウン情報
報

令和 3 年 度新型コロナウイルス感染症に係る
国 民健康保険税の減免について

農 業 用 軽 油 免 税 証 交 付 申 請 受 付 の お 知 らせ
次により令和 4年中に使用する農業用軽油免税証の交付申請を受け付けます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免になります。申請は令和 3年
軸宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍雫
度中にお願いいたします。
※こちらの記事は広報しおや令和 3年 7月号に掲載をしましたものと同じ内容になります。
【減免の対象となる保険税】
①令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に普通徴収の納期限（注 1）が到来するもの
（注 1）年金から天引きされている方につきましては、特別徴収対象年金給付の支払日。

全額（10分の10）
10分の 8

400万円超え550万円以下の場合

10分の 6

550万円超え750万円以下の場合

10分の 4

750万円超え1,
000万円以下の場合

10分の 2

介護保険料・後期高齢者医療保険料につきましても、減免を受けられる場合があります。ご自身が減免の対象とな

軸宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍雫
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塩谷町役場

第 3会議室

1 予約
⑴予約方法 電話受付【町産業振興課 緯45−2211】
⑵予約時期 令和 4年 1月18日（火）〜 1月28日（金） 9：00〜17：00
2 対象者
⑴農業を営み、農業用機械に軽油を使用する方
⑵機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行い、農業用機械に軽油を使用する方
注意 次の方には交付できません。
○免税軽油使用者が税の滞納処分
（差押等）
を受け、その滞納処分の日から 2年を経過していない方
○「免税証の引き取りに係る報告書」の提出がない方
報告書用紙を無くした場合には申請の際に作成することができますので、
納品書等の免税軽油の引取りの事実
が確認できるものを忘れずに持参してください。

①栃木県収入証紙代（420円）
②その他必要書類は、「⑵継続して申請する場合」と同じです。
※機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う方が、⑴⑶の申請をする場合は、次のものが必要にな
ります。
①耕作（農作業受委託）証明書（農業委員会で交付するもの）

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険税の全額が免除になります。

るか、申請に必要な書類等の詳細については、下記担当にお問い合わせください。
《問い合わせ》町税務課

場所

3 必要書類
⑴新規に申請する場合
①耕作面積の証明書（農業委員会で交付するもの）
②栃木県収入証紙代（420円）
③使用する機械の詳細がわかるカタログ等（トラクター・コンバインは不要）
⑵継続して申請する場合（⑶の場合を除きます。）
①免税軽油使用者証
②免税軽油の引き取り等に係る報告書及び添付書類（納品書等）
③使用機械に変更がある方は、機械の詳細がわかるカタログ等（トラクター・コンバインは不要）
⑶免税軽油使用者証の有効期間の始期が令和元年中の場合（免税軽油使用者証の更新が必要になります。）

減免の割合

300万円超え400万円以下の場合

9：00〜16：00（12：00〜13：00を除く）

今年度の申請につきましては、感染症対策のため、昨年に引き続き事前予約制での受付とさせていただきます。予約
方法につきましては、下記をご覧ください。
軸宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍雫

【減免額の計算について】
○減免額は、減免対象保険税額（A×B／C）に減免割合（D）
をかけた金額です。
減免対象保険税額（A×B／C）
A：世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C：世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額に応じた減免割合（D）
300万円以下の場合

令和 4年 2月 1日（火）〜 2月 3日（木）

軸宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍雫

【減免の対象となる方】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険税を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少（※）が見込まれる世帯の方
⇒ 保険税の全部又は一部を減免
※保険税が減免される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
敢事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の 3以上減少する見込みで
あること（※補填がある場合はその金額を控除します。）
柑前年の所得の合計が1,
000万円以下であること
桓収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること
注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

前年の合計所得金額

日時

緯45－1117

4 その他
申請の際は、マスク着用、手指消毒など感染症対策に御協力ください。
体調が優れない場合は、当日の申請を控えてください。（矢板県税事務所で後日申請が可能です。）
《問い合わせ》
矢板県税事務所課税課免税軽油担当 緯43－2173
町産業振興課 緯45－2211
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令和4年「塩谷町賀詞交歓会」中止のお知らせ
例年 1月 6日に開催しております塩谷町商工会と塩
谷町の共催による塩谷町賀詞交歓会ですが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、令和 4年も開催を見
合わせることとしました。
ご参加をご予定いただいておりました皆様には、ご
迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません
が、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
《問い合わせ》町総務課 緯45－1111

必ずチェック 最低賃金
使用者も、労働者も
【地域別最低賃金】
すべての労働者に適用されます｡なお、下記の特定
最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時
間額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金の件名

時間額

効力発生日

栃木県最低賃金

882円

令和 3年10月1日

【特定最低賃金】
次の 6産業を営む使用者とその産業に従事する労働
者が適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の
労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名

時間額

塗料製造業

992円

はん用機械器具、生産用機械
器具、業務用機械器具製造業

939円

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

940円

自動車・同附属品製造業

947円

効力発生日

令和 3年
12月31日

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具製造業、
医療用機械器具・医療用品製
造業、光学機械器具・レンズ 940円
製造業、医療用計測器製造
業、時計・同部分品製造業

令和 3年度改正なし
各種商品小売業

令和3年10月1日以降、
栃木県最低賃金（時間
額882円）が適用され
ています。

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へお問い
合わせください。
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第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」リハー
サル大会兼第18回栃木県障害者スポーツ大会参加選手の募集
◆目 的 県民総スポーツを推進し、障がい者が競技
等を通じて健康の保持・増進を図るとともに、県民
の理解を深め、障がい者の自立と社会参加を促進す
ることを目的とする。
◆内容・特色 陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、
フライングディスク、ボッチャ、ボウリングの各個
人競技
◆日 時 令和 4年 5月21日（土）、22日（日）
◆会 場 カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運
動公園陸上競技場） ほか
◆対象者 申し込み時に以下の①、②の資格を満たす者。
①令和 4年 4月 1日現在で満12歳以上の身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交
付を受けている者。
②栃木県内に現住所を有する者。又は栃木県内に所
在する学校や施設等に通学並びに入所及び通所し
ている者。
◆参加費 無料
◆申込期間・締切 令和 4年 1月14日（金）まで
《申し込み・問い合わせ》町保健福祉課 緯45－1119

『栃木県サイクリングルート“ナス
1（イチ）”』の路面表示について
栃木県では、自転車で地域を巡り、沿線の魅力を楽
しむ体験型・交流型旅行の促進や、各種自転車関連イ
ベントの開催等を通じた観光地域づくりを推進し、自
転車を活用した地域の活性化を図るため、サイクリン
グ環境（モデルルート）を創出するとともに、走行環
境 の 整 備 を 進 め て お り ま す。こ の 度、全 延 長 約
144kmのモデルルートの第 1弾として『栃木県サイク
リングルート“ナス 1（イチ）”』を指定しました。
この一環として、矢板土木事務所では、サイクリス
トが快適に利用できる環境整備を進めており、青の矢
印は取り組みの 1つです。なお、
『栃木県サイクリン
グルート“ナス 1（イチ）”』に関する情報は、以下に
より確認できます。
1 Nas－cl
e
（なすくる。）
（栃木県北サイクルツーリ
ズム推進協議会オフィシャルサイト）
⇒ht
t
ps:
/
/
t
ochi
gi
kenpokucycl
e.
j
p/
2 とちぎ旅ネット（令和 3年11月末にナス1の情報
を掲載予定）
t
ochi
gi
j
i
.
or
.
j
p/
⇒ht
t
ps:
/
/
www.
3 『栃木県サイクリングルート“ナス1（イチ）
”』の
路面表示に関する問い合わせ
栃木県 県矢板土木事務所 保全部
緯0287－44－2538 FAX0287－44－2508

WEB サイト
Nas−cle
（なすくる。
）
QR コード

とちぎ旅ネット
QR コード

令和4年版県民手帳を販売しています
◆販売場所

企画調整課（平日のみ）
（上記以外に県庁や県内の書店・コンビニ
等でも購入できます。）
◆販売期間 令和 4年 1月31日（月）まで
◆価格 550円
◆表紙 深緑色、赤色の 2色から選べます。
◆主な内容
予定編…七曜表・国民の祝日・各月の書簡用語・県
内の主な行事 他
資料編…沿革・位置・栃木県の地位・人口・県民所
得・主要農産物収穫量・ 商工業の概況・産
業別労働者の給与・全国からみた栃木県の
すがた・市町村便覧 他
名簿編…衆･参議院議員・県議会議員・官公庁等一覧・
都道府県庁一覧 他
生活便覧編…道の駅・公営日帰り湯一覧・休日夜間
急患センター一覧・ 県政相談案内・郵便番
号一覧・親族･親等表 他
◆問い合わせ 町企画調整課 緯45－1112

令和 3年度第 3回危険物取扱者試験
◆試験の種類 甲種・乙種（第 1類～第 6類）・丙種
◆試験日 令和 4年 3月 6日（日）9：30開始
◆試験会場 作新学院高等学校
（宇都宮市一の沢 1－ 1－41）
◆試験手数料 甲種 6,
600円
乙種 4,
600円
丙種 3,
700円
◆書面申請 令和 4年 1月11日（火）～ 1月21日（金）
午前 9時～午後 5時 （土・日曜・祝日を除く。）
（一財）消防試験研究センター栃木県支部
◆電子申請 インターネットによる受験申請ができます。
詳細については、（一財）消防試験研究センターの
ホ ー ム ペ ー ジ（ht
t
p:
/
/
www.
shouboshi
ken.
or
.
j
p）
をご覧ください。
《問い合わせ》塩谷広域行政組合消防本部予防課
緯0287－40－1129

不動産無料相談
◆日

時

令和4年1月14日（金）
13：30～15：30
◆会 場 氏家公民館2階第6研修室
◆相談員 県北支部相談担当委員
◆内 容 不動産相談
＊予約制（先着3名）
《問い合わせ》（公社）栃木県宅地建物取引業協会県北支部
緯0287－62－6677

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20回「インスリン発見100年」
国際医療福祉大学塩谷病院
糖尿病代謝内分泌内科 山内恵史（矢板市）
今年はBa
nt
i
ngとBe
s
t
により血糖値を下げるホルモ
ンであるインスリンが発見されて100年になります。
この発見で糖尿病がすぐ死に直結する病気ではなくな
りました。しかしインスリン不足が糖尿病の原因であ
ると言われるように、インスリン注射やインスリン分
泌促進薬によって血糖値は下がり細血管症の発症進展
は防ぐのですが、インスリン抵抗性というインスリン
がきかない状態が動脈硬化を初めとする合併症や併発
症に関わることがわかり、一筋縄ではいきませんでし
た。 1型糖尿病のようにインスリン分泌のほとんどな
い糖尿病患者ではインスリン注射は必須ですが、多け
れば低血糖を起こします。私が医師になった頃は「少
しぐらいの低血糖は大丈夫だ。血糖を下げることが優
先だ。」と教えられたのですが、低血糖は心疾患のリス
クや死亡率をあげ、認知機能に影響することも判って
きたため、特に高齢者はゆるめのコントロールがされ
るようになって来ています。
最近は持続血糖（正確には間質液中の糖濃度）測定
システムCGMが用いられる様になり食事の糖質量管
理と合わせてより正確な血糖コントロールができるよ
うになってきましたが、正確さ簡便さが求められます。
CGMとインスリンポンプを組み合わせた簡易人工膵
臓の実用化は間近となっていますが、使用は結構面倒
です。血糖が高いと効き目がよくなるスマートインス
リンも開発中とのことです。
インスリンは100年間主に皮下注射で用いられてき
ました。吸入インスリンも一時期発売されたのですが
思ったより面倒なことなどもあってたいして話題にな
らないうちに消えていきました。経口インスリンは昔
からの話題ですが、バイオアベイラビリティの低さな
どあってまだ道半ばのようです。その中で経口インス
リン注射というカプセルにはいったデバイスが胃内で
胃壁に刺さることで注射をするというユニークな方法
が報告され結構開発は進んでいます。子どもの頃に
21世紀になれば熱核融合発電が可能になる、癌も解決
すると言われていたのですが糖尿病の解決もまだまだ
先のようです。
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塩谷町学力向上推進委員会

学力向上にむけた取組

その 2

対話的で深い学びを充実させる工夫

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 みんなが分かる 授業を目指して〜
今回は、大宮小学校の取組を紹介します。
本 校 で は 、児 童
の学力向上にむけ
昨年度までの成果
と課題及び今年度
の各種学力調査等
の結果分析を踏ま
え、次の3点を重点
目標に掲げ取り組
んでいます。

学力向上にむけた取組

解法の確認と振り返り

授業のはじめに、本時のめ
あてを設定します。児童の言
葉から設定することにより、
主体的な学びにつながるよう
にしています。

学習活動の中心では、話合
い活動を通した学び合いを
行っています。互いに意見を
交流することにより、考えを
深められるようにしています。

授業の終わりに、学習のめ
あてが達成できたのかを振り
返ります。自分を見つめるこ
とにより、次の活動につなげ
られるようにしています。

その 1

その 3

家庭学習の充実に向けた工夫

おおみやソーランより

子どもの学ぶ意欲を高める工夫
タブレットを使って、朝の学習を進めています。
一人一台使用し、ドリルコンテンツに取り組
むことで、それぞれの課題にあった学習内容を、
自分のペースで時間いっぱい真剣に進めていま
す。

5年生

自主学習のすすめ

家庭学習コーナーの掲示

自主学習の例の活用

提出されたノートの掲示

「朝の学習」の様子

ICT授業より

授業では、インターネットを使った調べ学習
や意見発表、感想交流など、さまざまな場面で
タブレットを活用しています。
楽しく、充実した学習ができるように活用方
法や場面を工夫しています。
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少人数での学び合い

学力向上にむけた取組

運動会

6年生

授業のめあての確認

「自主学習のすすめ」を参考に、子供たち自身で内容を考え家庭学習を進めています。良い取組
（ノートの例）や提出されたノートを掲示することで、子供たちのやる気もアップし、意欲的に取
り組んでいます。
27

ઢଐभ

地域おこし
協力隊

第19回

ウォーキングのまちづくり
ウォーキングの町しおやイメージキャラクター決定！

地域おこし協力隊
地域
協力隊

大塚の 発掘しおや

Vol.

30

ウォーキングの町づくりに小学
生世代も「参加している」という気
持ちを持って頂きたく、町内の小
学生を対象にキャラクター募集を
行 い ま し た。100件 を 超 え る 応
募があり、選ばれたのは…
大宮小学校 5 年

髙橋諒夏さん

▲おむすびセットの内容です

の
「歩一君」に決定いたしました。

大宮小学校4年
斎藤百花さんの
「ゴー丸君」

船生小学校5年
鳰 泰知くんの
「ウォー・キング」
28

大宮小学校5年
君嶋ほのりさんの
「ウォっ太くん」

大宮小学校2年
和氣 旭くんの
「あるくん」

船生小学校5年
斎藤心羽くんの
「あるこうくん」

▲山道をのぼる園児のみんな

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。
11月は、個人的には慌ただしく感じましたが皆さんはいかがでしたでしょうか。しおや100
キロウォークも無事開催・終了し、よかったですね。参加者の方々は今回も喜んでお帰りになっ
た印象です。

そして最終選考まで残った8作品をご紹介します。

大宮小学校6年
和氣心春さんの
「歩く・しおやくん」

▲TAKIBI店内

大宮小学校5年
月井 梓さんの
「くまりん」

大宮小学校2年
髙橋莉奈さんの
「ミドリーヌ」

沢山のご応募
ありがとう
ございました！

先日、整備した山林のお披露目が雨で中止となりましたが、別の日に認定しおやこども園の年
中・年長組のみんなが山道を歩き、どんぐり植え体験をしてくれました!
現地は以前薪炭林として利用されていた場所なので、コナラやカシなどどんぐりのなる木がた
くさん生えています。山道を歩きながら、各自お気に入りのどんぐりを拾い、竹のポットに植え
てもらいました。園児のみんなには、その後の発芽に思いを馳せたり、山道を歩く途中で一人ひ
とりが感じ取った感覚や経験を育んだりしていただければいいなと思っています。
また、一方で起業の準備を進めています。環境改善の勉強会を主催するのと並行して、塩谷産
米のおむすびと塩谷や近隣の食材を使用した汁物や軽いおかず、野草茶が飲食できる軽喫茶を始
める予定です。仕事を始めるにあたり困惑することも多々ありますが、それが楽しくもあるなあ
と日々感じています。
お隣の矢板市に2018〜2019年の矢板市地域おこし協力隊と集落支援員の皆さんで旅館の二
部屋分のスペースを改修した「矢板市ふるさと支援センターTAKIBI」というシェアスペースがあ
ります。こちらは昨年シェアキッチンもオープンし、店舗を持たない人も調理営業のできる調理
師や食品衛生責任者などの資格があれば、キッチンスペースをお借りして
（有料）
、自分で営業す
ることができます。わたしも10月に初めてそちらを利用させていただき模擬店を出させていた
だきました。塩谷町の道の駅で買った塩谷の食材を中心に、野草つくだに、焼きしょうゆ、焼き
みそ、栗、鮭、梅のおむすびとおでん、きんぴら、けんちん汁、野草茶
（ドクダミ茶など）
、コー
ヒーをご提供させていただきました。長く調理の仕事に就いていた母が味付けや調理など手伝っ
てくれました。実際に自分たちでやってみて分かったこと、反省点などが多く挙がり、本当にあ
りがたい経験でした。ちなみに12月と令和4年1月にもTAKIBI様で出店を予定しています。
町内の店舗準備もまだ始まっていませんが、無事に開店を果たしたいところです。一日でも長
く続けられるような営業をしていかなければなりませんし、みなさんの居場所として地域に浸透
できるように全力を尽くして進めたいと思います。また、追って進展をお知らせしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
大塚 元子
29

ユリピー新聞

2021（令和3年）12月10日

ユ リ ピ ー 新 聞

金曜日

農村体験レポート
〜横浜市立川上小学校〜
しおやグリーンツーリズム推進協議会では、毎年「農村体験交流事業（こども農村体験）」を
実施しており、10月25日に横浜市立川上小学校6年生44名が修学旅行で来町しました。
当初は9月を予定しておりましたが、コロナの影響でこの時期の実施となりました。今回は船
生地区の生産農家にご協力いただき、里芋収穫作業と稲刈り体験に取り組みました。
里芋収穫では、農家の方の指導をいただきスコップを入れ、芋の塊を堀り上げ、稲刈り体験
では鎌で作業をした後に、脱穀作業を見学し、
大きなコンバインの迫力にビックリしたようでした。
休憩タイムには、おにぎりや“しおやブランド”里芋ふらい、トマトと梨などの塩谷町の美味
しいものを味わい、中には初めてトマトを丸ごと食べたという子もいました。
都会ではできない体験を提供していただき、子ども達には忘れられない良い思い出づくりがで
きたかと思います。早速、川上小からも来年もよろしくお願いしたいとの連絡をいただきました。
お忙しい中、受入れに協力いただいた農家の皆様、大変ありがとうございました。

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）12月10日

金曜日

町民のうごき（総人口）
前月比
＋ 7戸
−11人
− 6人
− 5人

※住民基本台帳総人口

世帯数
人 口
（内）男
女

4,032世帯
10,576人
5,268人
5,308人

（令和3年11月1日現在）

出生
転入等

iOS用

4人 死亡
18人 転出等

19人
14人

12月

交通・消防ニュース
2(
0(
3(
1(
1(
0(
51(
4(
47(

○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

12)件
0)人
15)人
8)件
3)件
5)件
490)件
37)件
453)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）12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

農村体験では、塩谷町の農村景観や農業体験を
通じ、都会では経験できないような町の魅力を体
感してもらいます。町の誇れる資源「心温かな町
民性」を最大限に生かし、心と心の交流を通じ本
町の景色・農産物・人々といったものを子どもた
ちの心の中に残していきたいと思います。
《問い合わせ》町産業振興課 ☎45−2211

※農村体験交流事業
（こども農村体験）とは

都市の子ども達に農村体験を
通して塩谷町の良さを知っても
らうとともに、交流を通した地
域間の相互理解を目的として平
成20年から実施している事業

※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）
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令和4年1月 4日 町長新年挨拶

41

令和4年1月11日 とんかつステーキ 篠
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令和4年1月18日 セキヤ家具修理
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令和4年1月25日 思源

◆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

なか女

文

亡き夫の残りし籠や吾木香

丁 束

民

米無く世次ぐ芋を供へし十三夜

哲郎子

句

の窓

ひとり寝の離れ座敷や長き夜

西 棟

・石尊会の皆さん

朝顔にけふの元気を貰ひけり

沼尾 重徳

孝子郎

息白く袋二つのごみを出す

沼尾 志朗

産土や野くれ山くれ木の葉散る

青空をより青くして冬桜

小野田 薫

多 蕾

軒下に美味蓄ふ吊し柿

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。

みちのくの残る紅葉やカルデラ湖

小春日の街に一つの雑貨店

平石 義昭

・ユリピー俳句

天高く雲行くままに散歩かな

髙橋 由枝

赤羽 和雄

芳子

五月女洋子

斎藤

柿沼千代子

渡辺美代子

湯沢江美子

金井 佳子

歌

廻谷賢さん（那須拓陽高校陸上競技部監督）

晴れ姿親子二代の七五三

短
の窓

・たかはら歌会の皆さん

そ えん

うま

疎遠となりし人思われる

そ

早二年近くて遠きコロナ禍は

し

紫蘇の実の旨みはたまり漬の素

もら

貰いて朝々飯の一品

よ はく

人生の余白ともあれ歌詠むを

あさ ぎり

流れる時を心地よくあり

すそ の

高原山の裾野をまとう朝霧の

わ

陽に昇りわき雲となりたり

が

年老いて訪ねきし友と語り合う

おも

ぬ

又の逢う日を楽しみとして

がく と へい

り

き

さ

﹁学徒兵の生き残りです﹂背を伸ばし

り

かん わ

つら

よ

凛々しき面にかの日々語る

ど

みい

紅葉とコロナ緩和の鬼怒川温泉へ

せ

ふう

大型バスの連なりて来る

どん ぐり

ひい

団栗の背戸に落ちくる音に覚め

一︑二︑三︑四秋の夜更けて 大島 洋子
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今月も﹁ユリピー新聞﹂では
ホットニュースをお届け！
横浜市立川上小学校の生徒の皆
さんには︑塩谷町での体験が良い
思い出となりました︒

※受入れ農家を募集します！

八木澤康之さん（ニラ農家）

31

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12月号

編 集 塩谷町企画調整課

☎０２８７-４５-１１１２

令和3年12月10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！

