成人式のお知らせ
平成 27 年度の成人式について、次のとおり開催します。
●日時…平成 28 年１月３日（日）午前 10 時開式
●受付時間…午前９時～午前９時 50 分
●会場…那須野が原ハーモニーホール 大ホール
●該当者…平成７年４月２日から平成８年４月１日に生まれた方
●式典への参加…▶平成 27 年 11 月１日現在市内に住所のある方には、11 月中旬に案内状を郵送します。
▶市内に住民登録のない方が参加を希望される場合には、12 月４日（金）までに電話で下記までお申し込みください。
問生涯学習課 生
（２３）２００５

市民憲章推進大会表彰
10 月 31 日
（土）に市総合文化会館ホールで行われました第 28 回大田原市民憲章推進大会において、市民憲章に関
する作文、花いっぱいコンクールおよび緑化顕彰の表彰を行いました。受賞者は次のとおりです。
なお、花いっぱいコンクールの結果は 10 月号の広報おおたわらに掲載しています。

◎市民憲章に関する作文
◎緑化顕彰表彰
【小学生の部】
○最優秀賞 奥村 正子（浅香一丁目）
○最優秀賞 栗田 瞳（西原小６年）
○優秀賞
北條 和子（乙連沢）／船山 忠（親園）
○優秀賞
竹澤大治郎（大田原小６年）
○優良賞
柴田 良彦（若松町）／中村日出子（福原）
磯 太陽（羽田小５年）／石﨑 愛梨（佐良土小６年）
鈴木 和雄（黒羽向町）／佐藤
武（川上）
古森ひまり（湯津上小５年）／野崎 羽音（蛭田小２年）
大田原小学校（城山一丁目）
佐々木啓道（川西小３年）／鈴木 悠真（両郷中央小６年） 問生涯学習課 生 （２３）２００５
【中学生の部】
○最優秀賞 菊地 伶（野崎中２年）
○優秀賞
一刈 葉月（金田南中３年）
池田 暁（佐久山中１年）／石塚 美空（黒羽中２年）
五月女 愛（黒羽中３年）
【一般の部】 南山由美子（荻野目）

大田原市教育委員会教育長および委員の任命
大田原市教育委員会教育長および委員が、市議会９月定例会で同意を得て、10 月１日に任命されました。
○教育長
▶植竹 福二 氏
（新任 大田原市美原２丁目） 任期は平成 30 年９月 30 日までとなります。
○教育委員会委員
▶深澤 道昭 氏
（再任 大田原市蛭田） 任期は平成 31 年９月 30 日までとなります。
▶小林 朋子 氏
（新任 大田原市浅香２丁目） 任期は平成 30 年９月 30 日まで（前任者の
残任期間）となります。
問総務課 Ａ２階
（２３）８７０２
教育長 植竹 福二 氏
おめでとうございます！

100 歳以上の高齢者に祝金などを贈呈
市では、毎年 80 歳と 87 歳と 100 歳以上の高齢者に敬老祝金などをお
贈りしています。
今年度末までに 100 歳以上となる方（大正５年４月１日以前に生まれた
方）
は 51 名です。このうち新たに、18 名の方が 100 歳を迎えます。
９月４日
（金）には、今年度 105 歳となる市内３番目高齢者の磯尾ナツ
さんを津久井市長が訪ね、市内の肖像画家・益子学司さんから寄贈され
た肖像画や、増村園芸代表の増村英樹さんから寄贈されたミニヒマワリ
の寄せ植えなどを手渡し、長寿を祝いました。
問高齢者幸福課 東１階
（２３）８７４０
2015.11
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風しん予防接種費用の一部助成について

問 健康政策課

１階

（２３）８９７５

妊娠中の女性が風しんにかかると、赤ちゃんが先天性風しん症候群という障害を持って生まれてくることがあります。
平成 24 年からの全国的な風しんの流行における患者の 7 割以上が男性であり、県においても、特に 30 ～ 59 歳
男性の風しん抗体
（免疫）保有率が低いという結果が出ています。
社会全体として流行を防ぎ、風しんから赤ちゃんを守るため、市では、予防接種の助成を行っています。
●対象…風しん未罹患・未接種で次に該当する市民
①妊娠を希望する女性
※妊娠中の方は受けることができません。
②妊娠中または妊娠を希望する女性の夫（婚姻関係を
問わない）
③風しん抗体検査により抗体価が低いと判明している
方で、②の方以外の同居者
④ 18 ～ 60 歳未満の男性
※原発避難者特例法に基づき指定市町村から住民票を
移さずに市に避難している方を含みます。
●助成期限…平成 28 年 3 月 31 日

●自己負担額
▶風しんワクチンの場合：2,550 円
（接種料金 5,100 円のうち、2,550 円を市が助成）
▶麻しん風しん混合ワクチンの場合：5,100 円
（接種料金 10,200 円のうち、5,100 円を市が助成）
●実施方法…事前に医療機関に予約をして接種をしてくださ
い。実施医療機関は、直接医療機関にお問い合わせいただ
くか、上記へお問い合わせください。市ホームページにも
掲載しています。
※市外の医療機関で接種する際は、事前の手続きが必要に
なる場合があります。必ず接種前に上記へお問い合わせ
ください。

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、社
会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、
税額が軽減されます。
控除対象は、平成 27 年１月から 12 月までに納付
した保険料の全額です。過去の年度分や追納された保
険料も含まれます。また、自身だけでなく、配偶者や
ご家族の負担すべき国民年金保険料を納付された場合
も合わせて控除が受けられます。
なお、控除を受けるには、年末調整や確定申告の際、
領収証書など保険料の納付を証明する書類が必要です。

このため、今年の１月１日から９月 30 日までの間に国
民年金保険料を納付された方には、11 月上旬に日本年金
機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送ら
れます。申告書の提出の際は必ずこの証明書（または領収
証書）を添付してください。（10 月１日から 12 月 31 日ま
での間に、今年はじめて国民年金保険料を納められる方へ
は翌年の２月上旬に送られます。）
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご
照会は、控除証明書のはがきに表示されている番号にお問
い合わせください。
問 大田原年金事務所 （２２）６３１１

ぜひ、お越しください

秋の旧浄法寺邸（芭蕉公園内）を一般開放
芭蕉公園内の紅葉は見事です。当日は観光ボランティアふるさと
を知る会が黒羽茶をふるまいます。
●開放実施日時…11 月 14 日（土）
・15 日（日）および
11 月 21 日（土）～ 23 日（月・祝）
午前 10 時～午後３時
問 大田原市観光協会
（５４）１１１０

■自動交付機および公共施設予約・案内システム
が使えなくなります
市役所のネットワーク改修工事に伴い、該当期間中、下記の影
響が出ます。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
●期間…11 月 28 日（土）
・29 日（日）
■自動交付機 終日使用ができません。
■公共施設予約・案内システム
施設窓口での申請や、インターネットでの仮予約ができません。
問 情報政策課
２階
（２３）８９５９
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狩猟解禁のお知らせ
●狩猟期間…11 月 15 日（日）
～平成 28 年 2 月 15 日（月）
※イノシシは 11 月 1 日（日）～平成 28 年
3 月 15 日（火）。
ただし、11 月 1 日（日）～ 14 日（土）は
わなによる捕獲に限る。（銃による止め
刺し可）
【地域の皆さんへ】
野山で作業をする場合は、目立つ服装や
ラジオを流すなど自分の存在を知らせる
よう心がけてください。また、わなを見
つけても絶対に近づかないようにしてく
ださい。
【狩猟者の皆さんへ】
住民の方々に不安や不信感を持たれない
よう法令やマナーの厳守、十分な安全確
認の徹底をお願いします。
問 農林整備課

文３階

（２３）８１２６

