個人番号
（マイナンバー）
カードをつくりましょう
個人番号
（マイナンバー）カードは確定申告の際の本人確認として利用できるほか、身分証明書としても
利用できます。また、コンビニで所得証明書や住民税決定証明書、または住民票や印鑑証明書などを取得
することができます。
●申請方法…通知カードの下部に添付されている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に
必要事項を記入し、写真貼付の上、下記へ郵送してください。
申請書が無い場合は、市市民課市民係または各支所窓口でご相談ください。また、インターネットを利
用してオンライン申請もできます。
問市市民課
１階
（２３）８７５２
個人番号カードコールセンター
０１２０（９５）０１７８（フリーダイヤル）
《申請書送り先》 〒２１９－８６５０
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第２号
地方公共団体情報システム機構個人番号カード交付申請書受付センター 宛

平成 29 年 4 月から

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）がスタート

12 月号でお知らせしましたとおり、元気な高齢者の方や要支援の方が要介護状態にならないための「総合事業」が、
平成 29 年４月から始まります。要支援 1・2 の認定を受けた方や基本チェックリストにより生活機能の低下がみら
れた方は、以下のサービスが使えるようになります。

訪問型サービス
（ホームヘルプ）
利用する方の自宅で
受けるサービス

ホームヘルプ（訪問介護相当事業）
サービス内容は、これまでの介護予防

これまでと同じ
介護予防訪問介護
（ホームヘルプ）
▶対象者：要支援１・２
これまでのもの
より簡易なサービス

訪問介護と同じです。利用料は、月額
制から回数制に変わります。

介護事業所が行う

（部屋の掃除、ごみ捨てなど）

▶対象者：要支援１・２ シルバー人材センター
基本チェックリスト該当者
ＮＰＯが行う

通所型サービス
（デイサービス）
利用する方が施設に
通って受ける
サービス

基本チェックリスト該当
者とは、生活機能の低下を
判断する質問リスト（チェッ
クリスト）で「該当」と判断さ
れた方のことです。

申高齢者幸福課

1階

これまでと同じ
介護予防通所介護
（デイサービス）
▶対象者：要支援１・２
これまでの
デイサービスより
簡易なサービス
▶対象者：要支援１・２
基本チェックリスト該当者
一時的に体力が
落ちた方の生活を
「自立」
に戻すための
サービス
▶対象者：要支援１・２
基本チェックリスト該当者

えぷろんサービス（訪問型サービス A1）
・1 回のサービス時間は 1 時間未満
・利用料は、これまでのホームヘルプより
も安価
まごのてサービス（訪問型サービスＡ2）
・1 回のサービス時間は 1 時間未満
・利用料は、えぷろんサービスよりも安価
デイサービス（通所介護相当事業）
サービス内容は、これまでの介護予防
通所介護と同じです。利用料は、月額
制から回数制に変わります。
はつらつデイサービス（通所型サービスＡ）
デイサービスと高齢者ほほえみセンターの
中間的役割ですが、事業所のスタッフがい
るので安心です。
・1 回のサービス時間は 3 時間以上
・利用料は、通常のデイサービスよりも安価
短期集中リハビリ教室（通所型サービスＣ）
リハビリ専門職が、3 か月から 6 か月まで
の短期集中支援プログラムを提供するサー
ビスです。

（２３）８８６５
2017.1
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第 回

黒羽芭蕉の里子ども俳句大会

■小学６年生の部
○最優秀賞
世奈

かぶとむし未来へ向けて飛んでゆく

河西

問文化振興課

（９８）３７６８

■中学２年生の部
○最優秀賞
森の中王者の風格兜虫
金田南中 瀧田

航平

○優秀賞
来年は勉強しようと終わる夏
大田原中 小林 美咲
赤とんぼ季節の便り届けます
若草中 伊藤亜由美
豆まきでお面かぶって逃げる父
佐久山中 大矢 千尋
ひまわりとならんで笑う君の顔
黒羽中 阿久津尚希
総体で夏の主役はゆずれない
黒羽中 益子 史也

西原小
○優秀賞
いざ勝負せんこう花火落ちるまで
市野沢小 蓮實 悠花
ボール投げ入道雲まで飛んでゆけ
市野沢小 山田 澪珠
最終回暑さに勝ってホームラン
石上小 小川 邑梨
兄弟でとりあいをする扇風機
蛭田小 坂主 摩季
炎天下野球部燃える県予選
両郷中央小 深沢 佑馬

江連

光真

12

秋の叙勲

秋の叙勲が発表され、本市では次
の方が受章されました。おめでとう
ございます。

栗田

幸智 氏
（地方自治）

✿旭日双光章

月号に掲載漏れがありました。

月４日、大田原市スポーツ功労
大 賞 表 彰 式 を 行 い、 ２ ０ １ ６ リ オ デ
ジャネイロオリンピック競泳女子
４００メートル個人メドレーにおい
て見事８位に入賞されました清水咲
子選手を表彰しました。
こ の 功 労 大 賞 は、 各 分 野（ 芸 術、
科 学、 文 化、 ス ポ ー ツ な ど ）で 特 に
優れ、市民の誇りとなる顕著な功績
を挙げ、本市の名声を高めた方々に
授与されます。
平成 年度の真中監督に続いて二
人目の受賞者となります。
問総務課
２階
（２３）８７６１

清水 咲子 選手
スポーツ功労大賞

大変申し訳ありませんでした。

12

市内の小・中学生
（小学生は４年生以上）を対象とし、３６４１句の投句がありました。その中から選ばれた優秀作品の
一部をご紹介します。なお、作品は 月上旬まで黒羽芭蕉の館研修室に展示されます。（月曜休館）
■小学校４年生の部
○最優秀賞
風りんが風によばれて返事する
羽田小 髙木美優那
○優秀賞
けんかして花火 を み た ら な か な お り

大田原小 時庭 涼大
夏休み教科書たちもひと休み
紫塚小 田辺 寧音
阿久津眞生

木にとまるしら さ ぎ の む れ 花 の よ う

市野沢小
七夕でないしょ に 書 い た ひ み つ ご と

■中学１年生の部
○最優秀賞

■中学３年生の部
○最優秀賞
じいちゃんの笑顔が浮かぶ夏野菜
大田原中 小松 葉那
若草中

秋が来たぼくのこころもいれかわる

○優秀賞
流れ星一度に三回言えるかな
大田原中 佐野莉々佳
ラムネ瓶のぞけばあの日の空の色
大田原中 大関 奈央
梅雨あけてからっと晴れた友の笑み

大田原中 手塚美紗稀
日焼けした小麦の肌に金メダル
親園中 越井 恒成
雨の音耳をすませば秋の声
金田北中 松本 拓磨

27

羽田小 大野 啓太
夕立の音に負けない
「面」
の声
薄葉小 鈴木 倫太
■小学５年生の部
○最優秀賞
逆転を信じて声出すえん天下
紫塚小 桜岡 莉子
○優秀賞
夏の日に絶対勝つぞ県大会
大田原小 須戸凜太郎
ながれ星みんなの願いのせている
西原小 笹沼 果恋
佐々木咲桜

亡き祖父のやさしさ灯す盆ちょうちん

紫塚小

○優秀賞
友情も花火の色もレインボー
大田原中 栗田 賢吾
雨上がりあじさい映る水たまり
大田原中 佐々木紗弥
台風が過ぎて輝く那須の峰
金田南中 津久井もえり
新緑の風がささやく独り言
野崎中 佐藤 拓海
鰯雲行く空の先未来あり
黒羽中 平山 佳奈

2017.1
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夏空に似合うね 野 球 の ユ ニ フ ォ ー ム

奥沢小 金子 裕真
そろばんで一級目指せほたるでる
金丸小 福田あす香

12
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