
湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 体県立県北体育館本本庁舎

2021.1011

大田原ブランド認定品の募集
　特産品を大田原ブランドとして認定し、本市の知名
度向上と産業の振興、地域活性化を図ることを目的と
して大田原ブランド認定事業に取り組んでいます。
●対象
・大田原市内で生産または加工製造されたもの
・大田原市内の生産物を材料として加工製造されたもの
●申請資格
・認定の対象となる特産品を生産または加工製造して

いる個人、企業、団体
・原則市内に主事業所があること
●募集期間…10月１日㊎～11月30日㊋

●申込方法…「大田原ブランド認定申請書」に必要事
項を記載し、関係書類を添えて上記へ郵送（当日消
印有効）または持参（平日午前８時30分～午後５時）

※申請書などは、上記窓口で配布または市ホームペー
ジからダウンロードできます。

●選定方法…大田原市ブランド推
進協議会で、申請内容を審査し
ブランド認定を決定します。

※詳細は、大田原ブラン
ド認定募集要項をご覧
ください。

申 商工観光課　本４階　 （２３）３１４５
〒 324-8641　大田原市本町１- ４- １

「大田原ブランド」ロゴマーク

新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方へ
申請期間が再度延長されました

●緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
に、少額の費用を貸付します。 

・金額：20万円以下
・返済期間：２年以内
●総合支援資金

生活再建までの間に必要な生活費の貸付を行います。
・金額：月15～20万円を３か月間
・返済期間：10年以内
●総合支援資金（再貸付）

総合支援資金の貸付を利用された方のうち、生計の

維持が困難な状況が続いている世帯に再貸付を行い
ます。

●注意事項
・いずれも無利子かつ保証人不要です。 
・貸付の際には、世帯の生活状況について、詳しくご相

談いただく必要があります。
・申請後、県社協で審査を行うため、資金交付までは日

数がかかります。予めご了承ください。
・相談は完全予約制とさせていただいております。まず

は下記までお電話ください。
※受付期間は 11 月末までです。

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業などにより生計維持が難しくなっている世帯へ、生
活資金の特例貸付を実施しています。

社会福祉協議会　Ａ　 （２３）１１３０

ＡＡ別館

小・中学校学力調査の結果と分析
大田原市立

各学校では、結果の分析および学力向上策を検討し、児童生徒への学習指導の改善・充実に生かしていきます。

　市では児童生徒の学力向上対策の一環として各種学力調査を実施しています。その結果を分析し、児童生徒
ひとりひとりの学力向上策や日々の授業改善に生かしています。
　令和３年５月 27 日㊍に実施された全国および栃木県の学力調査の結果は次のとおりです。

学校教育課　本４階　 （２３）３１２５

●教科…▶小学６年生：国語・算数
　　　　▶中学３年生：国語・数学

１ 全国学力・学習状況調査
●教科…▶小学４・５年生：国語・算数・理科
　　　　▶中学２年生：国語・社会・数学・理科・英語

２ とちぎっ子学習状況調査

学年 教科
市 全国 栃木県

正答率 正答率 比較
（市－国）

正答率 比較
（市－県）

小
学
校
６
年

国語 73 64.7 ＋8.3 65 ＋8
算数 76 70.2 ＋5.8 69 ＋7

中
学
校
３
年

国語 70 64.6 ＋5.4 65 ＋5
数学 64 57.2 ＋6.8 57 ＋7

小
学
校

教科 学
年 市 栃木県 比較

（市－県）
学
年 市 栃木県 比較

（市－県）

国語
４
年

77.5 71.2 ＋6.3
５
年

77.1 70.0 ＋7.1
算数 78.5 72.2 ＋6.3 73.6 66.3 ＋7.3
理科 69.4 65.1 ＋4.3 67.4 60.2 ＋7.2

中
学
校

教科 学
年 市 栃木県 比較

（市－県）

国語

２
年

76.9 71.1 ＋5.8
社会 63.3 59.7 ＋3.6
数学 66.6 60.1 ＋6.5
理科 61.9 53.7 ＋8.2
英語 64.1 57.5 ＋6.6

全国学力・学習状況調査平均正答率 とちぎっ子学習状況調査平均正答率

※学力調査は、対象となる学年や実施教科が限られて
おり、学習指導要領全体を網羅したものではないこ
となどから、調査の結果については、児童・生徒が
身につけるべき学力のすべてを評価するものではあ
りません。
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　日々の健康づくりや健康増進のために、健幸づくり活動に取り組んだ方に、その実績に応じて「健幸ポイント」
を付与し、獲得したポイントによって景品がもらえる抽選に応募することができる事業を、今年度も実施します。

令和３年度
健幸ポイント事業を始めます

健幸づくり活動 実施項目

感染症予防 石けんで手洗い

運動 自分にあった運動

食事 １日３食摂る

口腔ケア 歯磨き

健幸づくり活動 実施項目

感染症予防 ・外出時のマスク着用・体温測定　など

ウォーキング ・１日5,000 歩以上歩く

健康管理 ・体重を計測し記録する

口腔ケア ・定期的な歯科健診・口の体操（パタカラ体操）をする

社会交流活動 ・友人と電話で話す・ボランティアに参加する
・飲食でテイクアウトやドライブスルーを利用する　など

【必須活動　すべての項目を実施】 【プラス活動　以下の活動から２項目以上の実施】

●参加資格…市内に住所を有する40歳以上の男女（令
和４年３月31日までに40歳になる方を含む）

●定員…350名（申込多数の場合は抽選）
※参加資格を得られた方には10月末までにポイント

シートを郵送します。
●ポイントを貯める期間…令和３年11月１日㊊～令

和４年２月28日㊊（およそ４か月間）
●費用…無料（ただし、申込時の郵送代および抽選応

募時の切手代は参加者負担）

●申込方法…市ホームページから申込書をダウンロー
ド、もしくは任意の用紙に「健幸ポイント参加希望」
と書き、住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番
号を記載のうえ、国保年金課へ郵送で申し込み

●申込期限…10 月 15 日㊎（当日消印有効）

【ポイントの対象となる健幸づくり活動】
「必須活動の全項目」と「プラス活動を２項目」行った日は１ポイント獲得になります。（１日最大１ポイント）

また、期間内（令和３年４月１日～令和４年２月 28 日）の健診受診でボーナスポイント３ポイントの獲得となり
ます。50 ポイント貯めると抽選に応募できます。（一人最大２回まで）

問 国保年金課　本２階　　（２３）８９２８
〒 324-8641　大田原市本町１- ４- １

本

愛サロン「天神さん」（大田原東地区）

コラム ～ 見つけました  ささえ愛～ Vol.３

　「０歳から 106 歳まで　全員集合」のスローガンのもと、
２年前に始まったサロンです。コロナ禍の現在は、独自に
工夫した「自宅での活動」を続けています。
　昨年度は、社会や人との繋がりを切らないように「かも
めーる」を 80 歳以上の利用者に配付し、手紙を書くことを
勧めました。また、自宅でも元気に過ごしてもらうため、
今年度もラジオ体操出席カードを 60 ～ 70 歳代の方 73 名に
配付し、体操や運動を勧めています。「なつかしいラジオ体
操カードをもらい毎朝の体操を続けています」という声や、

「朝どこからか聞こえてくるラジオ体操の音で、近所との一
体感を感じ安心します」という地域の声も届いています。
　現在は新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加者
がそれぞれ自宅での活動を行っていますが、通常は以下の
日時でサロン活動を行っています。
●日時…毎週㊌午前９時 30 分～正午
●場所…新屋敷公民館
●費用…無料

密を避けて個別に活動

ラジオ体操出席カード
社会福祉協議会　Ａ　 （２３）１１３０

健康ポイント
について
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