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市営住宅入居者募集

平成３１年 成人式

【神長住宅（神長７５２－１）
】

案内通知は、平成３０年１０月１日現在で市内に住民登録がある人
へ送付しました。
市外在住の参加希望者は下記あて申し込みください。
◇対象 平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれ
※現住所、出身地、出身校等を問わず参加できます。
◇申込 下記事項を明記した封書、ハガキ、メールまたは電話で下記
あて申し込む。①氏名（ふりがな）
、②性別、③案内状送付先
の郵便番号・住所・世帯主氏名、④生年月日、⑤電話番号、
⑥出身中学校、⑦市内の連絡先
※①～⑥は必須、⑦は有する場合のみ実家等住所と世帯主を明記。
※メールで申し込む場合は、件名に「成人式申込」等を必ず記載。

①神長住宅６０４号室 1 戸
・間取り 和室２間、台所、浴室（浴槽）要持込、汲み取り式トイレ
・家賃 月額４，０００円以上
②神長住宅９０１号室 １戸
・間取り 和室２間、台所、浴室（浴槽）要持込、汲み取り式トイレ
・家賃 月額４，２００円以上

【野上住宅（野上１１３５）
】
①野上住宅２０２号室 1 戸
・間取り 和室３間、洋間 1 間、台所、浴室（浴槽あり）
、物置、
水洗トイレ
・家賃 月額２１，８００円以上
◆入居資格
・市内在住または在勤で、同居する親族がいる人（６０歳以上また
は身体障がい者の人は単身入居できる場合あり）
・収入が基準額以下、現に住宅に困窮している人
・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人
・原則、市内在住者の連帯保証人がいること
◆敷金 決定家賃の３か月分
◆募集期間 １２月１７日（月）～２８日（金）
◆受付場所 都市建設課（南那須庁舎）
※最短の場合、平成３１年２月 1 日（金）頃に入居が可能です。
■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８

【成人式開催概要】
◇日時 平成３１年１月１３日（日）午前１０時～
受付：午前９時～９時４５分
◇場所 凮月カントリー倶楽部クラブハウス内（城山２６４１）
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３
〒３２１－０５９５ 大金２４０
E メール：shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp
※１２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）は閉庁日のため、
申し込み、問い合わせに対応できませんのでご注意ください。

■上下水道
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

凍結注意 水道の冬支度はお済みですか

■公共交通

1２月から３月にかけて水道の凍結事故が多くなりますので、保温
材等を取り付け、凍結予防をすることをおすすめします。なお、凍結
破損等の修繕（費用は自己負担）は市の指定工事店（市ホームページ
で確認できます。
）に依頼してください。また、検針業務を円滑に行う
ため、
メーターボックス内および周辺の整頓にご協力をお願いします。
※凍結破損や老朽化等により漏水が発生すると、使用量が異常に多く
なることがあります。
※凍結してしまった場合は、自然に溶けるのを待つか、凍結した部分
にタオルを被せ、ぬるま湯をゆっくりとかけて溶かしてください。
■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１

■■■■■■■■■■

那須烏山市営バス・デマンド交通
年末年始運休日
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇市営バス 平成３１年１月１日（火・祝）
◇デマンド交通 １２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）
■問合 まちづくり課まちづくりグループ
☎０２８７－８３－１１５１

下水道・農業集落排水をお使いの皆様へ
下水道は何でも流せるわけではありません。施設の故障を防ぐため
に正しい利用をお願いします。
◇紙おむつなどを流さないで 紙おむつ、ティッシュペーパー、生理
用品などを流すと、下水道管が詰まる原因になります。
◇てんぷら油やサラダ油等の廃油を流さないで 下水道管の中で固ま
り、
管を詰まらせる原因になります。
廃油は新聞紙等にしみこませ、
燃えるゴミと一緒に出してください。
◇ガソリンやシンナー、石油等の危険物を流さないで 下水道管やマ
ンホール内で爆発する恐れがあります。
■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています）

今年はパソコンで年賀状作りませんか？
 パソコン教室！団体から個人まで
 受講料１時間２,７００円（個人、税込）
 個人レッスンで丁寧にサポートします。
土日も営業 ９：００～１９：００ ℡ 0287-82-7345
（日曜日は 18 時まで）

パソコンお助け烏山

■■■■■■■■■■

金井 2-5-9
ベンチャープラザ那須烏山５号室
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■環境

■交通安全
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

祝日に伴うごみの収集日にご注意ください

■■■■■■■■■■

しあわせ高齢ドライバースクール参加者募集

１２月２４日（月・振休）は、振替休日のためごみの収集を実施し
ません。
「燃やすごみの収集」は、１２月２５日（火）となります。
ごみの減量化にご協力をお願いします。
※詳細は、平成３０年度家庭ごみ収集カレンダーをご確認ください。
■問合 環境課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

安全かつ快適な運転を継続できるよう高齢者を対象とした交通安全
教室を実施します。自分の運転方法を確認しながらプロによる安全運
転走行の講習を受講できます。
◇日時 平成３１年２月１４日（木）午前９時３０分～午後３時４５分
◇場所 ツインリンクもてぎ（芳賀郡茂木町桧山１２０－１）
◇内容 自己診断、健康ドライブ体操、実技走行（オートマティック
車使用）
、事故事例学習、危険予測トレーニング、確認走行、
まとめ
◇対象 市内在住の普通第１種免許以上の運転免許を取得し、現在運
転を行っている高齢者（原則６５歳以上）
◇費用 １，７００円（教材費の一部および昼食代）
◇定員 ７名（定員になり次第締め切ります。
）
◇申込 １２月２７日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※市役所烏山庁舎および南那須庁舎から会場まで担当職員が送迎します。
※参加者が決まり次第、追って詳細を通知します。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

年末年始は「ごみの収集」を行いません
◇休業期間 １２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）
・年末年始の上記の期間は、市内各ごみステーションからのごみの
収集を行いません。
・年末の「燃やすごみ」の最終収集日は１２月２８日（金）となり、
年始の収集開始日は平成３１年１月４日（金）となります。
・ごみ出しは収集日を確認し、計画的に出しましょう。
・
「生ごみ」は、水分を十分に切り重量を減らしましょう。
・資源物である「紙類のごみ」は燃やすごみに入れず、雑誌やチラ
シ等の収集日に出し、燃やすごみの減量化を図りましょう。
※詳細は、平成３０年度家庭ごみ収集カレンダーをご確認ください。
■問合 環境課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

■税金
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

飼い犬等不妊手術費補助金

■■■■■■■■■■

平成３０年分収支内訳書（農業所得用）
の事前提出

獣医師により、飼い犬、飼い猫の不妊手術を受けた費用を対象とし
て、補助金を交付しています。
◇補助金額 ・犬（メス）１頭につき５，０００円
・猫（メス）１頭につき４，０００円
◇申請方法 手術日から３０日以内に、
「飼い犬等不妊手術費補助金
交付申請書兼請求書」
（下記および近隣の動物病院備付）
に必要事項を記入し、下記あて提出してください。
※申請書類は、市ホームページからもダウンロードできます。
◇申請条件
・市内に住所を有する人
・販売を目的としない犬、猫を飼っている人
・獣医師により、飼い犬、飼い猫の不妊手術を受けた人
・犬の場合は、登録および狂犬病予防注射済票の交付を受けた人
・申請者およびその世帯に属する人に市税等の滞納がないこと
◇注意事項
・補助金の交付は、年度において、１世帯につき１頭に限ります。
・オス犬、オス猫の去勢手術は対象外です。
・補助金予算額に達した場合、終了とさせていただきます。
・期限の過ぎたものは受け付けできませんのでご注意ください。
■問合 環境課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０

確定申告会場での混雑緩和のため、収支内訳書（農業所得用）の事
前提出の受付を行います。
農業所得または小作料収入があると思われる人あてに､１１月３０
日付で収支内訳書（農業所得用）の様式等を発送しました。あらかじ
め、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記録した帳簿を
基に作成の準備をし、早めのご提出をお願いします。
◇対象 農業所得または小作料収入があると思われる人
※平成２９年分を税務署で確定申告した人には送付していません。
※平成２９年分について小作料収入のみで、収支内訳書（農業所得用）
の様式等の送付を希望しなかった人には送付していません。
※市から上記の様式等が送付されない人でも、農業所得または小作料
収入のある人は、確定申告または住民税申告が必要です。
◇作成の際に準備すること
・農業関係通帳の記帳および通帳以外の領収書の整理
・農業機械等の購入年月および購入価格の確認・整理
・収入金額の整理（米や野菜の収穫量や販売金額）
◇提出 平成３１年１月１５日（火）までに下記あて提出する｡
※収支内訳書を事前提出しただけでは、確定申告、住民税申告をした
ことにはなりません。必ず申告をお願いします｡
※収支内訳書（農業所得用）の様式等が必要な人で、お手元に届いて
いない場合は下記あてご連絡ください。
■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間が終了します
ＰＣＢ廃棄物は、法律により、保管している事業者が処分期間内に
処分しなければなりません。事業者は、ＰＣＢ廃棄物を保管していな
いか改めて確認のうえ、処分を進めてください。
なお、処分費用の軽減措置等もありますので、詳細は、下記あてお
問い合わせください。
◇処分期間
・高濃度ＰＣＢ（変圧器・コンデンサー）
２０２２年３月３１日まで
・高濃度ＰＣＢ（蛍光灯用安定器等）
２０２３年３月３１日まで
（低濃度ＰＣＢ廃棄物は、２０２７年３月３１日まで）
※処分費用の軽減措置等の詳細は、県ホームページでも確認できます。
ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb
-top.html
■問合 県廃棄物対策課 ☎０２８－６２３－３１０７

建物を取り壊した場合や
土地の利用状況を変更した場合は届出を
固定資産税は、賦課基準日（毎年１月１日）現在の所有者に課税さ
れます。来年度の課税のため、次のような異動があった場合は、下記
あて届出をお願いします。
◇届出が必要な場合
・住宅や倉庫・車庫等を取り壊した場合
・未登記の建物を売買・贈与した場合
・土地、建物の所有者が死亡し、所有者が変更になった場合（所有
者の変更登記済の場合を除く。
）
・土地の利用状況を変更した場合
■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４
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税務署からのお知らせ

農業用免税軽油の免税証交付申請受付

【配偶者控除・配偶者特別控除の改正】

平成３１年中に使用する農業用免税軽油の免税証の交付申請を次に
より受け付けます。
◇期日
月日
対象地区
時間
場所

平成３０年分の確定申告から次のとおり改正されます。
◇配偶者控除 申告者本人の合計所得金額が１，０００万円を超える
場合は、配偶者控除を受けられないこととなりました。
また、控除額について、改正前は一律３８万円とされていました
が、改正後は、申告者本人の合計所得に応じ、①９００万円以下の
場合は３８万円（４８万円）
、②９００万円超９５０万円以下の場合
は２６万円（３２万円）
、③９５０万円超１，０００万円以下の場合
は１３万円（１６万円）とされました。
※（ ）内の金額は、老人控除対象配偶者（控除対処配偶者のうち、
１２月３１日現在の年齢が７０歳以上の人をいいます。
）
の場合とな
ります。
◇配偶者特別控除 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得
金額が３８万円超１２３万円以下とされ、申告者本人の合計所得金
額によっても控除額が異なることとなりました。詳細は、国税庁ホ
ームページ「タックスアンサーＮｏ．１１９５」をご覧ください｡
なお、申告者本人の合計所得金額が１，０００万円を超える場合
は、配偶者特別控除の適用はありません。

1 月１０日（木）
烏山地区
1 月１１日（金）
1 月２４日（木）
南那須地区
1 月２５日（金）
◇対象 農業を営み農業用機械に軽油を使用する人（平成３１年分）
※次の人には交付できませんので、ご注意ください。
・免税軽油使用者が税の滞納処分を受け２年を経過していない人
・
「免税証の引取りに係る報告書」の提出がない人
◇申請に必要なもの
・新規 ①耕作面積証明書（農業委員会発行）
、②栃木県収入証紙４
２０円分、③印かん、④機械のメーカー名、型式、馬力等
の分かるカタログ等
（トラクターおよびコンバインは不要）
・継続 ①免税軽油使用者証、②免税軽油の引取り等に係る報告書
および添付書類（納品書等）
、③印かん、④変更があった機
械のメーカー名、型式、馬力等の分かるカタログ等（トラ
クターおよびコンバインは不要）
・更新 免税軽油使用者証の有効期間の始期が平成２８年中の場合
①栃木県収入証紙４２０円分、②その他必要書類は、上記
「継続」申請と同じ
・機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合は、上
記のほかに次のものが必要になります。
①耕作（農作業受委託）証明書（農業委員会発行）
②農作業受委託に関する契約書の写し
※収入証紙４２０円は現金でも預かりますが、つり銭のないように準
備してください。
※酪農畜産を営む人は作業計画表（作業ごとの作付面積、軽油の使用
状況等）を添付してください。
※共同利用の申請には、共同利用者全員の印かんが必要です。
■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７３
農業委員会事務局（農政課内）☎０２８７－８８－７１１７

【医療費控除を適用される人へ】
平成２９年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要と
なる代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
なお、税務署から記載内容の確認を求める場合がありますので、領
収書は５年間保存する必要があります。
※平成３１年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付または提
示により申告することもできます。
■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

午前９時～正午
農政課
午後１時～４時 （南那須庁舎）

■■■■■■■■■■

興野直売所イベント「歳末感謝セール」
◇日時 １２月２２日（土）
、２３日（日・祝）午前８時～
◇場所 興野農産物直売所（興野４１９－３）
◇内容 野菜、加工品販売
※５００円以上購入でくじ引きが１回できます。

【年末年始の営業】
年末は１２月３１日（月）まで年始は平成３１年１月５日（土）か
らの営業となります。
（５日のみ甘酒の無料サービスあり）
■問合 興野農産物直売所 ☎０２８７－８４－３３４８

■観光・商工
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

平成３１年度とちぎ農業未来塾受講者募集

■■■■■■■■■■

龍門の滝水辺公園内給水管布設替工事
により通行止めになります

Ｕターン、Ｉターン等により県内で本格的な農業経営を始めたいと
考えている人等を対象とした研修です。
（家庭菜園や趣味的なものは
対象外）

龍門の滝水辺公園内給水管布設替工事の実施に伴い、下記区間が車
両通行止めになります。工事期間中ご迷惑をおかけいたしますが、ご
理解とご協力お願いします。
◇期間 １２月１７日（月）～平成３１年３月２２日（金）
◇場所 龍門の滝水辺公園公衆トイレ～市道野上神長線手前
◇施工業者 ㈱谷口住設工業 ☎０２８７－８２－２８７７

【就農準備基礎研修】
◇内容 農業経営や栽培技術の基本的内容を中心とした講義、実習、
現地視察等（年間３０日間）
◇募集人員 ８０名
◇費用 １５，０００円

【就農準備専門研修】
◇内容 いちご・施設野菜・露地野菜・果樹の農業経営・栽培技術の
専門的内容に関する講義、実習、現地視察等（年間１００日
間、または１８０日間）
◇募集人員 ６０名
◇費用 １００日間：５０，０００円、１８０日間：９０，０００円
◆研修場所 農業大学校等
◆申込 平成３１年２月６日（水）までに電話等で下記あてお問い合
わせください。追って詳細をお知らせします。
※いずれのコースもテキスト代や傷害保険加入料等として、
別途１０，
０００円程度の費用がかかります。
■問合 栃木県農業大学校研修チーム ☎０２８－６６７－４９４４
農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

龍門の滝

至
滝
駅

通行止め区間

民家

江
川

駐車場
民家
トイレ

至
野
上

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５
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公衆トイレを冬季閉鎖しています

仕事休もっ化計画
【年末年始に年次有給休暇を組み合わせて大型連休に！】
◇休もっ化計画１ 仕事はチームで行い、チームの中で情報共有を図
ることで休みやすい職場環境にしましょう。
◇休もっ化計画２ 年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しまし
ょう。
◇休もっ化計画３ 土・日曜日および祝日にプラスワン休暇して、連
続休暇にしましょう。
■問合 栃木労働局雇用環境・均等室 ☎０２８－６３３－２７９５

平成３１年３月１５日（金）まで凍結破損防止のため閉鎖します。
◇場所 大沢せせらぎの里公衆トイレ、滝水辺公園公衆トイレ
■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

ロケ候補地および協力事業者等を募集します
現在、市へ撮影等の問い合わせが増加しています。撮影等にご協力
していただけるロケ候補地、宿泊施設、飲食店等を募集します。
◇内容 ・ロケ候補地 建物（住宅・倉庫・ビル等）
、土地（空き地・
畑・果樹園・山林・池等）
、その他
・宿泊施設
・飲食店（配達可能な店舗に限る。
）
◇費用 無料
◇申込 応募用紙（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込
む。
提供していただいた情報は市ホームページに掲載します。
※応募用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。
■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

１月に７０歳を迎える人へ
「いきいき温泉入浴証」を交付します
◇内容 下記施設の入浴料が２００円割引されます。
・烏山城温泉（烏山城カントリークラブ）
・大金温泉（大金グランドホテル）
◇対象 市内在住で７０歳以上になる人（昭和２４年１月３１日以前
に生まれた人）
※昭和２３年１２月３１日以前に生まれた人には送付済みです。
◇申込 電話等で下記あて申し込む。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

合同就職説明会・面接会参加者募集
市内での就職希望者を対象とした合同就職説明会・面接会です。
◇日時 平成３１年２月１５日（金）午後１時３０分～４時
※最終受付は午後３時までとなります。
◇場所 凮月カントリー倶楽部
◇参加企業 １５社程度
※１月中旬に下記ホームページに掲載します。
◇対象 市内への就職希望者
◇申込 事前申し込みは不要です。直接会場までお越しください。な
お、当日は時間内に複数の企業と面接を行うことができます
ので、履歴書を複数持参してください。
◇共催 ハローワーク那須烏山
■問合 市地域雇用創造協議会 ☎０２８７－８３－８１５４
ＦＡＸ ０２８７－８３－８１５３
ＵＲＬ：http://schit.net/nasukara-koyou/

市地域包括支援センターみなみなす
運営業務委託法人募集
平成３１年度から運営業務を受託できる法人を募集します。
◇期間 平成３１年４月１日～平成３３年（２０２１年）３月３１日
◇委託地区 南那須地区（荒川地区、下江川地区）
◇内容 介護保険法第１１５条の４６の定めに基づき設置する地域包
括支援センターの運営
◇募集要項等 健康福祉課で配布するほか、市ホームページに掲載
◇公募説明会 １２月２１日（金）午後２時～ 保健福祉センター
※事前に募集要項等を取得してご持参ください。
◇応募申請書等提出期限 １２月２８日（金）午後５時まで
◇事業計画書等提出期限 平成３１年１月１８日（金）午後５時まで
◇申請書類提出場所 健康福祉課（保健福祉センター）
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

光回線サービス・電力自由化に関する勧誘
トラブルに注意しましょう
ＮＴＴ東日本やＮＴＴ西日本から光回線を借り受けた事業者の参入
が増え、これらが提供する光回線サービスの相談が多く寄せられてい
ます。同様に、平成２８年４月に始まった、電力の小売全面自由化に
伴う相談も増えています。
◇相談事例
・大手電話会社（大手電力会社）を名乗った勧誘で、てっきり新プ
ランへの変更だと思っていたら、別会社との契約だった。
・安くなると言われて契約したのに、知らないオプションを契約さ
せられていて、今の料金より高くなった。
・電話だけで契約が成立してしまった。
・解約を申し出たら、高額な違約金を請求された。
◇消費者へのアドバイス
・大手電話会社や大手電力会社の代理店等と名乗ったとしても、大
手電話会社や大手電力会社とは別事業者の勧誘であることを理解
しましょう。
・勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名
等契約内容をよく確認しましょう。
・内容が理解できない、必要がないと思った場合は、きっぱり断り
ましょう。
・電話勧誘販売や訪問販売によって契約した場合、クーリング・オ
フできる場合がありますが、クーリング・オフは自営業や農業等
の事業に用いる場合は適用外ですので、特に注意が必要です。
・契約に際してトラブルになった、不安になった場合は、すぐに下
記あてご相談ください。
■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４
※土・日曜日および祝日は消費者ホットライン☎１８８（局番なし）へ

第９回 脳元気教室
認知症に関する普及・啓発・早期発見・予防活動に関し、健康長寿
サポーターが企画・運営する教室です。気軽にご参加ください。
◇日時 平成３１年１月１０日（木）午前１０時～１１時３０分
◇場所 烏山公民館
◇内容 「やさしいコーラス」 講師：岡倉ゆかり 氏
◇対象 概ね６５歳以上の市民
◇費用 無料
◇持参 飲物
◇申込 初めての人は１月７日（月）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５

老人憩の家やすらぎ荘の廃止
昭和４８年の開設以来、高齢者の憩いの場として重要な役割を果た
してきた「老人憩いの家やすらぎ荘」は、施設の老朽化や利用者の減
少等の理由から下記により廃止となります。
◇休館期間 平成３１年１月１日（火・祝）～３月３１日（日）
（施設廃止への整理期間となります。
）
◇廃止日 平成３１年４月１日（月）
※施設内の備品は、他の市有施設等で再利用し、建物は解体予定です。
■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５
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介護用おむつに係る費用の医療費控除証明

第２期「子ども・子育て支援計画」策定
に係るニーズ調査を実施します

所得税等の確定申告の際に、おむつ代の医療費控除を受けるために
は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。要介護認定者
で一定の基準を満たすおむつ使用者には、
２年目以降の申告に、
「おむ
つ使用証明書」に代わり使用できる証明書を市が発行できる場合があ
ります。証明書の発行については、確定申告をする前に下記受付窓口
で申請をしてください。なお、証明書の発行には、要介護認定時の主
治医意見書の記載部分で、一定の基準を満たす必要があります。
◇発行証明書 おむつに係る費用の医療費控除証明書
◇受付窓口 健康福祉課（保健福祉センター）
※健康福祉課のみで受け付けします。証明書は後日郵送となります。
※確定申告をする場合は、十分に余裕を持って事前に手続きを済ませ
るようお願いします。
■問合 健康福祉課介護保険グループ ☎０２８７－８８－７１１５

市では、第２期計画（平成３２年度（２０２０年度）から３６年度
（２０２４年度）の５か年計画）の策定に向けて準備を進めており、
子ども・子育て支援事業の事業量見込みの推計や具体的な目標を設定
するため、
「子育てに関する生活実態やニーズ調査」
を下記のとおり実
施しますので、ご協力をお願いします。
◇調査対象 市内在住の就学前児童の保護者および妊婦（母子健康手
帳交付者）
◇調査期間 １２月中旬～平成３１年１月中旬（準備ができ次第、順
次配付・回収します。
）
◇調査票配付・回収方法
郵送により配布・回収をします。ただし、市内保育園・認定こど
も園・幼稚園在園児の保護者には施設を通して配付・回収をします。
※本調査は、子ども「ひとり」に対しての調査になります。
※兄弟姉妹がいる場合は、何度も同じ質問に回答いただくことになり
ますが、大切な調査ですので、ご理解ご協力をお願いします。
■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６

介護保険要介護認定者に係る障害者控除
要介護認定者で一定の基準を満たす場合は、市が障害者控除認定書
を発行し、所得税等の確定申告の際に障害者控除を受けることができ
ます。ただし、身体障害者手帳を所持し、障害者控除を受けている人
を除きます。認定書の発行については、確定申告をする前に、下記受
付窓口で申請をしてください。
◇発行認定書 障害者控除対象者認定書
◇受付窓口 健康福祉課（保健福祉センター）
※健康福祉課のみで受け付けします。証明書は後日郵送となります。
※確定申告をする場合は、十分に余裕を持って事前に手続きを済ませ
るようお願いします。
■問合 健康福祉課介護保険グループ ☎０２８７－８８－７１１５

母子家庭等高等職業訓練促進給付金制度
市では、ひとり親家庭の母または父が、対象となる資格を取得する
ため、養成機関で１年以上のカリキュラムを修業し、その資格取得が
見込まれる人に、給付金を支給します。
◇支給要件
・市に住所を有し、児童扶養手当を受給しているか、または同等の
所得水準であること。
・就業前に、こども課（保健福祉センター）で事前相談を行うこと。
・過去に、この給付金を受給していないこと。
◇対象資格 看護師、准看護士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、
作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、製菓衛
生士、調理師等
◇支給期間 修業の全期間（３６か月上限）
◇支給額 市民税非課税世帯：月額１００，０００円
市民税課税世帯：月額７０，５００円
※この給付金を受給できる人は、栃木県ひとり親家庭福祉連合会から
入学準備金の貸し付けを受けられる場合があります。
（詳細は、
事前
相談の際に説明します。
）
■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６

■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

麻しん風しん混合予防接種はお早めに
◇１期（１回目） １歳～２歳の幼児
※１歳を過ぎたら早めに医療機関で接種してください。
◇２期（２回目） 平成２４年４月２日～平成２５年４月１日生まれ
の幼児（幼稚園・保育園の年長に該当する年齢の幼児）
※平成３１年３月３０日（土）までに、医療機関で接種してください。
◇費用 県内の協力医療機関で接種する場合は、窓口での自己負担は
ありません。協力医療機関以外で接種する場合は、接種費用
の助成があります。
（限度額あり）
※接種対象期間を過ぎると接種費用は自己負担となります。
※県内の協力医療機関については、栃木県医師会のホームページでご
確認ください。
※接種を希望する場合は、
必ず医療機関へ連絡し予約をしてください。
※予診票を紛失した場合は、こども課（保健福祉センター）または市
民課市民窓口（烏山庁舎）で受け取ってください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

ひとり親家庭の新入学祝い金
ひとり親家庭の子どもたちが新入学する前に、入学準備金として祝
い金を受給することができます。
◇対象 平成３１年４月１日に入学する、
ひとり親家庭のお子さんで、
過去に受給していない人
◇支給額 １人につき、小・中・大学等：３万円、高校：４万円
◇定員 全国で５００人（選考あり）
◇申込 平成３１年１月２８日（月）までに応募用紙（下記備付）に
必要事項を記入し、①ひとり親であることを証明する書類、②収入
が分かる書類等を添えて、
「〒１０１－００５１ 東京都千代田区
神田神保町２－２８ 日下ビル４階 ＮＰＯ法人しんぐるまざあ
ず・ふぉーらむ」あて提出する。郵送２８日必着。
■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６

子育て支援センター きらきら
【お正月遊びをしよう】
◇日時
◇内容
◇対象
◇申込

平成３１年１月７日（月）午前１０時～１１時
絵合わせや簡単なかるた等であそぶ
未就園児と保護者１０組程度
１２月２５日（火）までに電話等で下記あて申し込む。

■図書館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

【１月のおたんじょうかい】

烏山図書館 お正月ガチャポン＆福引き

◇日時 平成３１年１月１５日（火）午前１０時～１１時
◇内容 おたのしみシアター、お誕生カード作り
◇対象 １月生まれの未就園児と保護者１０組程度
◇申込 平成３１年１月８日（火）までに電話等で下記あて申し込む。
※場所はすべて子育て支援センターきらきらです。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１

◇日時 平成３１年１月５日（土） ※賞品がなくなり次第終了
◇対象 烏山図書館で図書等を借りた人
※「ガチャポン」は小学生以下、
「福引き」は中学生以上の人が対象です。
※１日１回挑戦できます。賞品はクオカードや飲物等です。
■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２
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図書館の催し物

自衛官候補生採用試験

【南那須図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容
■問合

◇受付期間 １２月２８日（金）まで
◇試験日 平成３１年１月１２日（土）
◇試験場所 宇都宮市（受け付け時にお知らせします。
）
◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の人
■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所
☎０２８７－２２－２９４０

１２月１５日（土）午前１０時３０分～１１時
南那須図書館おはなしのへや
図書館ボランティア
絵本の読み聞かせ、かんたん工作等
南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８

【烏山図書館 おたのしみ会】
◇日時
◇場所
◇出演
◇内容

１２月１５日（土）午後２時～３時
烏山図書館児童コーナー
図書館ボランティア「たんぽぽ」
絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター、工作等

山あげ祭フォトコンテスト入賞作品を
展示しています
今年度実施した、
「山あげ祭フォトコンテスト」に応募のあった作品
を展示していますので、ぜひ、ご鑑賞ください。
◇期間 平成３１年３月末日まで（開館日の午前９時～午後４時）
◇場所 山あげ会館２階多目的展示室
◇費用 大人：２５０円、小人：１００円
■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５
山あげ会館（市観光協会） ☎０２８７－８４－１９７７

【烏山図書館 おはなし会】
◇日時
◇場所
◇内容
■問合

１２月２２日（土）午後２時～２時３０分
烏山図書館児童コーナー
絵本の読み聞かせ等
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

年末年始の図書館休館日
◇休館期間 １２月３０日（日）～平成３１年１月３日（木）
※図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。ＣＤ、
ＤＶＤ、ビデオテープは破損の恐れがあるため、開館日に直接カウ
ンターに持参してください。
■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８
烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１２月下半期の行事予定

■生涯学習・その他
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

日 曜日

行事予定

■■■■■■■■■■

１６ 日 【休日当番医】近藤クリニック

生涯学習情報誌
「おたのしみプラン」掲載情報募集

１７ 月

生涯学習情報誌「おたのしみプラン」では、地域で活動している各
団体・サークル活動、ボランティア・指導者の情報を掲載しています。
平成３１年度版に掲載を希望する情報を下記により募集します。
◇募集する情報
・地域で活動する団体・サークル（文化、スポーツ、趣味など）
・生涯学習ボランティア指導者情報（個人の特技などを生かして、
指導者として活動したい人）
◇申込 平成３１年２月１日（金）までに、所定の用紙（下記備付）
に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※平成３０年度版に情報を掲載している団体および指導者には、掲載
情報の内容確認の通知を送付しますので回答にご協力ください。
■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３

１８ 火

放課後子ども教室
「ここなす教室」ボランティアスタッフ募集

２３ 日

１９ 水

２０ 木

２１ 金

１歳児相談受付 9:30～9:45
１歳６か月児健診受付 13:00～13:30
窓口業務延長（～19:00）
２歳６か月児相談受付9:30～9:45
４か月児健診受付 13:00～13:30
心配ごと相談
５歳児相談受付 9:30～9:45
８か月児健診受付 13:00～13:30
精神ボランティアによる悩み相談
窓口業務延長（～19:00）
食生活・健康相談
離乳食相談（要予約）
交通事故相談
２歳児相談受付 9:30～9:45
３歳児健診受付 13:00～13:30

２２ 土 おはなし会 14:00～14:30
天皇誕生日
【休日当番医】佐野医院
振替休日
２４ 月
【休日当番医】塩谷医院

放課後の子ども達を見守り、一緒に遊ぶボランティアスタッフとし
て参加してみませんか。
◇教室開設日 毎週水曜日 午後２時３０分～５時３０分
◇場所 こども館
◇内容 子ども達の活動の手助けや見守り
◇資格 市内在住の人、
子どもと仲良く接することができる人
（年齢、
性別不問）
◇申込 平成３１年１月１５日（火）までに、
「なすから教育支援ネッ
トワーク（相田）☎０８０－２２６５－５５９９」あて申し込む。
※事前に見学し、希望日や希望時間に応じ活動していただきます。
※「ここなす教室」は烏山小学校の児童が参加しています。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 なすから教育支援ネットワーク（相田）
☎０８０－２２６５－５５９９
生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３

２５ 火 窓口業務延長（～19:00）
２６ 水

☎0287-83-2250
保健福祉センター
保健福祉センター
南那須庁舎・保健福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
社会福祉センター
保健福祉センター
保健福祉センター
大金駅前観光交流施設
烏山庁舎
烏山庁舎
保健福祉センター
県南那須庁舎
保健福祉センター
保健福祉センター
烏山図書館
☎0287-84-1616
☎0287-88-2055
南那須庁舎・保健福祉センター

心配ごと相談
保健福祉センター
ダンボールクラフト 13:00～15:00 烏山図書館

２７ 木 窓口業務延長（～19:00）

烏山庁舎

固定資産税第４期、国民健康保険
税第６期、介護保険料第６期、後
２８ 金
期高齢者医療保険料第６期納期
限・口座振替日
２９ 土
３０ 日

【休日当番医】滝田内科医院
☎0287-82-2544
図書館年末年始休館日（～1 月 3 日）

３１ 月 【休日当番医】七合診療所

☎0287-82-2781

※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館
※木曜 子育て支援「移動出前サロン」9:00～ 三箇公民館
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