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▶ ▶ ▶ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、不要不急の外出はお控えください。◀ ◀ ◀
■感染症対策情報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

子育て世帯への臨時特別給付金
■■■■■■■■■■

子育て世帯の生活を支援する取り組みの一環として、臨時特別給付
金を給付します。
給付対象世帯には、
５月中旬から案内を送付します。
◇給付対象 令和２年４月分の児童手当受給者（特例給付の受給者を
除く。
）
◇対象児童 令和２年４月分の児童手当の対象となる児童（令和２年
３月分の児童手当の対象児童であれば、４月から新高校
１年生となっている場合も対象となります。
）
◇給付額 対象児童１人につき１万円
◇給付日 ６月中旬から給付を開始します。

特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、簡素な仕組
みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、下記のとおり特別定額
給付金を給付します。
◇給付対象 基準日（令和２年４月２７日）に、市の住民基本台帳に
記録されている人
◇給付額 １人につき１０万円
◇給付金申請者 世帯主
◇申請方法 下記の①または②の方法で申請してください。

【公務員の受給手続】
公務員で児童手当を受給している世帯は、申請が必要です。
◇申請方法 ６月１日（月）から１１月３０日（月）までに、子育て
世帯への臨時特別給付金申請書
（所属庁または下記備付）
に所属庁の証明を受け、下記あて提出する。
※申請書の受付後、準備が整い次第、随時給付します。
■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６

①郵送で申請（５月２０日頃送付予定）
市から世帯主あてに郵送された申請書に必要事項を記入し、下記の
確認書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で市に郵送する。
（確認書類）
・振込口座確認書類（通帳の口座名義（カナ氏名）と口座番号が
記載されている部分の写し）
・本人確認書類（免許証等の写し）
②オンラインで申請（５月１２日頃開始予定）
マイナンバーカードを持っている人のみ利用可能です。マイナポー
タルから振込先口座を入力したうえで、振込先口座の確認書類をア
ップロードし、電子申請する。
（電子署名により、本人確認書類は
不要です。
）

新型コロナウイルス感染症の影響による
中止または延期となるイベント等情報
日付

イベント等名称
区分
問合先
烏山地区
市体協ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ部（永山）
5 月 18 日
中止
グラウンド・ゴルフ大会
☎0287-82-3189
健康福祉課
5 月 19 日 特定健診・がん検診
中止 ☎0287-88-7115
～20 日 （境公民館）
※変更予約は電話で受け付けます。
社会福祉協議会本所
5 月 20 日 心配ごと相談
中止
☎0287-88-7881
境地区
市体協ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ部（永山）
5 月 21 日
中止
グラウンド・ゴルフ大会
☎0287-82-3189
特定健診・がん検診
5 月 22 日
中止 健康福祉課
（七合公民館）
☎0287-88-7115
特定健診・がん検診
5 月 25 日
中止 ※変更予約は電話で受け付けます。
（向田体育館）
総合政策課
5 月 27 日 行政相談
中止
☎0287-83-1112
特定健診・がん検診
健康福祉課
5 月 29 日 【予約者の日】
中止 ☎0287-88-7115
（保健福祉センター）
※変更予約は電話で受け付けます。
総務課
5 月 31 日 市消防団消防操法大会
中止
☎0287-83-1117
社会福祉協議会烏山支所
6 月 3 日 心配ごと相談
中止
☎0287-84-1294
興野直売所
6 月 7 日 新じゃがいもまつり
中止
☎0287-84-3348
市体協剣道部（相ケ瀬）
6 月 13 日 市長杯剣道大会
中止
☎090-1031-0614
第 14 回
市体協柔道部（横嶋）
6 月 16 日
延期
南那須地区柔道大会
☎0287-88-9469
社会福祉協議会本所
6 月 17 日 心配ごと相談
中止
☎0287-88-7881
※イベント等の詳細は、上記の各問合先にお問い合わせください。
■問合 那須烏山市新型コロナ感染症対策本部（総務課）
☎０２８７－８３－１１１７

◇給付開始 申請書の受付後、５月下旬から随時、口座振込で給付し
ます。
（振込日の目安は、１０日、２０日、３０日です。
）
※特別定額給付金に関して、市や総務省等が現金自動預払機（ＡＴＭ）
の操作をお願いすることや、特別定額給付金の給付のために手数料
の振込を求めることは一切ありません。給付金を装った詐欺にご注
意ください。
■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２

特別定額給付金の相談窓口を設置します
◇期間 ５月２０日（水）～６月５日（金）
※受付時間は、平日の午前９時～午後４時です。
◇場所 市役所南那須庁舎ロビーおよび烏山庁舎市民室
◇内容 申請書類の確認等
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、可能な限り郵送
またはオンラインでの申請をお願いします。
■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２
広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

アイムペットセレモニー
あなたの大切なペットの安らかな
旅立ちをお手伝いいたします。
フリーダイヤル 0120-88-2894
〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田 1949-1
TEL 0287-88-2890 FAX 0287-88-1880
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上下水道料金等の支払い猶予制度

乳幼児健診・相談

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に上下水道料金等
の支払いが困難な場合、下記のとおり納入期限を延長します。
◇対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少してい
る場合等、一時的に上下水道料金等の支払いが困難な人
※個人・法人ともに対象となります。
◇対象となる料金 令和２年６月請求分（６月検針分）および８月請
求分（８月検針分）の２期分
◇猶予期間 申請により、納入期限を約３か月間延長します。
◇申請方法
①上下水道課に事前に電話連絡する。
②申請書（市ホームページからもダウンロードできます。
）を郵送し
ますので、必要事項を記入・押印し、下記あて返送する。
※申請書は下記窓口への提出も可能ですが、可能な限り郵送での提出
をお願いします。
◇注意事項
・今回の申請は納入期限を延長するものであり、上下水道料金を減
額または免除するものではありません。
・この猶予期間終了後も、お支払いについてご相談ください。
■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１
〒３２１－０６２２ 城東１８－３

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、６月以降の乳幼
児健診・相談は、今後の動向により延期または中止となる場合があり
ます。延期または中止となった場合は、対象者に個別で通知します。
なお、お子さんの生活・発育・発達・食事等、相談を希望する人は、
下記あてお問い合わせください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

納税等に便利な口座振替制度を
ご利用ください
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口業
務縮小等の対策を行っています。市税等の納付は、口座振替制度をご
利用ください。
◇利用方法 金融機関に備え付けの「那須烏山市税等口座振替依頼書」
に必要事項を記入し、金融機関に提出してください。
■問合 会計課会計グループ ☎０２８７－８３－１１１９

国税局納税猶予センターの設置
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に国税の納付が困
難になった人の相談を早期に受け付けるため、専用電話を開設しまし
たのでご利用ください。
◇対応時間 午前９時～午後５時（土・日曜日および祝日を除く。
）
◇専用電話 ☎０４８－６１５－３００７
■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１

なすからまるごと市民食堂
新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の消費低迷が課題と
なっている中、地域消費を促すことを目的に「なすからまるごと市民
食堂」を実施します。
市ホームページに協力飲食店リストとメニューを掲載していますの
で、積極的に市内飲食店から出前をとりましょう。

那須南病院の外来診療を一部変更します

【協力飲食店の募集】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、４月２３日（木）
から一定期間、外来診療体制を一部変更します。
内科の午後の診察は、
「発熱症状のある人」
の対応を中心に行います
ので、発熱症状のある人は、必ず、事前に電話をしてから来院してく
ださい。なお、発熱症状のない人は、午前中に受診をお願いします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
■問合 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１

◇応募資格 市内で飲食店を営んでいる出前が可能な
事業者
※現在出前を実施していない飲食店も参加可能です。
◇応募方法 応募用紙（下記備付および市ホームページ掲載）および
出前可能なメニュー（Ａ４サイズ）を下記あて郵送また
は直接持参する。
※提出されたメニューがそのまま掲載されます。
※応募用紙に出前可能エリアと最低注文数を記載してください。
※飲食店営業許可証の写しを提出していただく場合があります。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５
〒３２１－０６９２ 中央１－１－１

■雇用・就職等
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

都市建設課会計年度任用職員の募集

感染拡大防止協力金（市単独分）

◇任用期間 ７月１日～令和３年３月３１日
◇募集内容

◇支給対象 ４月２９日（水）から５月６日（水）まで休業した、市
内で営業する事業者のうち、県が定める休業を要請・協
力依頼する施設（自主的に休業した飲食業等の食事提供
施設を含む。
）を有する事業者
◇支給額 １事業者につき１０万円
◇申請方法 市ホームページ（
「協力金」で検索してください。
）に掲
載しますので、ご確認ください。
※県の協力金の申請方法は、県ホームページでご確認ください。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５

「市議会６月定例会」の傍聴

職名

作業員

人数

１人（予定）

業務内容

市道および公園の維持管理業務
・原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分

給料
（報酬）

時給１，０５４円
※通勤手当や期末手当等が支給される場合があります。

応募要件

普通自動車運転免許

◇試験日 ６月１２日（金）※試験時間等詳細は、別途通知します。
◇試験方法 面接・適性試験
◇応募方法 ５月２９日（金）までに履歴書（写真貼付、白黒可）に
免許証の写しを添付のうえ、下記あて提出する。
※直接持参する場合は平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで、
郵送の場合は５月２９日（金）必着です。
※採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定める
ところにより上記内容が変更になる場合があります。
■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８

市議会６月定例会の本会議や委員会等の傍聴では、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止に配慮いただくとともに、
傍聴するときは、
次の感染防止策にご協力をお願いします。
・マスクを着用してください。
（マスクは各自でご用意ください。
）
・当日の朝に検温し、体温が３７.５度以上の人など体調が優れない場
合は、来場をお控えください。
・手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いします。
（会場にアルコール
消毒液を配置します。
）
■問合 議会事務局庶務議事グループ ☎０２８７－８８－７１１４
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■国保・税務
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■商工
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

学生用の国民健康保険証

■■■■■■■■■■

光回線サービスの変更は
内容をよく理解してからにしましょう

【①修学のため親元を離れて市外へ転出する場合】
届出により、引き続き那須烏山市の国民健康保険証を使用すること
ができます。
◇必要なもの 印かん、国民健康保険証、在学証明書

ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本は、２０２４年以降、固定電話のＩＰ
網への移行に伴い電話会社内の設備の切り替えを予定しています。
この設備切り替えに便乗し、固定電話や固定電話の番号が使えなく
なるといった勧誘文句で営業をする業者に注意しましょう。
◇相談事例 大手電話会社の子会社を名乗る事業者から、
「２０２０
年以降アナログ回線が廃止される。今の電話が使えなく
なるので光回線に切り替えないか」と電話がきた。
不審に思い断ったが、この会社の言っていることは本当
なのか。
◇消費者へのアドバイス
・ＩＰ網への移行後も現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使
うことができます。
設備切り替えに伴う手続きや工事も不要です。
・よく分からなければその場で返事をすることはせず、家族や周囲
の人に相談しましょう。
・不審に思ったら、早めに下記あてご連絡ください。
※市消費生活センターの受付時間は、平日の午前９時～正午、午後
１時～４時３０分です。土・日曜日および祝日の相談は、消費者ホ
ットライン「１８８（局番なし）
」あてご連絡ください。
■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４

【②学生でなくなった場合】
上記①の学生用の国民健康保険証を持っている人が学生でなくな
ると、那須烏山市の国民健康保険証は使用できなくなります。現住所
地での国民健康保険の加入に必要な証明書を発行しますので、下記あ
て届け出てください。
◇必要なもの 印かん、国民健康保険証、卒業証書や退学証明書
◇届出先 市民課（烏山庁舎）または市民課南那須分室（南那須庁舎）
■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６

自動車を持っている人へ
自動車税は、毎年４月１日時点で、運輸支局に登録されている自動
車の所有者に対して課税される県税です。本年度の自動車税納税通知
書を発送しましたので、納期限の６月１日までに必ず納めましょう。
自動車税は、銀行や郵便局等の金融機関のほか、コンビニエンスス
トア、クレジットカード、ペイジーでも納付できます。
※軽自動車税は、クレジットカードおよびペイジー未対応です。
■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７１

■子育て支援
■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

麻しん風しん混合予防接種を忘れずに！
有害鳥類の捕獲実施に伴う危険防止

◇１期（１回目）１歳から２歳までの幼児
◇２期（２回目）平成２６年４月２日～平成２７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）
※令和３年３月３１日（水）までに、医療機関で接種してください。
◇接種費用 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

市では、定植後間もない水稲への被害を防止するため、有害鳥類の
捕獲を実施します。
銃器での捕獲となりますので、実施期間中は農作業や外出時には周
囲に注意する等、危険防止にご協力をお願いします。
◇期間 ５月１７日（日）
、２３日（土）
、２４日（日）の３日間
※日の出から日没まで実施します。
◇区域 那須烏山市全域の水田等
◇従事者 猟友会南那須支部烏山分会員および南那須分会員
◇対象鳥類 カラス、カルガモ、キジバト、ゴイサギ、カワウ、アオサギ
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７

「緑の募金」にご協力をお願いします
募金は、公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構に全額送金し、
県内の緑化事業に活用されます。市内の緑化推進活動も、この募金に
よる助成金が使われます。
◇期間 ６月１９日（金）まで
◇烏山地区 自治会・班単位でとりまとめてください。
◇南那須地区 自治会単位でとりまとめてください。
◇納付方法 郵便振替または農政課（南那須庁舎）で納付してください。
※烏山庁舎では納付できませんのでご注意ください。
※市役所職員による募金回収は行っておりません。振込詐欺等にご注
意ください。
■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７

■学校教育
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

栃木県育英会 奨学生を募集します
令和２年４月に高等学校（中等教育学校の後期課程および特別支援
学校の高等部を含む。
）
または修業年限２年以上の専修学校高等課程に
在学している人を対象に奨学生を募集します。
◇募集期間 ５月１８日（月）～６月１８日（木）
◇貸与額 ・国公立：１８，０００円
・私立：３０，０００円
◇願書等配布先
５月中旬に県内高等学校、市町教育委員会、県教育事務所、県民プ
ラザ、県民相談室等に配布します。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 （公財）栃木県育英会事務局 ☎０２８－６２３－３４５９
〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０

広告掲載募集中！
広報お知らせ版
広報なすからすやま
市ホームページ
の有料広告を募集しています。
掲載基準等詳細は、市ホームページで確認するか、下記あて
お問い合わせください。
■総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２
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■その他

アプリやサイトから広報紙が見られます

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

◇広報なすからすやま
名称

ハザードマップの再確認をしましょう
ハザードマップで自宅の近くにある「浸水想定区域・土砂災害特別
警戒区域・土砂災害警戒区域」を再確認しましょう。
大切な家庭を守るため、日頃から気象情報に注意し、避難場所を確
認する等、災害に備えましょう。
※ハザードマップは、市ホームページでも確認することができます。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

アプリ マチイロ

法務省では、電話またはインターネットによる人権相談を実施して
います。
◇電話による人権相談
相談機関
電話番号
みんなの人権１１０番
☎０５７０－００３－１１０
☎０５７０－０７０－８１０

子どもの人権１１０番

☎０１２０－００７－１１０

外国人人権相談

☎０５７０－０９０－９１１

ＱＲコード等

スマートフォンやタブレ
ット端末にアプリ「マチ
イロ」をダウンロードし
https://machiiro.town/
てください。

栃木県の電子書籍を無料
T O C H I G I ebooks で閲覧できる地域特化型
（栃木イーブックス） 電子書籍ポータルサイト https://www.tochigi
です。
-ebooks.jp/

電話・インターネットによる人権相談

女性の人権ホットライン

内容等

気になる広報紙をパソコ
ンやスマートフォンでま
とめてチェック！
https://mykoho.jp/

マイ広報紙

◇広報お知らせ版
名称

メールマガジン

◇インターネットによる人権相談
ＵＲＬ：https：//www.jinken.go.jp
■問合 宇都宮地方法務局人権擁護課 ☎０２８－６２３－０９２５

内容等

ＱＲコード等

毎月１日、１５日発行の
広報お知らせ版をメール
配信します。
nasukarasuyama@req.jp

※「nasukarasuyama@req.jp」
「info@city.nasukarasuyama.lg.jp」から受信
できるようメール受信設定のうえ、メールマガジンの登録をしてく
ださい。詳細は、市ホームページでご確認ください。
■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２

放送大学 １０月入学生募集
放送大学はテレビやインターネットで授業を行う通信制の大学です。
働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたい等、様々な目的で
幅広い世代の人が学んでいます。
詳しい資料を送付しますので、下記あてお問い合わせください。
◇出願期間 ６月１０日（水）～８月３１日（月）
９月１日（火）～１５日（火）
■問合 放送大学栃木学習センター ☎０２８－６３２－０５７２
ＵＲＬ：https://www.ouj.ac.jp

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

５月下半期の行事予定
日 曜日

南那須の自然と文化を考える会
ブラリなすから

行事予定

１６ 土

◇日時 ６月６日（土）午前９時３０分集合
◇集合場所 烏山野球場（下野大橋の下、河川敷）
◇散策コース
「那珂川・荒川・江川の合流するところ」
（歩行５・５ｋｍ程度）
那珂川 → 荒川沿いの河川敷と堤防上の路 → 江川沿いの路 →
野上の台地の上の路
◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏
◇費用 無料
◇持物 動きやすい服装、飲物等
※事前申し込みは不要です。直接集合場所にお越しください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、
中止する場合があります。
■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本）
☎０８０－６５１２－０１６８

１７ 日 【休日当番医】鈴木整形外科（那珂川町） ☎0287-96-2811
１８ 月
１９ 火
２０ 水
２１ 木
２２ 金
２３ 土
２４ 日 【休日当番医】山野クリニック

☎0287-84-3850

２５ 月
広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）
２６ 火
２７ 水
２８ 木
２９ 金
３０ 土
３１ 日 【休日当番医】高野病院（那珂川町） ☎0287-92-2520
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