令和２年１０月１日 Ｎｏ．３６１

広 報

お 知 ら せ 版

■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２
■ホームページアドレス http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

■感染症対策情報

ひとり親世帯臨時特別給付金

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したひとり親
世帯を支援するため、下記のとおり給付金を給付します。
◇給付対象 児童（今年度に１８歳となる子まで対象）を養育する父
または母で、収入が児童扶養手当受給世帯と同じ水準に
ある人
※事実婚の状態にある人は該当しません。父母がいない場合は給付要
件を満たす養育者も申請することができます。
◇給付額 １世帯５万円（児童２人目以降は１人３万円加算）
◇申請方法 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、申請内容確認
書類等を添付のうえ、下記あて提出する。
◇申請期限 令和３年２月２６日（金）
※給付要件等詳細は、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。なお、この給付金に関して、市や国、県が給付の
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
た詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
■問合 こども課こそだて支援グループ
☎０２８７－８８－７１１６

事業継続応援金および
雇用調整助成金等活用促進交付金の申請
那須烏山市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金および那
須烏山市雇用調整助成金等活用促進交付金の申請期限が迫っています。
対象となる事業者は、制度の積極的な活用をご検討ください。対象要
件等詳細は、市ホームページでご確認ください。
◇申請方法 １０月１５日（木）までに申請書（市ホームページ掲載）
に必要事項を記入・押印し、関係書類を添付のうえ、郵
送で下記あて申請する。
（当日消印有効）
※申請書等は、下記窓口および市役所南那須庁舎ホールでも取得でき
ます。感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
■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

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

■入札
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

日付

イベント等名称

問合先
生涯学習課
10 月 11 日 熊田太々神楽
中止
☎0287-88-6223
生涯学習課
10 月 18 日 興野ささら獅子舞
中止
☎0287-88-6223
体協サッカー部
11 月１日 市民フットサル大会 中止
(大森) ☎0287-84-3140
歳末たすけあい
烏山地区民俗文化奉仕協会
12 月
中止
チャリティーショー
(川俣) ☎0287-84-3154
※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ウイルス感染症対策本部（総務課内）
☎０２８７－８３－１１１７

■■■■■■■■■■

区分

令和３・４年度
入札参加資格審査 定期申請受付
市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等および物品調達・
業務委託の受注を希望する業者は、下記により申請をお願いします。
◇受付期間 １０月１日（木）～３０日（金）
受付時間：午前９時～正午、午後１時～５時
※土・日曜日および祝日を除く。
◇受付区分 ・建設工事
・測量・建設コンサルタント等
・物品調達・役務の提供
◇申請方法 各区分の提出要領、申請様式等（市ホームページ掲載）
に必要事項を記入し、原則、郵送で下記あて提出する。
※申請資格等詳細は、各区分の提出要領でご確認ください。
◇有効期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日（２年間）
※小規模工事登録業者で、上記区分での申請を希望しない場合は、申請
不要です。
■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７
〒３２１－０６９２ 中央１－１－１

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。
）

「ペット霊園那須烏山」
緑に囲まれた墓地公園・広々とした安らぎの園
○火葬（最新ペット専用火葬炉）完備
◎年中無休
○合同墓地・個別墓地・納骨堂完備
◎予 約 制
※小動物から超大型犬（40kg 以上）
※福岡交差点左折（真岡方面）1km 先に看板
〒321-0526 田野倉６６０－１
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－８２－３３９１

http://www.petreien-nasukarasuyama.com/
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■診療所

■商工

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

七合診療所の１０月臨時休診

事業者向け ＪＰＱＲ説明会・申込会

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇七合診療所休診日 １０月１７日（土）
■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１

ＪＰＱＲは、
（一財）キャッシュレス推進協議会により策定された
ＱＲコード決済の統一規格です。複数社ある決済ＱＲコードを１枚の
ＱＲコードにまとめる（統一化する）ことで、１枚のＱＲコードで複
数社のキャッシュレス決済に対応できます。
キャッシュレス決済やＪＰＱＲに関する説明会を下記のとおり開
催します。また、説明会終了後、希望者は申込会（申込手続きをサポ
ートします）に参加できます。
◇日時 １０月２８日（水）午後２時～３時３０分
◇場所 那須烏山商工会館２階研修室
◇内容 ・第一部：ＪＰＱＲの特徴や利点、申込方法等の説明
・第二部：申込手続きサポート
◇定員 先着３０名
◇費用 無料
◇申込 １０月２１日（水）までに電話、ＦＡＸまたはＥメールで下
記あて申し込む。
■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５
ＦＡＸ０２８７－８３－１１４２
Ｅメール：shohkohkankoh@city.nasukarasuyama.lg.jp

■雇用・就職
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

学校教育課会計年度任用職員の募集
◇任用期間 １１月１日～令和３年３月３１日
◇募集内容
職種

学校生活支援員

人数

１名

業務内容

■■■■■■■■■■

荒川小学校における担任の補助や児童の生活支援
原則、月～金曜日 午前８時～午後４時３０分のうち７時間
（休憩時間４５分）

給料
（報酬）

時給８９７円
※通勤手当等が支給される場合があります。
・ワードやエクセル等、基本的なパソコン操作ができる人
応募要件
・普通自動車運転免許
◇試験日 １０月２２日（木） ※詳細は、別途通知します。
◇試験方法 面接・適性試験
◇応募方法 １０月１５日（木）までに履歴書（写真添付、白黒可）
に運転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１０月１５日（木）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
ところにより変更します。
※詳細は、下記あて問い合わせるか、
「募集案内」
（下記窓口備付また
は市ホームページ掲載）をご確認ください。
■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２
〒３２１－０５９５ 大金２４０

確認しましょう「栃木県の最低賃金」
１０月１日から栃木県最低賃金が「時間額８５４円」に改正されま
す。現行の栃木県最低賃金に比し、１円の引き上げとなります。
栃木県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用
者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイ
ト等にも適用されます。なお、特定の産業には特定最低賃金が定めら
れています。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
■問合 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎０２８－６３４－９１０９

■農林業
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

農作物等の盗難防止対策を実施しましょう
生涯学習課会計年度任用職員の募集

県内各地で農作物や家畜が盗まれる被害が発生しています。農作物
等の盗難被害にあわないために、下記の対策等を実施しましょう。ま
た、不審者や不審車両を見かけた場合や盗難被害にあった場合は、速
やかに警察に通報しましょう。
◇主な盗難防止対策
・倉庫やハウス等の出入り口は必ず施錠する。
・防犯カメラ、センサーライト、侵入センサー等を設置する。
・通行人から見える位置に「防犯カメラ作動中」等の看板を設置す
る。
・生産者や警察等と連携し、夜間の防犯パトロールを実施する。
・農業用機械は畑等に放置せず、使用しない時は必ず鍵を抜く。
・盗難被害に備え、収入保険制度や農機具共済等に加入する。
■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

◇任用期間 １１月１日～令和３年３月３１日
◇募集内容
職種

事務員

人数

１名

市スポーツ施設等の事務処理、各種スポーツ事業の運営補助
業務内容 原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分
※土・日曜日に勤務する場合があります。
給料
時給１，１１９円
（報酬） ※通勤手当等が支給される場合があります。
・ワードやエクセル等、基本的なパソコン操作ができる人
応募要件
・普通自動車運転免許
◇試験日 １０月２０日（火） ※詳細は、別途通知します。
◇試験方法 面接・適性試験
◇応募方法 １０月１５日（木）までに履歴書（写真貼付、白黒可）
に運転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１０月１５日（木）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
ところにより変更します。
※詳細は、下記あて問い合わせるか、
「募集案内」
（下記窓口備付また
は市ホームページ掲載）をご確認ください。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３
〒３２１－０５９５ 大金２４０

とちぎの雇用就農現地見学ツアー
◇日時 １１月２８日（土）午前１０時～午後３時３０分
◇集合場所 ＪＲ宇都宮駅改札口前
◇内容 県内の農業法人の見学
・
（有）エフ・エフ・ヒライデ（宇都宮市平出町３３５－３）
・
（有）農業生産法人かぬま（鹿沼市塩山町１３２９－１９）
◇対象 県内の農業法人で働くことを考えている人
◇定員 先着１５名
◇費用 無料（昼食代は自己負担です）
◇申込 １１月１９日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５
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秋の栃木県農作業安全確認運動

■交通安全・防災
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

農作業の安全確保は農業経営の基本です。
栃木県では、農作業中の事故による死亡者が過去１０年間に６３名
おり、その約３分の１が乗用型トラクターによるものです。年齢別で
は約８割が６５歳以上となっています。稲刈り等の農繁期を迎えるに
あたり、コンバインや乗用型トラクターによる事故防止に重点を置い
た運動を１１月３０日（月）まで実施します。
農作業の事故は小さなことで防げますので、まずは意識することか
ら始めましょう。
※詳細は、県ホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/nousagy
ouanzen.html）をご確認ください。
■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７

しあわせ高齢ドライバースクール 参加者募集
安全、かつ、快適な運転を継続していただく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 １２月１６日（水）
、２２日（火） ※雨天決行
午前９時３０分～午後３時４５分
※どちらか１日を選択してください。
◇場所 ツインリンクもてぎ（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
（オートマ車を使用）
、
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）
◇定員 １日につき６名
◇費用 １，７００円（教材費の一部および昼食代）
※定員を超えた場合は抽選となります。
◇申込 １０月３０日（金）までに下記あて申し込む。
※会場まで担当職員が送迎します。参加者が決まり次第、詳細を通知
します。
※新型コロナウイルス感染症の動向により、
中止する場合があります。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

■環境
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

マイバッグ・キャンペーン取組強化月間
～環境にやさしい買い物をしましょう～
１０月は３Ｒ「リデュース（減らす）
、リユース（再び使う）
、リサ
イクル（再資源化）
」推進月間です。買い物のときはマイバッグを持参
して、レジ袋の利用を少なくし、過剰な包装は辞退する等、環境にや
さしい買い物をしましょう。このキャンペーンをきっかけに、環境に
やさしいライフスタイルについて考えてみませんか。
◇マイバッグ・キャンペーン期間 通年
◇強化月間 １０月３１日（土）まで
◇マイバッグ使用のマナー
・買い物中は折りたたんでおきましょう。
・買う物は、お店に備え付けの買い物かごに入れましょう。
・レジを通ってからマイバッグを使いましょう。
・お店の買い物かごは、決められた場所に戻しましょう。
・バッグの定期的な洗濯・消毒を行い、清潔を心掛けましょう。
■問合 県地球温暖化対策課 ☎０２８－６２３－３２６２

ミュージックチャイムの時間変更
１０月１日から市防災行政無線「ぼうさいなすからすやま」のミュー
ジックチャイムの放送時間を下記のとおり変更します。
期間

時間

冬季（１０月～３月）

午前７時
正
午
午後５時

曲名
牧の朝
那須烏山市民の歌
夕焼け小焼け

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７

１０月は「正しい犬の飼い方強調月間」です

防災・行政情報配信サービスを登録しましょう

犬の「ふん被害」、「放し飼い」および野犬の目撃情報が多数あり、
対応を求める声が出ています。
１０月は「正しい犬の飼い方強調月間」です。ペットの飼い方につ
いて見つめ直し、マナー順守を心掛けましょう。
◇放し飼いの禁止
・犬はつないで飼いましょう。
・散歩の時にも、引き綱をつけましょう。
◇登録と狂犬病予防注射
・犬は必ず登録しましょう。また、登録した飼い犬が死亡した場合、
まちづくり課（烏山庁舎）に必ず連絡をしましょう。
・狂犬病予防注射は毎年１回必ず受けましょう。
◇飼い主明示
首輪に名札（飼い主の名前や連絡先等）を付け、迷子になった時の
ために備えましょう。また、犬鑑札、狂犬病予防注射済票が、飼い
主を探す手掛かりとなります。必ず装着しましょう。
◇ふんの後始末
・散歩中にふんをした時は、必ず持ち帰りましょう。
・道路や公園等、公共の場所を汚さないようにしましょう。
◇飼育頭数のコントロール
繁殖を望まないのであれば、オス・メスを問わず早期の去勢・避妊
手術をしましょう。
◇無責任なエサやりの禁止
野犬に無責任にエサを与える行為はやめましょう。エサがあると野
犬が増え、地域内でのトラブルに発展する可能性があります。エサ
を与えるだけの行為は不幸な犬を増やすことに繋がります。エサを
与えるならば、責任を持って犬を飼いましょう。
■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０
栃木県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８

市では、防災・行政情報の配信サービスをしています。スマートフ
ォンで下記のＱＲコードを読み取り、登録してください。なお、フィ
ーチャーフォン（ガラケー）等の場合は、これまでどおりメール配信
も並行して行いますので、引き続きご利用ください。
◇登録用ＱＲコード等
スマートフォン
（新システム）

フィーチャーフォン等
（現行システム）

App Store 用

Google Play 用

ＵＲＬ：bousai.nasukarasuyama
-city@raiden3.ktaiwork.jp
※迷惑メール対策等受信拒否設
定をしている場合は、@raiden3.
ktaiwork.jp からのメールが受信
できるように設定の変更をし
てください。

※App Store または Google Play で
「インフォカナル」と検索して
も登録できます。
■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７
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■健康・福祉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

高齢者インフルエンザ予防接種
■■■■■■■■■■

◇対象 市に住所を有する６５歳以上の人および６０歳以上６５歳未
満の人で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人（身体障害者
手帳１級相当）
※年齢基準日は接種日当日
◇実施期間 １０月１日（木）～令和３年２月２８日（日）
※有効性を高めるため、１２月中旬までの接種をお勧めします。
◇実施機関 市内および那珂川町の医療機関または栃木県定期予防接
種の相互乗り入れ事業協力医療機関
◇助成金額 上限３，５００円（助成回数は１回のみ）
※３，５００円を超える分は自己負担となります。
※市外の栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外で
接種した場合、窓口負担を助成します。
（上限３，５００円）
◇接種方法 予診票は医療機関に請求するか、健康福祉課（保健福祉
センター）または烏山庁舎正面玄関ロビーで取得し、必
要事項を記入のうえ、医療機関に提出してください。
◇注意事項
・対象者への個別通知はありません。
・栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外で接種
した場合は、接種日からおおむね１か月以内に「領収書、印かん、
予診票、振込先の口座番号等」が分かるものを下記まで持参し、
請求してください。
（期間を過ぎてしまうと、
助成対象とならない
場合があります）
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

インフルエンザ予防接種助成
季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を防
ぐため、インフルエンザ予防接種費用を助成します。
◇対象 市に住所を有する１６歳～６４歳の人
※年齢基準日は接種日当日
（ただし、
高校１年生相当の人については、
１５歳であっても、こども課の助成対象ではなく健康福祉課の助成
対象となります）
◇実施期間 １０月１日（木）～令和３年１月３０日（土）
※有効性を高めるため、１２月中旬までの接種をお勧めします。
◇助成金額 上限１，０００円
※助成回数は１回のみです。
◇接種方法

【市内および那珂川町の医療機関で受ける場合は申請不要です】
・接種費用から１，０００円差し引いた額を支払います。
・予診票は医療機関に請求するか、健康福祉課（保健福祉センター）
または烏山庁舎正面玄関ロビーで取得し、必要事項を記入のうえ、
医療機関に提出してください。

【上記以外の医療機関で受ける場合は申請が必要です】
窓口において全額自己負担で払った後、健康福祉課窓口へ申請するこ
とで上限１，０００円を助成します。
◇申請期間 接種日からおおむね１か月以内（期間を過ぎてしまうと、
助成対象とならない場合があります）
◇申請場所 健康福祉課（保健福祉センター）
◇持物
・領収書（原本で「インフルエンザ予防接種代」と明記されたもの）
・印かん（スタンプ式以外）
・接種した本人の通帳（高校１年生から高校３年生相当の人は、保
護者の通帳）
◇注意事項
・対象者への個別通知はありません。
・事前に医療機関へ予約し、相談のうえ、接種してください。
・実施期間内に満６５歳になる人は、高齢者インフルエンザ予防接
種助成の対象となります。
制度により助成金額が異なりますので、
あらかじめご了承ください。
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５

「赤い羽根共同募金運動」にご協力ください
皆様からの寄付金は、都道府県ごとに地域福祉活動、社会福祉団体
の事業、民間社会福祉施設の増改築や修繕等に配分されます。赤い羽
根共同募金運動の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
◇期間 １０月１日（木）～１２月２８日（月）
◇内容 一戸あたり１，０００円を目安としています。
（無理のない範囲でお願いします）
◇寄付方法 南那須地区は自治会単位、烏山地区は自治会または班単
位でとりまとめ、金融機関で振り込むか下記へご持参く
ださい。法人・職域・学校募金は別途依頼します。
■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１
社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４

聴覚障がい者向け
「Ｚｏｏｍ（ズーム）
」の使い方講座

とちぎ難病相談支援センター
電話での医療相談

パソコンを使って、自宅にいながら遠くの人とも画面越しに顔を見
ながら会話できるソフト
「Ｚｏｏｍ
（ズーム）
」
の使い方を勉強します。
◇日時 １０月２４日（土）
、３１日（土）
※時間はすべて午前９時４０分～午後０時１０分です。
◇場所 とちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草１－１０－６）
◇講師 那須塩原市中途失聴・難聴者向けパソコン教室講師
宮田はるみ 氏、宮田和実 氏
◇対象 県内に在住・通勤・通学している高校生以上の聴覚障がい者
（高齢者や学生等は、家族の同伴も可能です）
◇定員 先着１０名
◇費用 無料
◇持物 筆記用具、ノートパソコン（カメラ・マイク機能があるもの）
※持っていない人は下記あてお問い合わせください。
◇申込 申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ、Ｅメール、郵送または
直接持参し、下記あて申し込む。
※申込書は、センターホームページ（https://www.tochigikensyakyo.jp
/）から取得できます。
■問合 とちぎ視聴覚障害者情報センター（とちぎ福祉プラザ内）
☎０２８－６２１－６２０８
〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１－１０－６
ＦＡＸ０２８－６２７－６８８０
Ｅメール：sityokaku@tochigikenshakyo.jp

【免疫系疾患】
◇日時 １０月１１日（日）午前９時３０分～午後０時３０分
※電話での相談となるため、予約時間には電話に出られる状態でお待
ちください。
◇医師 自治医科大学附属病院アレルギー・リウマチ科医師
中村潤 氏
◇主な疾患 バージャー病、結節性多発動脈炎、悪性関節リウマチ、
全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）
、皮膚筋炎／多発性筋
炎、シェーグレン症候群、成人スチル病、ベーチェット
病、混合性結合組織病
◇申込 １０月８日（木）正午までに電話等で下記あて申し込む。
※受付時間は、平日の午前１０時～正午、午後１時～４時です。

【皮膚・結合組織疾患】
◇日時 １０月２５日（日）午前９時３０分～午後０時３０分
※電話での相談となるため、予約時間には電話に出られる状態でお待
ちください。
◇医師 自治医科大学附属病院皮膚科医師 佐藤篤子 氏
◇主な疾患 全身性強皮症、混合性結合組織病、天疱瘡、神経線維腫
症、膿疱性乾癬（汎発型）
、表皮水疱症
◇申込 １０月２２日（木）正午までに電話等で下記あて申し込む。
※受付時間は、平日の午前１０時～正午、午後１時～４時です。
■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３
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■子育て支援
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

幼児フッ素塗布の中止
■■■■■■■■■■

１１月１７日（火）に予定していた幼児フッ素塗布は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、中止します。
虫歯予防には、食後の歯みがきや規則正しい食生活が大切です。お
子さんの歯について気になることがある場合は、かかりつけの歯科医
院へご相談ください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

こども医療の適正受診にご協力ください
こども医療制度は、中学３年生までのお子さんを対象に、病気やケ
ガ等で健康保険が適用になる診療を受けた場合、医療費（保険診療分）
および入院時食事療養費を市が助成する制度です。
医療機関の負担軽減および医療費削減のため、適正受診にご協力を
お願いします。
◇かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医は、日頃の健康状態や以前にかかった病気、飲んでい
る薬等を把握しているため、体の不調を感じた際に相談しやすく、検
査や専門的治療が必要な時に、適切な病院を紹介してもらえます。
不調を感じた時は、診療時間内に早めに相談しましょう。
◇休日や夜間の受診を見直しましょう
休日や夜間に診療している救急医療機関は、緊急性の高い患者を受
け入れるためのものです。急病等のやむを得ない場合を除き、診療時
間内の受診を心掛けましょう。
休日や夜間でお子さんの急な発熱やケガ等で心配なときは、
「とちぎ
子ども救急電話相談」をご利用ください。
とちぎ子ども救急電話相談
・電話番号 ☎＃８０００もしくは☎０２８－６００－００９９
・相談時間 月曜日～土曜日 午後６時～翌朝８時
日曜日および祝日 ２４時間対応
◇ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品は、新薬と同じ効能を持ちながら価格を低く設
定できる薬です。医師や薬剤師に相談のうえ、活用しましょう。
（病気
や他の薬との飲み合わせ等から、
使うことができない場合もあります）
■問合 こども課こそだて支援グループ
☎０２８７－８８－７１１６

離乳食相談
「離乳食の始め方」
「ちょうど良いかたさや量」
「食材の増やし方や
レパートリー」等、毎日の食事（離乳食）で気になることはありませ
んか？日々の悩みにじっくり向き合います。ぜひ、一緒に解決してい
きましょう！
◇日時 １０月２１日（水）午前９時～正午（予約制）
◇場所 保健福祉センター
◇内容 栄養士・保健師による個別相談
◇対象 離乳食期の乳幼児と保護者
◇申込 １０月１４日（水）までに電話等で下記あて申し込む。
※電話での相談もできます。気軽にご相談ください。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

乳幼児健診・相談
お子さんの健康のために、
各種健診・相談には必ずお越しください。
※受付時間は、新型コロナウイルス感染症対策のため時間帯を区切っ
て案内します。詳細は、個別通知でご確認ください。

【４か月児健診】
◇日時 １０月２７日（火）受付：午後１時～
◇対象 令和２年６月生まれの乳児

【８か月児健診】
◇日時 １０月２２日（木）受付：午後１時～
◇対象 令和２年２月生まれの乳児

烏山みどり幼稚園 みどり未就園児教室

【１歳児相談】

◇日時 １０月２８日（水）午前１０時１５分～１１時４５分
◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園（金井１－５－１６）
◇内容 ミニミニ運動会
◇対象 未就園児（１歳６か月～）と保護者
◇費用 無料
◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用）
◇申込 １０月１４日（水）までに電話で下記あて申し込む。
※受付時間は、平日の午前９時～午後５時です。
■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９

◇日時 １０月２６日（月）受付：午前９時３０分～
◇対象 令和元年９月生まれの幼児

【１歳６か月児健診】
◇日時 １０月２６日（月）受付：午後１時～
◇対象 平成３１年３月生まれの幼児

【２歳児相談】
◇日時 １０月２３日（金）受付：午前９時３０分～
◇対象 平成３０年９月生まれの幼児

【２歳６か月児相談】
◇日時 １０月２７日（火）受付：午前９時３０分～
◇対象 平成３０年３月生まれの幼児

妊活応援セミナー ～不妊治療は二人三脚～

【３歳児健診】

◇日時 １０月２９日（木）午後２時～４時３０分
◇場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター
（宇都宮市野沢町４－１）
◇内容 ①講演（午後２時～３時１５分）
内容：
「不妊治療のイ・ロ・ハ～不妊治療は二人三脚、男性
不妊を中心に～」
講師：自治医科大学医学部腎泌尿器外科学講座
泌尿器科学部門講師 安東聡 氏
②個別相談会（午後３時３０分～４時３０分）
・男性不妊専門医（安東氏）による医療相談
・栃木県不妊専門相談センター助産師による不妊相談
※個別相談会は希望制です。申し込み時に個別相談会への参加希望の
有無をお伝えください。
◇対象 結婚・妊娠・出産を考えている人、不妊治療に関心のある人、
不妊相談に関わる人、企業の人事・総務部門担当者等
◇定員 先着５０名
◇費用 無料
◇申込 １０月２２日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
■問合 県こども政策課 ☎０２８－６２３－３０６４
ＦＡＸ０２８－６２３－３０７０
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◇日時 １０月２３日（金）受付：午後１時～
◇対象 平成２９年９月生まれの幼児

【５歳児相談】
◇日時 １０月２２日（木）受付：午前９時３０分～
◇対象 平成２７年１０月生まれの幼児
※場所はすべて保健福祉センターです。
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

定期予防接種を受け忘れていませんか
予防接種には、
「大切なお子さんを感染症から守る」
、
「他のお子さん
に病気をうつさないようにする」
、
「災害時等の緊急時に感染症を予防
する」という大切な役割があります。
予防接種法により接種できる年齢が定められていますので、かかり
つけ医等と相談のうえ、進学・就職等に備え、計画を立てて受けまし
ょう。
なお、母子手帳を確認し、推奨される回数を受けていないと思われ
る場合には、かかりつけ医や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

予防接種間隔の一部変更

ひまわりきっず「お花を植えよう」

１０月１日から、
異なるワクチン間の接種間隔が一部変更となります。
今後は、注射生ワクチン間のみ接種してから２７日（４週間）以上
間隔をあけることとし、その他のワクチンは制限がなくなります。
ただし、同じ種類の予防接種（
「ヒブ」同士や「小児用肺炎球菌」同
士等）を複数回接種する場合は、従来どおり予防接種ごとに決められ
た接種間隔となりますのでご注意ください。
◇接種間隔のイメージ
受けた予防接種
間隔
次に接種する予防接種
２７日
注射生ワクチン
（４週間以上）
注射生ワクチン

家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援事業です。
◇日時 １０月２８日（水）午前１０時～１１時 ※雨天決行
受付：午前９時４５分～
◇場所 こども館
◇内容 みんなで一緒にお花を植えよう。
◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 先着６組
◇費用 １組１００円（保険料等）
◇申込 １０月８日（木）までに電話等で下記あて申し込む。
※新型コロナウイルス感染症対策に努めて実施します。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

経口生ワクチン
制限なし

■選挙

不活化ワクチン

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

注射生ワクチン
経口生ワクチン
または
不活化ワクチン

制限なし

１８歳から３０歳代の
期日前投票立会人を募集しています！

経口生ワクチン
不活化ワクチン

１１月に栃木県知事選挙が予定されています。
市選挙管理委員会では、若い世代の皆さんに政治や選挙に関心を持
ってもらい、
選挙を身近なものに感じてもらえるようにするとともに、
気軽に投票できる投票所づくりを目指すため、１８歳から３９歳まで
の期日前投票立会人を募集しています。
◇仕事内容 有権者の代表として、投票が公正・適正に行われている
かどうかを監視する。
◇応募資格 市の選挙人名簿に登録されている満１８歳から３９歳
までの人
※経験は問いません。高校生も応募できます。
◇募集期間 随時、申し込みを受け付けしています。
（登録制）
◇日時 期日前投票期間中の１日～数日 午前８時３０分～午後８時
※県知事選の期日前投票は、１０月３０日（金）～１１月１４日（土）
の予定です。
※１日従事の場合には、昼と夜に食事を用意します。また、半日従事
も可能です。
◇場所 烏山庁舎期日前投票所または南那須庁舎期日前投票所
◇報酬 １日につき９，６００円（半日の場合は４，８００円）
※規定の源泉所得税を控除後、指定口座に振り込みます。
※交通費の支給はありません。
◇選任までの流れ
①応募した人の選挙人名簿登録の有無を確認したうえ、投票立会人
候補者として名簿に登録します。
②選挙の都度、従事の可否、希望日等を確認・調整したうえ、従事
日を通知します。
※応募者多数の場合は、抽選等により調整するため希望に沿えない場
合があります。
◇応募方法 申請書（下記備付または市ホームページ掲載）に必要事
項を記入し、直接提出・郵送・ＦＡＸまたはメールのい
ずれかにより下記あて提出する。
※メールで応募する場合は、件名に「投票立会人応募申込」と明記し
てください。
■問合 市選挙管理委員会事務局（総務課内）
☎０２８７－８３－１１１７
ＦＡＸ０２８７－８４－３７８８
〒３２１－０６９２ 中央１－１－１
Ｅメール：sohmu@city.nasukarasuyama.lg.jp

・注射生ワクチン：ＢＣＧ（結核）
、麻しん風しん混合（ＭＲ）
、
水痘（水ぼうそう)、おたふくかぜ（流行性耳下
腺炎）等
・経口生ワクチン：ロタウイルス
・不活化ワクチン：ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、四種混合、
日本脳炎、子宮頸がん、インフルエンザ等
■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６

子育て支援センターきらきら
【１０月のお誕生日カード作り】
◇内容 センター利用時に親子でお誕生カードを作ります。１０月生
まれの旨をお伝えください。
（事前申し込みは不要です）
◇対象 市内在住の１０月生まれの未就園児と保護者

【身体測定】
◇内容 センター利用時に身長・体重を計ってカードに記録できます。
測定希望の旨をお伝えください。
（事前申し込みは不要です）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
利用時にはマスクを着用
（２
歳未満のお子さんは不要）してください。なお、発熱等の症状があ
る人や体調不良の人は利用をご遠慮ください。
※利用時間・入室人数等を制限する場合があります。事前に下記あて
お問い合わせいただくと利用時間等をご案内できます。
■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１

こども館の催し物
【ぴよぴよ広場】
◇日時 毎週水曜日 午前１０時～１０時４５分
◇内容 市ホームページまたはこども館「なのはなだより」でご確認
ください。
◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 先着３組程度
◇申込 事前申し込みは不要です。
※日曜日の「ぴよぴよ広場」は当面休止します。

【管理栄養士によるお話】
◇日時 １０月６日（火）午前１１時～１１時２０分
◇内容 １０月の行事食、旬の食べ物
◇対象 市内在住の子育て中の保護者および子育て支援スタッフとし
て活動している人や希望する人 先着３組程度
◇申込 事前申し込みは不要です。
※上記の催し物は新型コロナウイルス感染症対策のため、利用は３組
程度とします。
※利用する際はマスクを着用してください。また、発熱等の症状があ
る人は利用をご遠慮ください。
※場所はすべてこども館です。
※月曜日・祝日は休館です。
■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１

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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■スポーツ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■その他
■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

無料測定！体力年齢を調べよう！

地域での楽しい「なかまづくり」

体育・スポーツの指導と行政上の基礎資料を得ることを目的として、
体力・運動能力調査を実施します。
体力に自信のある・なしに関わらず、ぜひ、ご参加ください。
◇日時 １０月２３日（金）
・１部 受付：午前８時４５分～、開始：午前９時～
・２部 受付：午前１０時４５分～、開始：午前１１時～
※所要時間は１時間程度です。
※参加人数により、時間を変更する場合があります。
◇場所 烏山体育館
◇内容 ・２０歳～６４歳 握力、上体起こし、長座体前屈、反復横
跳び、２０ｍシャトルラン、立ち幅跳び
・６５歳～７９歳 握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片
足立ち、１０ｍ障害物歩行、６分間歩行
◇対象 市内在住の２０歳～７９歳の人
◇費用 無料
◇持物 動きやすい服装、体育館シューズ、タオル、飲物等
◇申込 １０月１６日（金）午後５時までに電話で下記あて申し込む。
■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３

◇日時 １０月１２日（月）午後１時３０分～３時３０分
◇場所 保健福祉センター
◇内容 人との関わりが少なくなってきた今だからこそできること、
社会活動再開に向けて必要なことについて話しましょう。
◇講師 なかまづくり案内人 廣瀬隆人 氏
◇対象 どなたでも
◇定員 ２０名
◇費用 無料
◇申込 １０月７日（水）までに電話で下記あて申し込む。
■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

みんなで歌おう！
「那須烏山歌声広場」に来てみませんか？
◇日時 第１８回：１０月３日（土）午後２時～４時
第１９回：１１月７日（土）午後２時～４時
※３密を避けて開催します。
◇場所 フナヤ道場（熊田４６７）
◇内容 ギター・ピアノの伴奏で懐かしの昭和の名曲、フォークソン
グ等をみんなで一緒に歌いましょう！
◇対象 どなたでも
◇費用 １，０００円（飲物付）
■問合 音の旅人 くみ∞せい ☎０９０－９００３－１３３８

第１５回那須烏山市秋季市民ソフトテニス大会
参加者募集
◇日時 １０月２５日（日）
受付：午前８時～、開会式：午前８時４５分～
※荒天時は１１月１日（日）に延期します。
◇場所 緑地運動公園
◇競技種目 ・一般の部（男子・女子）
・シニアの部（男性６０才以上、女性５０才以上）
◇参加資格 市内在住または在勤の人および市内ソフトテニスクラ
ブに所属する人
◇費用 １ペア１，０００円
◇申込 当日、会場で受け付けます。
（２人で１ペア）
■問合 市体協ソフトテニス部
部長（木下）☎０９０－７４１５－７３５７
事務局（矢口）☎０９０－５４２９－７７９１

河川内の樹木を伐採していただける人
を募集します
県では、河川内に繁茂している樹木について、民間と協働した樹木
伐採を実施します。
個人・団体を問わず、本人が伐採し無償で持ち帰っていただける人
を募集します。
◇募集期間 １０月２６日（月）～１１月６日（金）
◇応募方法 県または各土木事務所のホームページを確認し、所定の
様式に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。
■問合 県河川課 ☎０２８－６２３－２４４４
県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３１６

■公民館
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

法の日 司法書士無料法律相談

■■■■■■■■■■

※烏山公民館事務室は、月曜日、毎月第３日曜日、祝日およ
び年末年始はお休みです。
※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してくだ
さい。

◇司法書士事務所 １０月１日（木）～７日（水）※土・日曜日を除く。
市町

時間

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
午前１０時
さくら市、那須烏山市、
～午後３時
上三川町、高根沢町

公民館講座
「美開脚講座（女性限定）
」参加者募集

内容
予約不要
電話相談のみ

真岡市、益子町、市貝町、 午前１０時～正午
芳賀町、茂木町
午後１時～４時

体のつくりを整えて姿勢を良くし、柔軟性を高めませんか。
◇日時 １１月１１日（水）午前１０時～１１時３０分
◇場所 烏山公民館１０４会議室
◇内容 体のつくりを整える運動
◇講師 美構造開脚システムインストラクター 中嶋有希子 氏
◇対象 市内在住または在勤の女性 先着１０名
※腰に持病があり、通院中の人は主治医に相談してください。
◇費用 無料
◇持物 動きやすい服装、タオル、ヨガマット、飲物、マスク
※ヨガマットは先着５名まで貸し出しできます。申し込み時に希望の
有無をお知らせください。
◇申込 １０月３日（土）～１７日（土）の午前９時から午後５時ま
でに電話等で下記あて申し込む。
■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２

小山市、下野市、野木町

午前１０時
～午後４時

栃木市、佐野市、足利市、
大田原市、那須塩原市、 午前９時
矢板市、壬生町、那須町、
～午後５時
那珂川町

要予約
面談相談

※感染症対策のため、今年度の特設会場での相談会は中止します。
◇内容 司法書士の業務に関する相談（不動産登記（相続・贈与・売
買等）
、商業登記（会社設立・役員変更等）
、成年後見（高齢
者の財産管理）
、供託、訴訟、多重債務等）
◇相談員 司法書士
※相談については、お近くの司法書士事務所に直接ご連絡ください。
■問合 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２
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荒川水辺公園（岩子地内）の廃止

■各種相談
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

荒川水辺公園は、令和元年東日本台風（台風第１９号）により甚大
な被災を受け、再び河川氾濫により被災する可能性があることから、
市民の安全性を考慮し、廃止します。
今後は、県烏山土木事務所の管理となりますので、河川を占用（使
用）したい場合は、県烏山土木事務所（☎０２８７－８３－１３２２）
あてお問い合わせください。
■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７

■■■■■■■■■■

１０月の各種相談事業
【心配ごと相談】
◇日時 毎月第１・第３水曜日１０月７日、２１日 午前９時～正午
◇場所 ・７日：社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７）
・２１日：保健福祉センター小会議室（田野倉８５－１）
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

危険物取扱者保安講習会

【もの忘れ相談】

◇日時 １１月２日（月）
・給油取扱所の部：午前９時３０分～
・一般の部：午後１時３０分～
◇場所 保健福祉センター
◇申込 １０月１２日（月）～１９日（月）に消防本部予防消防課あ
て申し込む。
（土・日曜日および祝日を除く）
■問合 消防本部予防消防課 ☎０２８７－８３－８８０２
〒３２１－０６３２ 神長８８０－１
那須烏山消防署 ☎０２８７－８２－２００９

◇日時
◇場所
◇申込
■問合

１０月３０日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間）
保健福祉センター
相談日の５日前までに下記あて申し込む。
（予約制）
健康福祉課高齢いきがいグループ
☎０２８７－８８－７１１５

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】
◇日時 １０月５日（月）午前９時～午後６時
◇場所 大金駅前観光交流施設内
■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村）
☎０９０－４２４２－０１４７

栃木県育英会 奨学生募集

弁護士による市民法律相談

（公財）
栃木県育英会では、
令和３年４月に進学予定の人を対象に、
月額貸与奨学生および入学一時金奨学生を募集しています。
なお、
本年度から出願資格である成績要件や所得要件を緩和します。
◇募集期間 １１月１３日（金）まで
◇貸与額（無利子）
・月額貸与奨学生
（一般奨学生）
高校：国公立１８，０００円、私立３０，０００円
大学：自宅通学３０，０００円、自宅通学外３８，０００円
（青木奨学生）
医学部１００，０００円、大学５０，０００円
・入学一時金奨学生
高校：国公立５０，０００円、私立１００，０００円
大学：５００，０００円以内で希望する額
◇応募方法 願書等（県内各中学校・高等学校、市教育委員会備付）
に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※願書等は、育英会ホームページからもダウンロードできます。
※奨学金の原資となる善意の寄付金を募集しています。
※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

◇日時
◇場所
◇内容
◇対象
◇費用
◇申込

１０月１５日（木）午後１時３０分～４時
社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７）
相続、離婚、交通事故、不動産等の問題
市内在住者
無料
１０月１日（木）～７日（水）午後５時までに受付票（下記
備付）に必要事項を記入し、下記あて申し込む。
※申し込み多数の場合は抽選となります。
※土・日曜日および祝日は受け付けを行いません。
■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４
社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１

■行事予定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

１０月上半期の行事予定
日 曜日

１０月は「土地月間」です
国土交通省では、毎年１０月を「土地月間」
、１０月１日を「土地の
日」として定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動を地方公共
団体、関係機関と共に展開しています。
適正な土地取引、土地利用を図り、豊かで安心できる住みよい社会
づくりを推進しましょう。また、大規模な土地取引は、国土利用計画
法に基づき、その利用目的等について下記のとおり届出が必要です。
◇届出の必要な面積 ・都市計画区域内 ５，０００㎡以上
・都市計画区域外 １０，０００㎡以上
※個々の面積は小さいが、取得する土地の合計が上記の面積以上とな
る場合（一団の土地）には個々の契約ごとに届出が必要です。
◇届出の必要な取引 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡
担保、権利金の一時金を伴う地上権、賃借権の
設定、譲渡等
◇届出者 権利取得者（土地売買の場合は買主）
◇届出期限 契約日から２週間以内（契約日を含む）
◇届出書類 土地売買等届出書１部
※土地売買等届出書は、
下記および市ホームページから取得できます。
■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２

行事予定

１

木 窓口延長業務（～19：00）

烏山庁舎・保健福祉センター

２

金

３

土

４

日

５

月

６

火

７

水

８

木 窓口延長業務（～19：00）

９

金 特定健診・がん検診（予約者の日） 烏山体育館

【休日当番医】烏山台病院
☎0287-82-2739
特定健診・がん検診（予約者の日） 保健福祉センター

特定健診・がん検診
心配ごと相談

保健福祉センター
社会福祉協議会烏山支所
烏山庁舎・保健福祉センター

１０ 土
１１ 日 【休日当番医】熊田診療所

☎0287-88-2136

１２ 月
１３ 火 妊婦・産後ママサロン（要予約） 保健福祉センター
１４ 水
１５ 木 窓口延長業務（～19：00）
-8-

烏山庁舎・保健福祉センター

