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■感染症対策情報      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による 

中止となるイベント等情報 
◇中止となるイベント等 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

4月中 
おはなし会 

おたのしみ会 
中止 

南那須図書館 

☎0287-88-2748 

烏山図書館 

☎0287-82-3062 

4月17日 音を鳴らしてあそぼう 中止 
こども館 

☎0287-80-0281 
4月18日 なのはなリサイクル 中止 

4月20日 5歳児相談（3月延期分） 中止 

こども課 

☎0287-88-7116 

4月21日 2歳6か月児相談（3月延期分） 中止 

4月22日 離乳食相談 中止 

4月23日 

～28日 

1歳児相談、2歳児相談、 

2歳6か月児相談、5歳児相談 

※乳幼児健診は実施します。 

中止 

5月3日 

～5日 

山野草と花木の展示会 

（龍門ふるさと民芸館） 
中止 

野上趣味の会（岡崎） 

☎090-9311-6493 

5月11日 
妊婦・産後ママサロン 

（リラックスヨガ） 
中止 

こども課 

☎0287-88-7116 

5月18日 

～ 
春季男女混合バレーボール大会 中止 

市体協バレー部（塩田） 

☎090-4602-2667 

5月19日 幼児フッ素塗布 中止 

こども課 

☎0287-88-7116 

5月20日 

～26日 

1歳児相談、2歳児相談、 

2歳6か月児相談、5歳児相談 

※乳幼児健診は実施します。 

中止 

5月21日 離乳食相談 中止 

5月31日 

まで 

こども館（移動出前サロン・ぴ

よぴよ広場は中止です。） 
臨時 
休館 

こども館 

☎0287-80-0281 

5月31日 

まで 
子育て支援センターきらきら 

臨時 
休館 

子育て支援センターきらきら 

☎0287-88-5151 

※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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による 

上下水道料金・市税等の相談窓口 
◇相談内容等 

区分 上下水道料金 市税等 

相談内容 

新型コロナウイルス感染症

の影響により、収入が減少し

ているなど、一時的に上下水

道料金を期限までに支払う

ことが困難となっている場

合、今後の支払い方法につい

てご相談ください。 

本人や家族が新型コロナウ

イルス感染症に罹患した場

合、新型コロナウイルス感染

症の影響で事業が休廃業し

た場合、または事業に著しい

損失を受けた場合等、猶予制

度があります。 

相談窓口 
上下水道課 

（城東１８－３水道庁舎） 

税務課 

（中央１－１－１烏山庁舎） 

受付時間 平日の午前８時３０分から午後５時まで 

■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 税務課徴収対策グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

介護予防事業（いきいきサロン等）の休止 
 ４月１日号お知らせ版に「介護予防事業（いきいきサロン等）の再

開」について掲載しましたが、新型コロナウイルス感染症から市民の

皆様の健康と安全を守ることが最優先と考え、下記のとおり休止する

こととしました。休止中は、散歩や家でできる体操、電話等を使って

の交流など、介護予防の取り組みの継続をお願いします。 

◇休止期間 ５月末まで 

※６月以降の開催は、今後の動向を踏まえ判断します。 

◇休止事業 いきいきサロン、ふれあいの里、男のサロン、健康長寿

セミナー（健康マージャン、スポーツ吹き矢、シャフルボード） 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月１５日 Ｎｏ．３５０ 

広 報   おお  知知  らら  せせ  版版   
■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/ 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 
足利銀行(南那須)さん後ろ 

歩-Ayumi-塾 ☎090-5423-4499（代表者：佐藤 諒） 

お母様！コロナ休校での勉強不足が心配ですよね？ 

その心配おまかせください！ 

今なら入塾金０円！新1,2年生は初月の授業料０円！ 

☆無料補講を 100時間以上実施☆ 
☆受験生 19人 全員合格☆ 

                                                                       
                                                                      
                                                                       

駐車場に空きがあります。ご希望の方はお問い合わせください！                                 
                                                                                                       

🚘 1か月 ２，５００円／台 🚘                     

（屋根付き ４，０００円／台）                              
                                                                                          
❖お問い合わせ                                    

斎藤 📞０２８７－８２－２２４４                                   
桑名 📞０２８７－８２－２４１３        （鍛冶町自治会）                    

月 極 有 料 駐 車 場 

 

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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市制度融資をご利用ください 
市では、市内で事業を営む中小企業者の経営の安定と中小企業者の

振興を図ることを目的として、下記の融資制度を設けています。 

特に、今年度から新たに新型コロナウイルス感染症緊急対策資金、

事業承継資金を創設しましたので、ぜひ、ご利用ください。 

【新型コロナウイルス感染症緊急対策資金】 
◇対象 市内に事業所を有し、引き続き１年以上現在の事業を営み、

法人は商業登記を、個人は住民登録を市内にしており、市税

および水道料金等を滞納していない、次のいずれかに該当す

る中小企業者または協同組合等。 

    ・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近１か月間の

売上高等が前年同期に比して３％以上減少しており、かつ、

その後２か月間を含む３か月間の売上高等が３％以上減少

することが見込まれるもの。 

    ・セーフティネット保証４号、５号または危機関連保証の認

定を受けたもの。 

【事業承継資金】 
◇対象 市内に事業所を有し、法人は商業登記を、個人は住民登録を

市内にしており、市税および水道料金等を滞納していない、

次のいずれかに該当する中小企業者または協同組合等。 

    ・事業承継を５年以内に行う見込みを有し、支援機関等の支

援により事業承継計画を策定するもの。 

    ・事業承継を５年以内に行う見込みを有し、支援機関等の支

援により策定した事業承継計画の実行に取り組むもの。 

    ・事業承継を行ってから３年を経過しておらず、支援機関等

の支援により策定した事業承継計画または事業承継後に策

定した事業計画に基づき経営の安定化および事業の活性化

等に取り組むもの。 

    ・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第１２

条第１項の認定を受けたもの。 

【融資の種類】 

資金名 限度額 返済期間・融資利率 

運転資金 ２，０００万円 

 １年以内 １．３％ 

 ３年以内 １．５％ 

 ５年以内 １．７％ 

 ７年以内 １．９％ 

設備資金 ２，０００万円 

 ５年以内 １．７％ 

 ７年以内 １．９％ 

１０年以内 ２．１％ 

省エネルギー化促進資金 ２，０００万円 １０年以内 １．５％ 

創業資金 ５００万円 

 ３年以内 １．５％ 

 ５年以内 １．７％ 

 ７年以内 １．９％ 

新型コロナウイルス感染症

緊急対策資金 
１，０００万円  ５年以内 １．０％ 

事業承継資金 ２，０００万円 

 ３年以内 １．３％ 

 ５年以内 １．５％ 

 ７年以内 １．７％ 

１０年以内 １．９％ 

※融資残高の合計が限度額に達するまでは重複して借入ができます。 

※信用保証料については、市から補助金が全額交付されます。 

※創業資金の融資利率について、市の指定する特定創業支援等事業に

よる支援を受けたことの証明を受けた人は、上記利率から０．１％

引下げとなります。 

◇取扱金融機関 

足利銀行烏山支店・栃木銀行烏山支店・烏山信用金庫本店営業部 

◇申込方法 

 直接、取扱金融機関へ申し込む。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

人間ドック・脳ドック検診費補助の 

郵便受付を開始します 
  新型コロナウイルス感染症の影響により延期していた「人間ドッ

ク・脳ドック検診」の費用の一部補助申請の郵便受付を開始します。 

これまで補助申請の集中受付日を設けていましたが、感染症拡大防

止対策として、今年度は申請方法を郵便受付に変更しましたので、ご

注意ください。 

【申請方法】 
◇前年度に検診費補助を受けた人 

市から申請書を郵送します。 

受診希望の場合は、記入例を参照のうえ、申請書に必要事項を記入

し、返信用封筒で返送してください。 

◇新たに検診費補助を希望する人 

お手元に保険証を準備のうえ、電話で下記あてご連絡ください。 

ご連絡のあった希望者に、市から申請書を郵送します。 

【対応窓口】 
受付方法の変更に伴い、今年度の対応窓口を市民課（烏山庁舎）窓

口の一か所に集約します。 

受診を予定されている皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、現

状をご理解のうえ、新型コロナウイルス感染症の集団発生防止にご協

力をお願いします。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

心配ごと相談 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市民の皆様の健康・

安全面を考慮し、下記日程の心配ごと相談は予約制とします。 

ご理解ご協力をお願いします。 

◇日程 ５月２０日（水） 

◇場所 保健福祉センター 

◇申込 前日までに電話等で市社会福祉協議会（☎０２８７－８８－ 

７８８１）あて申し込む。 

※６月以降の開催は、今後の動向を踏まえ判断します。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５  

 

那須南病院 

お見舞いを含めた面会の全面禁止 
全国的に新型コロナウイルス感染症が拡がりつつあり、県内でも感

染者が増加傾向にあるため、お見舞いを含めた面会を当面の間、全面

的に禁止とさせていただきます。 

これまでに、入院患者さん１名につき１枚配布した「面会許可証」

は、洗濯物を交換する場合にのみ有効となります。ただし、洗濯物の

交換は、各病棟のナースステーションのカウンターで看護師と行なっ

てください。（入院患者さんと直接面会することはできません。） 

ご不便をおかけしますが、入院患者さんの命を守るため、ご理解ご

協力をお願いします。 

◇洗濯物の交換可能時間 午後３時～６時３０分 

※土・日曜日および祝日も同様とします。 

■問合 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１  

 

■農林業          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

農作業に伴う公道の泥汚れ防止 
 トラクター等での農作業後に、田畑から公道に出る際は、必ず泥を

落としてから走行するようお願いします。 

道路に付いた泥は通行の妨げになり滑りやすく、交通事故の原因に

もなり大変危険です。誤って汚してしまった場合は速やかに泥の撤去

や清掃をお願いします。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
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春の栃木県農作業安全確認運動 
 農作業の安全確保は農業経営の基本です。 

本県では農作業中の事故により、過去１０年間に６３名が亡くなっ

ており、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。田植え等の農繁期を迎え

るにあたり、乗用型トラクターや耕うん機による事故防止に重点を置

いた運動を６月３０日（火）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（ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/ 

nousagyouanzen.html）でご確認ください。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

■年金          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 
国民年金第１号被保険者が出産する際、出産予定日または出産日が

属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。 

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の  

３か月前から６か月間の国民年金保険料が免除されます。 

※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。 

（死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。） 

◇対象 国民年金第１号被保険者で出産日が平成３１年２月１日以降の人 

【出産前に届出をする場合】 
◇必要書類 

・母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等出産予定日が確認で

きる書類 

・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できるもの 

・印かん 

・本人確認ができる書類（運転免許証等） 

【出産後に届出をする場合】 
◇必要書類 

・母子健康手帳、その他出産日および親子関係が確認できる書類 

・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できるもの 

・印かん 

・本人確認ができる書類（運転免許証等） 

【共通事項】 
◇届出時期 出産予定日の６か月前から届け出が可能です。 

◇届出先 市役所市民課（烏山庁舎、南那須庁舎） 

※産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして

老齢基礎年金の受給額に反映されます。 

※付加保険料については、産前産後期間も納付することができます。 

■問合 

 市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

日本年金機構宇都宮東年金事務所 ☎０２８－６８３－３２１１ 

 

■文化          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

こども常磐津教室生徒募集 
 烏山山あげ保存会芸能部会では、山あげ祭でおなじみの常磐津の唄

と三味線に興味がある児童・生徒を募集します。 

年間を通した練習のほか、発表会や各種イベントへの参加も予定し

ています。 

◇対象 小学１年生から中学３年生まで（保護者も参加できます。） 

◇費用 無料 

◇申込 随時募集していますので、下記あてお問い合わせください。 

■問合 指導者：常磐津津紫摩 ☎０９０－４０２３－９５２５ 

烏山山あげ保存会事務局（生涯学習課内） 

☎０２８７ー８８－６２２３ 

■健康・福祉          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

特定健診・がん検診等日程 
◇日程 

期日 場所 受付時間 

５月１９日（火） 
境公民館 

（上境２９０－１） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

５月２０日（水） 

５月２２日（金） 
七合公民館 

（大桶９２８－１０） 

５月２５日（月） 
向田体育館 

（向田２１８７） 

５月２９日（金） 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

◎婦人検診等あり（予約者の日） 

※番号札は、受付開始時間３０分前から配布します。 

※予約者には健診実施日のおおむね７日前までに「集団健診のお知ら

せ」および大腸がん検診キットを送付します。 

※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券（国民健康保険・後

期高齢者医療保険の加入者へは５月１０日頃に発送予定）をご持参

ください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により中止となる場合があります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

健康測定の日 
毎月１回、「健康測定の日」を設定しています。定期的な測定で体の

状態をチェック！自身の健康づくりに役立ててみませんか。 

測定項目は、血圧と体組成測定（体重・筋肉量・体脂肪量等）のほ

か、吹くだけで簡単「肺年齢チェック」も体験できます。 

◇実施日 原則、月曜日 

※日程等の詳細は、下記あてお問い合わせください。 

◇時間枠 午前９時～、午前９時３０分～、午前１０時～、 

午前１０時３０分～、午前１１時～ 

※各時間枠定員３名（測定時間は１人１０分程度です。） 

◇場所 保健福祉センター機能回復訓練室 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

※体組成測定は裸足で行います。裸足になれるようご準備ください。 

※肺年齢チェックは年間で１人１回のみ。 

※測定結果の説明あり。健康に関する相談がある場合は食生活・健康

相談をご利用ください。 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」対象事業です。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

風しん予防接種の助成 
◇対象 市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまで

に助成を受けたことがない人 

    ・１９歳以上４９歳以下の妊娠を予定するまたは希望する女

性とその配偶者（年齢基準日は接種日当日） 

    ・妊娠している女性の配偶者 

◇助成金額 ・風しんワクチン    ３，０００円 

      ・麻しん風しんワクチン ５，０００円 

◇接種券申請窓口 健康福祉課（保健福祉センター） 

◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証 

※接種券の申請後、かかりつけ医等に予約し接種してください。（有効

期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請してください。） 

※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。 

※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、「領収書、印かん、予

診票、振込先の口座番号等が確認できるもの」を下記まで持参し、

接種日からおおむね１か月以内に申請してください。（期限を過ぎ

た場合、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 
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 広 告 掲 載 募 集 中 ！  
 

「広報なすからすやま」・「広報お知らせ版」・「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 

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の助成 
◇対象 市に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、これまでに

助成を受けたことがない人 

    ・６５歳以上の人 

    ・６０歳以上６５歳未満で心臓・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がいを

有する人（身体障害者手帳１級相当） 

※年齢基準日は令和３年３月３１日 

◇助成金額 ４，０００円を上限に助成 

※４，０００円を超える分は自己負担となります。（自己負担は医療機

関により異なりますので、接種前にご確認ください。） 

◇接種券申請窓口 

 健康福祉課（保健福祉センター）または市民課（烏山庁舎） 

◇申請に必要なもの 印かん、健康保険証 

※接種券の申請後、かかりつけ医等に予約し接種してください。（有効

期限の切れた接種券は使用できません。改めて申請してください。） 

※市外医療機関で接種する人は事前に下記あてお問い合わせください。 

※接種費用を全額支払った場合の助成金申請は、「領収書、印かん、予

診票、振込先の口座番号等が確認できるもの」を下記あて持参し、

接種日からおおむね１か月以内に申請してください。（期限を過ぎ

た場合、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 

 

骨髄提供希望者登録をお願いします 
◇日時 毎週火曜日 午前１１時～１１時３０分（閉庁日を除く。） 

◇場所 県北健康福祉センター（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇内容 問診、血圧測定、採血 

◇登録要件 

 ・骨髄、末梢血幹細胞の提供内容について十分理解されている人 

・年齢が満１８歳以上５４歳以下で健康な人 

・体重が男性で４５ｋｇ、女性で４０ｋｇ以上の人 

・骨髄、末梢血幹細胞の提供について家族の同意を得ている人 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

■子育て支援          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ロタウイルス予防接種費用の 

助成が始まります（任意予防接種） 
対象となるお子さんには順次ご案内いたします。 

◇対象 令和２年４月２日～７月３１日の間に生まれ、かつ、市に住

民登録しているお子さん。 

※８月１日以降に生まれたお子さんは、１０月１日から始まる定期接

種の対象となります。 

◇ワクチン種類等 

ワクチン名 接種回数 
助成額上限 

（１回あたり） 
接種時期 

ロタリックス ２回 １５，０００円 生後６週～２４週 

ロタテック ３回 １０, ０００円 生後６週～３２週 

※ワクチンは２種類あります。医療機関によって扱うワクチンが違い

ます。 

※１回目は生後１４週６日までに接種してください。 

※接種方法や不明な点等は、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 

 

 

 

 

 

 

■生涯学習          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

花いっぱい運動参加者（団体）募集 
地域住民が一体となり、市内を花と緑あふれる明るく夢いっぱいの

住みよいまちにすることを目標に「花いっぱい運動」を実施します。 

年間を通して活動する個人および団体を募集します。ぜひ、ご参加

ください。 

◇実施期間 ４月１日（水）～令和３年３月３１日（水） 

◇実施場所 市内の沿道や多くの人の目に触れる場所および公民館

等の公共施設の敷地内 

◇実施要件 

 ・実施花壇は、交通に支障のないよう配慮すること。 

・花壇の面積は、０.１５ａ（１５㎡）以上であること。 

・プランターの場合は、２０個以上であること。 

・花の種類は自由です。（種子や苗は各個人・団体で用意） 

・１種類の場合は、花壇の面積は１ａ（１００㎡）以上であること。 

・花壇の除草作業等、景観維持に努めること。 

・年間を通して“花いっぱい運動”を実施すること。 

・種子や苗の準備から整地までの過程を半年以上継続すること。 

・団体の場合は、構成員が５名以上活動に参加すること。 

◇申込 ６月３０日（火）までに参加申込書（下記備付）に必要事項

を記入し、下記あて申し込む。 

※参加申し込み後から現地確認を行います。 

※花壇等を撮影した写真を公民館に掲示します。 

※参加者（団体）へ感謝状を贈呈します。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

花いっぱい運動交付金 
花いっぱい運動に参加申し込みをした団体で下記の要件を満たす場

合は、交付金の対象となります。 

◇交付要件 

 ・花壇の面積は０.２５ａ（２５㎡）以上であること。 

 ・プランターの場合は、３０個以上であること。 

・構成員が協力し花壇整備・景観維持をすること。 

・除草等の手入れがされておらず、著しく荒れた花壇等は対象外と

します。 

◇交付金 花壇面積１ａ（１００㎡）あたり５，０００円（限度額   

１５，０００円）を交付します。 

◇対象 市内の自治会、いきいきクラブ、育成会、公民館等の団体ま

たは各種団体、サークル等の構成員５名以上の団体 

◇申込 ６月３０日（火）までに交付金等申請書（下記備付）に必要

事項を記入し、下記あて提出する。（花いっぱい運動の参加申

込書と一緒に提出してください。） 

※活動完了後、実施報告書を提出していただき、交付確定をします。 

※現地確認は申請後から１２月下旬に行いますが、花付の良い時期や、

年間を通しての作業（花壇の手入れ・花植え）風景や季節ごと（現

地確認時期以外）の花壇等を撮影し、実施報告書に写真を添付して

ください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■スポーツ         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

烏山野球場が利用できます 
復旧作業が完了しましたので、下記のとおり烏山野球場を開放します。 

◇利用開始日 ５月１日（金）～ 

◇受付 ４月１５日（水）午前８時３０分から予約受付開始 

※新型コロナウイルス感染症対策により閉鎖する場合や、一部利用で

きない施設がありますので、詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■図書館         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

こどもの読書週間イベント 
本を借りた中学生以下の人を対象としたイベントです。 

◇日程等 

イベント名 内容等 

オリジナル缶バッチ

プレゼント 

期間 ４月２３日（木）～ 無くなり次第終了 

場所 南那須図書館、烏山図書館 

クチコミカードを書

いてガチャポンしよ

う！ 

期間 ４月２３日（木）～５月１２日（火） 

内容 

図書館で配布する「クチコミカード」に

おすすめする本を書くと、１人１日１回

ガチャポンができます。 

場所 南那須図書館、烏山図書館 

雑誌付録プレゼント 

期間 ４月２３日（木）～５月１２日（火） 

内容 

期間中に本を５冊以上借りた人（年齢問

わず）に応募券を差し上げます。抽選で

雑誌の付録をプレゼントします。 

（抽選結果は、５月１５日（金）に館内

掲示および図書館ホームページで発表し

ます。） 

場所 南那須図書館 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■道路管理         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

道路の花いっぱい事業参加団体募集 
 栃木県道路愛護連合会では、花と緑のある道路環境の美化や自然環

境の保全等を目的として、道路の花いっぱい事業を実施します。 

◇内容 道路の緑地帯、空き地等への草花等の植栽・管理 

◇対象 自治会、老人会、子供会等（おおむね１０名以上） 

◇申込 ５月１５日（金）までに、団体名、代表者住所、氏名、電話

番号、実施路線、実施箇所、長さ、作業内容（植栽する花の

種類）を明記し、下記あて申し込む。 

※交付金（３，０００円程度）を交付しますので、後日、作業風景・

開花風景の写真を提出してください。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

樹木の枝が道路に張り出していませんか？ 
 皆さんが所有する樹木が、道路上に倒れたり、道路をおおったり、

枝が落ちたりして、通行者に迷惑をかけることがありますので、道路

に飛び出すことがないように注意して管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■その他         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県立博物館 

企画展 偉大なる無名画家「小泉 斐」 
江戸時代に活躍した下野出身の画家「小泉 斐（こいずみ あやる）」

の生誕２５０年の節目を記念し、初期から晩年に至るまでの作品を中

心に、師や弟子たちの作品も併せて紹介します。 

◇期間 ４月２５日（土）～６月１５日（月） 

◇場所 栃木県立博物館（宇都宮市睦町２－２） 

※開館時間および入館料等詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 栃木県立博物館 ☎０２８－６３４－１３１１ 

 

かいけつサポート（認証紛争解決手続） 
【法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度】 
 身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには、裁判できちんと白

黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話し合いで

解決したいというものもあります。 

この「かいけつサポート」は、様々な民事上のトラブルについて、

法務大臣の認証を受けた民間事業者がトラブルの当事者間に入り、話

し合いによって柔軟な解決を図るサービスです。 

◇裁判と「かいけつサポート」の一般的な違い（主なもの） 

区分 裁判 かいけつサポート 

実施主体 裁判官 各分野の専門家 

秘密の保護 公開 非公開（原則） 

手続きの進行 
民事訴訟に従った手続き

進行 

ニーズに応じた柔軟な手

続き進行が可能 

費用 裁判所の訴訟費用 
認証を受けた民間事業者

に支払う費用 

強制執行力 あり なし 

◇「かいけつサポート」を提供する栃木県の民間事業者 

事業者名 取り扱う紛争の範囲 電話番号 

栃木県司法書士会 

民事に関する紛争 

（紛争の目的の価格

が１４０万円以下） 

☎028-614-1122 

栃木県土地家屋調査士会 
土地の境界に関する

紛争 
☎028-307-2187 

※その他、商事に関する紛争やソフトウエアに関する紛争等、全国的

に対応できる事業者がいます。詳細は、法務省「かいけつサ 

 ポート」ホームページ（http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR 

 /index.html）でご確認ください。 

■問合 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 

☎０３－３５８０－４１１１（内線５９２３） 

 

借金で悩んでいませんか？ 

財務省関東財務局の相談窓口 
 借金の問題は経済的な問題だけでなく、心身の健康や家庭・職場等

での様々な問題と密接に関係していることが少なくありません。解決

するためには、早期に適切な窓口に相談することが大切です。 

カードローン、住宅ローン、ショッピングクレジット、教育ローン、

奨学金、自動車ローン、過払い金、保証人等、借金に関する無料相談

を行っています。個人の秘密は必ず守られますので、１人で悩まず気

軽にご相談ください。一緒に解決方法を考えていきましょう。 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

◇内容 電話または面談による相談 

■問合 財務省関東財務局宇都宮財務事務所（多重債務専門窓口） 

    ☎０２８－６３３－６２９４ 
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防災・行政情報配信サービスを登録しましょう 
 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）等の利用者には、これまでどおりメール

を並行して配信します。 

◇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 

 

※App StoreまたはGoogle Playで

「info canal」と検索しても登録

できます。 

 

 

※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。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

栃木県 緊急速報メール 
 県では、洪水や土砂災害の恐れがある場合に、住民の皆様に危険を

お知らせするため、４月１日から「緊急速報メール」の配信を開始し

ています。緊急速報メールは、事前登録は不要で地震速報と同じよう

に、配信エリアにある携帯電話等に強制的に配信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

◇配信情報 

洪水情報 
河川氾濫の恐れがある、氾濫危険水位を超えた情報 

（警戒レベル４相当） 

洪水情報 
河川氾濫が発生した情報 

（警戒レベル５相当） 

土砂災害警戒情報 
土砂災害の恐れがある情報 

（警戒レベル４相当） 

※緊急速報メールを受信しましたら、防災行政無線、テレビ、ラジオ

等により市からの避難情報を確認し、各自安全を確保する等、適切

な防災行動をとってください。 

■問合 （洪水情報） 

県河川課 ☎０２８－６２３－２５５１ 

（土砂災害警戒情報） 

県砂防水資源課 ☎０２８－６２３－２４５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 ５月２１日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 社会福祉協議会烏山支所相談室（初音９－７） 

◇内容 相続、離婚、交通事故、不動産等の問題 

◇対象 市内在住者 

◇費用 無料 

◇申込 ４月２７日（月）～５月１日（金）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。 

※４月２９日（水・祝）は祝日のため、受け付けを行いません。 

※申し込み多数の場合は抽選となります。 

■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 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ５月２日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 興野集会所 

◇散策コース 「烏山の眺望を楽しむ」（歩行６ｋｍ程度） 

興野集会所 → 正光寺（地蔵菩薩像等） → 日枝神社（興野ささら

獅子舞奉納神社） → 平群山（見晴台） → 興野館跡 

◇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。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

■行事予定        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

４月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

向田地区グラウンド・ゴルフ大会 

烏山庁舎・保健福祉センター 

烏山運動公園 

１７ 金   

１８ 土   

１９ 日 【休日当番医】坂本ｸﾘﾆｯｸ（那珂川町） ☎0287-92-1166 

２０ 月   

２１ 火   

２２ 水   

２３ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

８か月児健診受付13:00～13:20 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

２４ 金 ３歳児健診受付13:00～13:20 保健福祉センター 

２５ 土   

２６ 日 【休日当番医】塩谷医院 ☎0287-88-2055 

２７ 月 １歳６か月児健診受付 13:00～13:20 保健福祉センター 

２８ 火 ４か月児健診受付13:00～13:20 保健福祉センター 

２９ 水 

昭和の日 

【休日当番医】滝田内科医院 

第１５回那須烏山市弓道大会 

 

☎0287-82-2544 

烏山弓道場 

３０ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

固定資産税第１期納期限・口座振替日  

烏山庁舎・保健福祉センター 

 

※乳幼児健診は、感染症予防対策に留意しながら実施予定です。対象

者へは別途連絡します。 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 


