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

 

栃木県－新型コロナ対策パーソナルサポート 
 県では、一人ひとりに合わせた新型コロナウイルス感染症に関する

情報発信のため、栃木県ＬＩＮＥ公式アカウント 

「栃木県－新型コロナ対策パーソナルサポート」 

を行っています。右記のＱＲコードを読み取り、 

栃木県ＬＩＮＥ公式アカウント「栃木県－新型コ 

ロナ対策パーソナルサポート」をＬＩＮＥで友だ 

ち登録してください。 

 また、「栃木県－新型コロナ対策パーソナルサポート」の機能として、

「とちまる安心通知」も行っています。施設やイベント等に掲示され

る「とちまる安心通知」のＱＲコードを利用者がＬＩＮＥで読み取る

ことで、利用した施設等の場所・日時が登録されます。後日、施設等

を利用した人に新型コロナウイルスの感染が判明した際に、必要に応

じて、同じ日・時間帯に同じ施設等を利用した人に、県から感染拡大

防止に向けたお知らせが通知されますので、多くの市民の皆様の利用

と事業者様の参加をお願いします。 

■問合 （栃木県－新型コロナ対策パーソナルサポートに関すること） 

    県健康増進課感染症対策室 ☎０２８－６２３－３９２０ 

    （とちまる安心通知に関すること） 

    県新型コロナウイルス施設・生活相談センター 

    ☎０２８－６２３－２８２６ 

 

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 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷病手当金の支給適用期間が延長されます 
 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により感染の疑いが

あり仕事を休業し、その間の給与等の全額または一部の支払いを受け

取ることができなくなった国民健康保険および後期高齢者医療保険に

加入している人に「傷病手当金」を支給します。 

なお、適用期間を１２月３１日（木）まで延長します。 

◇対象 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入し、給与等の

支払いを受けて雇用されている人 

◇支給要件 下記のすべての条件を満たす人 

・新型コロナウイルス感染症等の療養のため仕事を４日

以上休業した。 

・休業した期間に就業予定があり、勤務ができなかった

ため給与の全額または一部が支給されなかった。 

      ・休業する前の直近３か月間の勤務があり、会社等から

給与を受けていた。（複数の事業所に勤務でも可） 

◇適用期間 １月１日（水・祝）～１２月３１日（木）（入院が継続

する場合は、最長１年６か月） 

◇申請方法 世帯主用、被保険者用、事業主記入用、医療機関記入用

の４種類すべての申請書（下記備付）に必要事項を記入

し、下記あて提出する。 

※申請書は、市ホームページからも取得できます。 

※国民健康保険と後期高齢者保険で申請書の様式が異なりますので、

申請の際にはお間違えのないようご注意ください。 

※郵送で申請する場合は、各申請書に記載漏れがないか確認し、対象

者の保険証の写しおよび振込先の口座番号がわかる部分の写しを同

封してください。 

※支給の可否や支給額等詳細は、市ホームページを確認するか、下記

あてお問い合わせください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

令和２年産米における取組計画書等の 

追加・変更手続きの受付延長 
  新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、産地において需要に

応じた生産に向けた検討に時間を要する面が見られることを踏まえ、

令和２年に生産する飼料用米等の取組計画書等の追加・変更手続きの

受付期間を下記のとおり延長します。 

 ◇受付期間 ９月１８日（金）まで 

■問合 市農業再生協議会（農政課内） 

☎０２８７－８８－７１１７ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

9月21日 宮原八幡宮太々神楽 中止 
生涯学習課 

☎0287-88-6223 

10 月 12 日～ 
第１４回会長杯混合 

ソフトボール大会 
中止 

南那須ソフトボール協会 

(佐藤) ☎090-7007-7460 

10 月 24、25 日 那須烏山市文化祭 中止 
烏山公民館 

☎0287-83-1412 

11月14日 
第７回ソフトボール 

フェスティバル 
中止 

南那須ソフトボール協会 

(佐藤) ☎090-7007-7460 

令和２年９月１５日 Ｎｏ．３６０ 

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。） 

 

 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 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 
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新型コロナウイルス感染症に関する 

事業者向け支援策 
【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】 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が悪化している

市内の中小・小規模事業者、個人事業主の事業継続を支援するため、

国の持続化給付金の対象とならない事業者のうち、一定の要件を満た

す事業者に対し、応援金を支給します。 

◇対象 次の要件のうち、法人は「共通」「法人」に掲げるすべてに、

個人事業主は「共通」「個人事業主」に掲げるすべてに該当す

る事業者（農林漁業者を除く）。ただし、令和２年１月から応

援金申請までの期間に、売上が前年同月比５０％以上減少し

ている月がある等、国の持続化給付金の要件を満たしている

場合等は対象外となります。 

共通 

・令和２年３月までに開業し、申請時点で事業を行っ

ており、今後も事業継続する意思があること。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年

１月から９月までのいずれかの月の売上が、原則と

して前年同月比で２０％以上５０％未満減少してい

ること。（平成３１年１月～令和２年３月開業の場合

は特例あり） 

法人 

・市内に本社または本店等の主たる事業所を置いてい

ること。 

・資本金１０億円未満であること。 

個人事業主 
主に市内で事業を行っており、かつ、市内に住民登録

していること。 

◇支給上限額  

区分 法人 個人事業主 

売上減少率３０％以上５０％未満 ３０万円 １５万円 

売上減少率２０％以上３０％未満 ２０万円 １０万円 

◇支給額の算定方法 

前年度（※１）の総売上－対象月（※２）の売上×１２か月 

※１：法人にあっては直前の事業年度、個人にあっては平成３１年   

１月～令和元年１２月 

※２：令和２年において、原則として前年同月と比較して売上の減少

率が最も大きい当該月 

【那須烏山市雇用調整助成金等活用促進交付金】 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀な

くされ、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金を活用して、労働

者の雇用の維持を図ろうとする市内の中小企業者に対し、交付金を交

付します。 

◇対象 次の要件のうち、法人は「共通」「法人」に掲げるすべてに、

個人事業主は「共通」「個人事業主」に掲げるすべてに該当す

る事業者 

共通 

・中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者

であること。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年

４月１日以降に、雇用調整助成金または緊急雇用安

定助成金の支給申請を行っていること。 

法人 
市内に本社または本店等の主たる事業所を置いている

こと。 

個人事業主 
主に市内で事業を行っており、かつ、市内に住民登録

していること。 

◇交付額 １事業者あたり１０万円（１回限り） 

【共通事項】 
◇申請方法 １０月１５日（木）までに申請書等（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、

下記あて郵送で申し込む。（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 

■雇用・就職等      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

こども課会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 採用日～令和３年３月３１日 

◇募集内容 

職種 保育士 

人数 １名程度 

業務内容 

市立保育園の学級経営、保育業務 

原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

※勤務時間の違いや土曜日勤務があります。 

給料 

（報酬） 

時給１，１８０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 保育士資格 

◇試験日 １０月中旬予定 ※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 ９月３０日（水）までに履歴書（写真貼付、白黒可）に

資格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９月３０日（水）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、市ホームページ掲載の「保育士の募集案内」を確認するか、

電話等で下記あてお問い合わせください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

■市営住宅・環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇神長住宅（神長７５２－１） 

３０１号室 

（１戸） 

間取り 
和室２間、台所、浴室（浴槽は要持込）、 

水洗トイレ 

家賃 月額５，２００円～７，８００円 

◇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 ９月１５日（火）～３０日（水） 

◇受付場所 都市建設課（南那須庁舎） 

※入居は、１１月1日（日）頃の予定です。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

環境衛生週間 
 国では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行日である９月

２４日「清掃の日」から「浄化槽法」の施行日である１０月１日「浄

化槽の日」までの期間を、「環境衛生週間」としています。 

◇統一標語 

ごみ減量 みんなで進める リサイクル －ゴミゼロ型社会をめざして－ 

◇統一日 

９月２４日「清掃の日」・１０月１日「浄化槽の日」 

※期間中、ごみの減量化やリサイクルの推進と浄化槽の適正な管理の

推進に努めましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７ー８３ー１１２０ 
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■選挙・マイナンバー 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１８歳から３０歳代の 

期日前投票立会人を募集しています！ 
 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、

投票する人が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、申し込みを受付しています。（登録制） 

◇日時 期日前投票期間中の１日から数日 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 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

マイナンバーカードの申請はお早めに 

◇マイナンバーカード（個人番号カード）とは 

公的機関発行のマイナンバーを証明するカードです。運転免許証と

同様に顔写真付きの本人確認書類として利用できます。 

◇マイナポイントとは 

マイナンバーカードにクレジットカードや電子マネー、ＱＲコード 

決済等のキャッシュレス決済サービスを紐付けし、チャージやお買 

い物をすると、上限５，０００円分のマイナポイントが付与されます。 

◇健康保険証との連携 

令和３年３月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用で

きるサービスが始まります。（利用には事前登録が必要です） 

◇電子証明書更新 

マイナンバーカードを持っている人で電子証明書更新の案内が届い

た人は、市民課あて電話予約のうえ来庁してください。 

※手続きの内容により、手続きできる時間が異なりますので、事前に

電話で下記あてお問い合わせください。 

※マイナンバーカードの申請から取得までは１か月程度かかりますの

で、申請はお早めにお願いします。 

■問合 （マイナポイントに関すること） 

総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

（マイナンバーカードの申請に関すること） 

市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

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

 

戦没者追悼式は中止します 
１０月１６日（金）に開催予定の市戦没者追悼式は、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大を鑑み、参列いただく皆様の健康・安全面を

考慮し中止します。なお、当日は彰徳神社（中央公園内）や英霊殿（南

大和久９８４）を参拝することができます。 

また、今後も先の大戦の記憶を風化させることのないよう、戦争の

悲惨さを後世に継承し、恒久的な平和の実現に引き続き取り組みます

ので、ご理解いただけますようお願いします。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

    ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

避難行動要支援者名簿を作成します 
 市では、自ら避難することが困難な人を対象に避難行動要支援者名

簿を作成します。名簿の情報を平常時から関係機関で共有することで、

災害時に支援を受けやすくなります。 

◇対象等 

対象 意向調査（登録方法） 

６５歳以上の人のみで構成される世帯

（ひとり暮らしの高齢者を含む） 

民生委員が訪問し、登録の希望に

ついて意思確認をします。 

・身体障がい者（身体障害者手帳１・

２級を持っている人） 

・知的障がい者（療育手帳Ａ１・Ａ２

を持っている人） 

・精神障がい者（精神障害者保健福祉

手帳１級を持っている人） 

・介護保険の要介護３以上の認定を受

けた人 

郵送で、登録の希望について意思

確認をします。 

指定難病患者（特定医療費を受給して

いる人） 

市で確認しますので、手続きする

必要はありません。 

上記の他、災害時に自ら避難すること

が困難な人 

申込書（下記備付および市ホーム

ページ掲載）に必要事項を記入し、

下記あて申し込んでください。 

※関係機関で名簿登録の意思を確認することがあります。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

特定健診・がん検診等日程 
◇日程 

期日 場所 受付時間 

１０月４日（日） 

【予約者の日】 

◎婦人検診等あり 

※締め切り済 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

１０月７日（水） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

１０月９日（金） 

【予約者の日】 

◎婦人検診等あり 

烏山体育館 

（中央２－１３－１２） 

１０月１６日（金） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

※１０月４日（日）保健福祉センターは定員に達したため、新規申し

込みは締め切りました。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※番号札は、受付開始時間１０分前から配布しますが、新型コロナウ

イルス感染症対策のため、受付時間が異なる場合があります。 

※申込者には健診実施日の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等を送付します。 

※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券を持参してください。 

※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 
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オレンジクラブ（家族介護教室）の開催 
毎日の介護、先の見えない介護で行き詰まることはありませんか？

そんなときにはオレンジクラブに参加してみませんか！ 

◇日時 ９月２４日（木）午前１０時～１１時 

◇場所 保健福祉センター小会議室 

◇内容 布マスク作り（お茶を飲みながら楽しく作りましょう） 

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇持物 裁縫セット、生地 

◇申込 ９月２３日（水）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 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

妊婦・産後ママサロン「自力整体」 
からだのバランスを整え、腰痛やむくみを予防しましょう。 

◇日時 １０月１３日（火） 

受付：午前９時４０分～１０時 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 自力整体 

◇対象 市内在住の安定期に入った健康な妊婦および市内在住の産後

１か月以上産後１年６か月未満の人 先着１０名 

※託児を希望する人は、申込時にご相談ください。 

※妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇持物 動きやすい服装、飲物、母子健康手帳、託児を希望する人は

おむつやミルク等のおでかけセット 

◇申込 １０月６日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

こどもインフルエンザ予防接種 
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、積極的に予防接種を受けましょう。 

◇対象 市に住所を有する１歳～中学３年生 

※年齢基準日は接種日当日 

◇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月中旬までに接種することをお勧めします。 

◇助成金額 １回 ２，０００円 

※１３歳未満が２回接種する場合には、２回分の助成が出ます。 

◇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回あたり２，０００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、こども課（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支払った後、こども課窓口へ申請するこ

とで、１回につき上限２，０００円を助成します。 

◇申請期間 接種日～令和３年２月２６日（金） 

◇申請場所 こども課（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） 

・接種したお子さんの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可） 

・接種したお子さんの母子健康手帳または健康保険証 

◇注意事項 

・望ましい接種回数は、１３歳未満は２回、１３歳以上は１回です。 

・同一家族に接種を受けたお子さんが数名いる場合は、まとめて申

請してください。 

・事前に医療機関へ予約し、相談のうえ、接種してください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

１０月１日からロタウイルスワクチンが 

定期予防接種になります 
お子さんの生年月日により、定期接種または任意接種になります。

対象が異なりますのでご注意ください。 

◇対象 ８月１日以降に生まれた０歳児 

◇ワクチン種類等  

ワクチン名 接種回数 接種時期 

ロタリックス ２回 出生６週から２４週０日まで 

ロタテック ３回 出生６週から３２週０日まで 

※２種類あります。医療機関によって扱うワクチンが異なります。 

※１回目は、出生１４週６日までに接種してください。 

◇協力医療機関 

医療機関名 連絡先 所在地 
取り扱うワクチン 

ﾛﾀﾘｯｸｽ ﾛﾀﾃｯｸ 

阿久津クリニック 83-2021 金井2-1-6  〇 

近藤クリニック 83-2250 野上637-2 〇 〇 

七合診療所 82-2781 中山137-1 〇  

那須南病院 84-3911 中央3-2-13 〇 〇 

林田医院 88-2056 大金212-4 〇 〇 

※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（栃

木県内定期予防接種相互乗り入れ事業）で確認するか、下記あてお

問い合わせください。 

◇接種費用 上記対象者が１０月１日以降に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。 

※対象となるお子さんへの周知は、接種案内や予診票を順次、出生届

後の窓口や赤ちゃん訪問時等でご案内します。案内等が届かない場

合は下記あてご連絡ください。 

◇注意事項 

事前に医療機関へ予約し、相談のうえ、接種してください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

ロタウイルス予防接種（任意）費用助成 
◇対象 ４月２日～７月３１日の間に生まれた０歳児 

◇接種期間 令和３年３月３１日（水）まで 

◇申請期間 令和３年３月３１日（水）まで 

※令和３年３月下旬に接種する場合、申請期間が短いのでご注意くだ

さい。 

◇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 出生６週から２４週０日まで 

ロタテック ３回 １０，０００円 出生６週から３２週０日まで 

※２種類あります。医療機関によって扱うワクチンが異なります。 

※１回目は、出生１４週６日までに接種してください。 

◇協力医療機関 

医療機関名 連絡先 所在地 

阿久津クリニック 83-2021 金井2-1-6 

那須南病院 84-3911 中央3-2-13 

七合診療所 82-2781 中山137-1 

※上記の協力医療機関以外で接種した場合は費用助成の対象外です。 

◇申請時の持物 

領収書（受けた回数分）、予診票（控え）、母子健康手帳、通帳等振

込先が分かるもの、印かん（スタンプ式以外） 

◇助成方法 医療機関窓口で接種費用を負担し、必要書類を添付のう

え、下記窓口に申請してください。 

※接種が２回もしくは３回終了した時点で申請してください。 

◇注意事項 

事前に医療機関へ予約し、相談のうえ、接種してください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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令和３年度 保育園入園児童募集 
◇保育園 

園名 開園時間・預かり年齢 

にこにこ保育園（公立） 

岩子１５２－１ 

☎０２８７－８８－５２５２ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

すくすく保育園（公立） 

野上７０３ 

☎０２８７－８２－２３５９ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

烏山保育園（私立） 

中央２－３－２５ 

☎０２８７－８２－３３７２ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時３０分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ２か月～ 

◇認定こども園（保育園部分） 

認定こども園 

烏山みどり幼稚園（私立） 

金井１－５－１６ 

☎０２８７－８２－３０８９ 

平日：午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ８か月～ 

認定こども園 

烏山聖マリア幼稚園（私立） 

南１－９－１９ 

☎０２８７－８２－３３５７ 

平日：午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ８か月～ 

◇地域型保育 

みらいのKaze保育園（私立） 

滝田１７７２－１ 

☎０２８７－８２－７３７６ 

平日：午前６時３０分～午後１０時３０分 

土曜：午前６時３０分～午後１０時３０分 

・預かり年齢 ３か月～２歳児 

ゆうゆうランド 

那須烏山園（私立） 

南大和久４７３－２４ 

☎０２８７－８３－８６００ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ５か月～２歳児 

キッズランドあさひ（私立） 

宮原４５２ 

☎０２８７－８２－７３３３ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ２か月～２歳児 

こうのやま保育園（私立） 

鴻野山２１２－１２ 

☎０２８７－８２－７８００ 

平日：午前７時３０分～午後７時 

土曜：午前７時３０分～午後７時 

・預かり年齢 ８か月～２歳児 

あいのわ保育園（私立） 

三箇地内 

平日：未定 

土曜：未定 

・預かり年齢 未定～２歳児 

◇入園基準 児童の保護者および同居の親族が家庭外・家庭内労働、

出産、疾病、病人等の看護・介護、災害等により保育の

必要性が認められる場合に限ります。 

◇保育料 児童の年齢と、保護者等の市民税の課税状況により決定し

ます。同一世帯から２人以上の児童が同時に保育園・幼稚

園・認定こども園等へ入園する場合、第３子以降の児童の

場合は減免措置があります。 

◇申込 １０月１日（木）～３０日（金）に、申込書を下記あて提出

する。仕事の都合等で市外の保育施設へ入園を希望する場合

も同様です。なお、受け付けは、平日の午前８時３０分～午

後５時１５分（木曜日のみ午後７時）です。 

※申込書は下記および各保育施設に備え付けています。ただし、仕事

の都合等で市外の保育施設へ入園を希望する場合は、こども課のみ

で配布します。 

※申込状況により希望する園に入園できない場合があります。 

※入所内定（不承諾）通知書は令和３年２月上旬に送付予定です。 

※不明な点や入所相談は、受付期間中に下記あてお問い合わせください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

令和３年度 市立つくし幼稚園園児募集 
◇募集 市内在住の幼児 

・３歳児（平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生）３５名 

・４歳児（平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生）若干名 

・５歳児（平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生）若干名 

◇時間 午前９時～午後２時（休園：土・日曜日および祝日） 

◇保育料 無料 

◇諸経費 運動着代・新学期用品代・保護者会費・給食費・おやつ代等 

◇園児送迎 保護者対応が原則です。 

※希望者は可能な範囲で通園バス（有料）が利用できます。 

◇預かり保育 午後２時～５時（有料） 

※夏休み等長期休業期間も利用できます。 

※市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は無料です。 

◇願書等受付 １０月１日（木）～１６日（金）に①入園願書、②調

査書、③支給認定申請書、④生活状況調査、⑤入園希

望児の住民票抄本を下記あて提出する。 

受付時間は、平日の午前１０時～午後４時です。 

※①～④は下記備付または市ホームページからも取得できます。 

※⑤は市民課（烏山庁舎・南那須庁舎）で取得してください。（有料） 

※願書提出の際は、入園を希望する幼児の面接を行いますので、必ず

一緒にお越しください。 

※不明な点がありましたら、下記あてお問い合わせください。 

■問合 つくし幼稚園 ☎０２８７－８８－２１３１ 

 

子育て支援「１０月の移動出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時３０分～午後１時３０分 

◇場所 旧向田小学校（向田２１８７） 

◇内容 手遊び、親子体操等で子育て支援員と一緒に遊びましょう！ 

※内容は、市ホームページでも確認できます。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 

◇申込 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、同時に利用できる人数は 

３組程度とし、利用時間は1組1時間程度とします。 

※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。 

※室内での飲食はご遠慮ください。（ただし、水分補給のための飲料は

可能です） 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

ひまわりきっず「消防署見学」 
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 ９月３０日（水）午前１０時～１１時３０分 ※雨天決行 

受付：午前９時４５分～ 

◇場所 那須烏山消防署（神長８８０－１） ※現地集合 

◇内容 救急車やレスキュー隊の訓練を見学しよう！ 

◇対象 市内在住の２歳以上の未就園児と保護者 

◇定員 先着６組 

◇費用 １組１００円（保険料等） 

◇申込 ９月１９日（土）までに電話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。 

※こども館は、月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

■図書館・学校教育 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

押し花カトレア会作品展示 
◇期間 ９月２６日（土）まで  

※図書館休館日（月曜日）を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 カトレア会（小林） ☎０２８７－８３－２００３ 
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小・中学校 土曜授業の実施 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施した臨時休業

により減少した授業時数を補うため、各小・中学校で土曜授業を行い

ます。なお、実施日や学習内容は各校の計画に従って行います。 

◇期間 ９月～令和３年２月 

◇対象 小学６年生および中学３年生 

■問合 学校教育課指導支援グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

■男女共同参画      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

男女共同参画に関する講座の受講費用補助 
 市では、パルティ（とちぎ男女共同参画センター）または（公財）

とちぎ男女共同参画財団が主催する講座の受講費用（教材費・材料費

は除く）に対して、５，０００円を上限に補助します。講座の受講が

決まりましたら、下記あてご相談ください。 

◇対象講座（受講費用がある講座の一例） 

講座名 内容等 

イライラを笑顔に変える 

アンガーマネジメント講座 

日時 
１２月１２日（土） 

午前１０時～午後３時 

費用 ２，０００円 

仕事に生かす！ 

アドラー心理学講座 

日時 
令和３年１月１６日（土） 

午前１０時～午後３時 

費用 ２，０００円 

男の料理教室（全３回） 
日時 

１０月２４日（土） 

１１月２８日（土） 

１２月１２日（土） 

午前１０時～午後２時 

費用 １，５００円 

ポジティブ・ディシプリン講座 

～がんばりすぎない前向きな子

育て～（全２回） 

日時 
１０月２１日（水）、２８日（水） 

午前１０時～正午 

費用 １，０００円 

※各講座とも定員があり、事前申し込みが必要です。詳細は、市役所

および保健福祉センター等の窓口に設置している講座案内またはパ

ルティホームページ（http://www.parti.jp/）をご確認ください。 

◇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） 

    ☎０２８－６６５－８３２３ 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※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。 
 

公民館講座「パン作りを楽しもう」参加者募集 
◇日時 １０月２３日（金）午前９時～正午 

◇場所 烏山南公民館調理室 

◇内容 パン作り 

◇講師 鈴木眞樹子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１２名 

◇費用 ８００円程度（材料費実費） 

◇持物 三角巾、エプロン、マスク、キッチン手袋、大きめの箱等パ

ンを持ち帰る入れ物（焼きたてなのでビニール袋は不可） 

◇申込 ９月１９日（土）～１０月３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。 

※９月２０日（日）～２２日（火・祝）は、事務室休業日です。 

※この講座は「なすから健康マイレージ事業」対象事業です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

公民館講座「アロマ講座」参加者募集 
◇日時 ①１１月７日（土）、②２月６日（土） 

※時間はすべて午前１０時～１１時３０分です。 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 ①ハンドクリーム作り、②花粉症対策スプレー作り 

◇講師 アロマテラピーアドバイザー 泉史江 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１３名 

◇費用 各回１，０００円程度（材料費実費） 

◇持物 マスク、筆記用具、タオル 

◇申込 ９月１９日（土）～１０月３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。 

※９月２０日（日）～２２日（火・祝）は、事務室休業日です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■交通安全・防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

秋の交通安全県民総ぐるみ運動 
 県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの順守と

交通マナーの実践を習慣付けて交通事故防止の徹底を図ることを目的

として実施されます。 

◇運動の期間 ９月２１日（月・祝）～３０日（水）の１０日間 

◇運動の重点 

 【全国重点】 
①子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保 

②高齢運転者等の安全運転の励行 

③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止 

 【栃木県重点】 
 ①「子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動」の推進 

 ②「夜間走行中の原則ハイビーム」の徹底 

◇統一行動日 

９月２３日（水）「子どもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化の

日、「「止まってくれない！栃木県」からの脱却」

強化の日 

９月２５日（金）「飲酒運転根絶・原則ハイビームの徹底」強化の日 

９月３０日（水）交通事故死ゼロを目指す日（全国統一） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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 

 

 

 

 

 
※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。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 
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市内の郵便番号を登録した地上デジタル放送対応テレビで、 
▶市からのお知らせ ▶イベント情報 ▶各種事業等 
の情報を見ることができます。 
チャンネルを「とちぎテレビ」に合わせ、 
リモコンの「ｄボタン」を押すと情報画面 
に切り替わります。 
※災害発生時にも順次情報が流れます。 
（総合政策課広報広聴グループ ☎0287-83-1112） 
 

 

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 

 

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、「緊急速報メール」の配信をしています。 

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。 

【県内の雨量情報・河川水位情報・土砂災害警戒情報】 
次のウェブサイトから、河川の水位情報や土砂災害の危険性が高い

エリアを確認できます。 

サイト名 ＵＲＬ ＱＲコード 

とちぎリアルタイム

雨量河川水位情報 
http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/ 

 

とちぎ土砂災害警戒

情報 

http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/ 

dosya_keikai/ 

 

川の防災情報 http://www.river.go.jp 

 

川の水位情報 https://k.river.go.jp 

 

■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 

 

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

 

毒キノコに要注意！ 
夏の気温が高く、その後の適度な降雨があり、朝晩の気温が低下す

ると、多くのキノコが発生すると考えられています。また、毎年、有

毒キノコを原因とする食中毒が発生していますので、食用のキノコと

確実に判断できないものは、絶対に採らない、食べない、売らない、

人にあげないようにしてください。なお、キノコを食べて体調が悪く

なったら、すぐに医師の診察を受けてください。 

■問合 県生活衛生課 ☎０２８－６２３－３１０９ 

市婦人会 

お月見お楽しみセットを配布します 
家庭でお団子等を作って、お月見を楽しみませんか。 

◇期間 １０月３日（土）まで（時間：午前９時～午後４時３０分） 

◇配布場所 こども館 

※９月２１日（月・祝）、２２日（火・祝）、２８日（月）は休館日です。 

※入館して遊ばなくても、お渡しできます。 

◇内容 お団子のレシピ、折り紙、手作りマスク等  

◇対象 市内在住のお子さんのいる家族 先着２０セット 

◇費用 無料 

■問合 市婦人会（柳田） ☎０９０－６１９４－３５３６ 

 

病院ボランティア活動にご協力ください 
「南那須地域医療を守る会」では、那須南病院へのボランティア活

動の一環として、毎年病院周辺の草むしり、清掃活動を実施していま

す。一緒に作業のできる人は、ぜひ、ご協力ください。 

◇日時 １０月４日（日）午前７時～１時間程度 ※小雨決行 

◇場所 那須南病院正面玄関前集合 

◇持物 作業のできる服装、草刈り鎌等がある場合はご持参ください。 

◇申込 事前申し込みは不要です。直接お越しください。 

※当会の活動は、会員の会費で支えられています。随時会員を募集し

ていますので、ぜひ、会員になって活動をご支援ください。（年会費：

１，０００円） 

■問合 南那須地域医療を守る会（城所） 

☎０９０－３５４４－０４１４ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 １０月３日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 龍門の滝駐車場 

◇散策コース 「江川を歩く」（歩行７ｋｍ程度） 

龍門の滝 → 滝駅 → 江川の堤防上の路 → 月次 → 加茂神社  

→ 神長 

◇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。感染症

対策のため、検温する等、健康状態を確認してからご参加ください。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

ＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）の 

適正管理について 
 令和元年東日本台風（台風第１９号）による災害で、河川沿いの水

路に大量のＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）が流れ込み、現在も

放置されたままの場所があります。 

撤去するには高額な費用がかかるため、水稲の営農再開に向けて大

きな問題となっています。 

 これから台風シーズンを迎えるにあたり、河川沿いでのＷＣＳの保

管については、浸水の恐れのある農地等は避けて、高台等での保管を

お願いします。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ととちちぎぎテテレレビビののデデーータタ放放送送ををごご覧覧くくだだささいい   

       ｄボタン    
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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 

 

困ったら一人で悩まず行政相談（行政相談週間） 
 総務大臣から委嘱をうけた行政相談委員が、行政に対する苦情や要

望を受け、関係機関への通知等を行っています。秘密は厳守されます

ので、安心してご相談ください。 

◇相談実施日等（時間はすべて午前９時～正午です。） 

区分 日時 場所 行政相談委員 

第１水曜日 １０月７日 社会福祉センター 萩原 宣子 

第３水曜日 １０月２１日 保健福祉センター 赤羽 幸雄 

第４水曜日 １０月２８日 市役所烏山庁舎 
萩原 宣子 

樋山  隆 

※毎月第１、第３水曜日は「心配ごと相談」と同時開催しています。 

※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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 内容等 ＱＲコード等 

アプリ マチイロ 

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
てください。 

 
 
 
https://machiiro.town/ 

T O C H I G I ebooks 

（栃木イーブックス） 

栃木県の電子書籍を無料
で閲覧できる地域特化型
電子書籍ポータルサイト
です。 

 
 
 
https://www.tochigi 

-ebooks.jp/ 

マイ広報紙 
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/ 

◇広報お知らせ版 

名称 内容等 ＱＲコード等 

メールマガジン 
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 

 

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 

文化財関連情報発信中 
 インスタグラム（https://www.instagram.com/nasukaru6224）で、

烏山城・ジオパーク構想・烏山の山あげ行事・その 

他文化財に関することを中心に、情報発信していま 

す。ぜひ、ご覧ください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

那須烏山ジオパーク構想 

特設ホームページで情報発信中 
 那須烏山ジオパーク構想に関するイベント情報やジオサイトの情報

等を、特設ホームページ（http://nasukara-geo.jp） 

で紹介しています。ぜひ、ご覧ください。 

■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

９月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 水 
心配ごと相談 

押し花カトレア会作品展示（～２６日） 

保健福祉センター 

南那須図書館 

１７ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター  

１８ 金   

１９ 土   

２０ 日 【休日当番医】高野病院（那珂川町） ☎0287-92-2520 

２１ 月 

敬老の日 

【休日当番医】南那須青木医院 

秋の交通安全県民総ぐるみ運動（～30 日）  

 

☎0287-88-6211 

 

２２ 火 
秋分の日 

【休日当番医】阿久津クリニック 

 

☎0287-83-2021 

２３ 水 

行政相談 

特定健診・がん検診 

５歳児相談受付9：30～ 

８か月児健診受付13：00～ 

烏山庁舎 

烏山体育館 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２４ 木 
窓口延長業務（～19：00） 

離乳食相談（予約制） 

烏山庁舎・保健福祉センター  

保健福祉センター 

２５ 金 
２歳児相談受付9：30～ 

３歳児健診受付13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２６ 土   

２７ 日 【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） ☎0287-92-2034 

２８ 月 
１歳児相談受付9：30～ 

１歳６か月児健診受付13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２９ 火 
２歳６か月児相談受付9：30～ 

４か月児健診受付13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

３０ 水 

国民健康保険税第３期、介護保険

料第３期、後期高齢者医療保険料

第３期納期限・口座振替日 

 

 


