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安心な暮らしをサポート！ 
三井住友海上代理店 

(有)しおや保険事務所 
◇損害保険：自動車・自賠責・火災（地震） 
◇生命保険：新総合収入保障・新医療・積立 
◆お問合せ 〒321－0526 那須烏山市田野倉３８３ 

  ＴＥＬ：０２８７－８８－９８７０ 
ＦＡＸ：０２８７－８８－０２３４ 

 

「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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

特別定額給付金 

５月１５日（金）に特別定額給付金の申請書を、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（世帯主）に郵

送しました。申請期限は８月１９日（水）までとなっていますので、

忘れずに申請してください。また、申請する際には、申請書および添

付書類の添付漏れがないか確認をお願いします。 

なお、給付対象となっているにもかかわらず、申請書が届いていな

い場合は、下記あてお問い合わせください。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインまた

は郵送での申請にご協力ください。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

窓口延長業務（午後５時１５分～７時）を 

再開します 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、毎週木曜日の窓

口延長業務（午後５時１５分～７時）を一時休止していましたが、  

６月４日（木）から再開します。市民の皆様にはご不便をおかけしま

して、大変申し訳ありませんでした。 

また、取り扱い業務は限られますので、事前に各担当課あてお問い

合わせください。 

なお、今後の状況により、休止となる場合がありますので、ご理解

とご協力をお願いします。 

■問合 市民課 ☎０２８７－８３－１１１６ 

税務課 ☎０２８７－８３－１１１４ 

会計課 ☎０２８７－８３－１１１９ 

健康福祉課 ☎０２８７－８８－７１１５ 

こども課 ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

業種別ガイドライン（事業者向け） 
 新型コロナウイルス感染症の今後の対応について、業種ごとの感染 

拡大予防ガイドラインが内閣官房ホームページ（https://corona.go.jp/） 

で公開されています。事業者の皆様は、ガイドラインを踏まえ、職場

における感染拡大予防のための適切な取組にご協力をお願いします。 

■問合 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

☎０３－５２５３－２１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

6月1日 
ファミリー記念 
混合ソフトボール大会 

延期 
市体協ソフトボール部 
(佐藤) ☎090-7007-7460 

6月3日 
第43回 
壮年ソフトボール大会 

中止 
市体協ソフトボール部 
(吉原) ☎0287-84-3364 

6月4日 
烏山支部 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ愛好会大会 

延期 
市体協ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ部 
(永山) ☎0287-82-3189 

6月6日 
ジオパーク構想教室⑰ 
「栃木の民間信仰について」 

延期 
生涯学習課 
☎0287-88-6223 

6月7日 
14日 

狂犬病予防集合注射 
※動物病院での接種をお願
いします。 

中止 
まちづくり課 
☎0287-83-1120 

6月15日 
第9回 
実年ソフトボール交流大会 

中止 
市体協ソフトボール部 
(吉原) ☎0287-84-3364 

6月24日 行政相談 中止 
総合政策課 
☎0287-83-1112 

令和２年６月１日 Ｎｏ．３５３ 

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。） 

 

 

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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■特別弔慰金       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第十一回特別弔慰金の請求手続き（予約制） 
◇対象 戦没者等の死亡当時の遺族で、令和２年４月１日（基準日）

において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法

による遺族年金等を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がいない場

合に、次の順番による先順位のご遺族１人に支給します。 

（１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による

弔慰金の受給権を取得した人 

（２）戦没者等の子 

（３）戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件

により、①～④の順番が入れ替わります。 

（４）上記（１）～（３）以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、

姪等） 

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有し

ていた人に限ります。 

◇内容 額面２５万円、５年償還の記名国債 

◇請求期限 令和５年３月３１日（金）まで 

◇請求窓口  

 ①健康福祉課（田野倉８５－１） 

６月１日（月）から受付を開始します。 

ただし、次の②の期間中は健康福祉課では受け付けできません。 

②烏山庁舎市民室（中央１－１－１） 

  ６月１７日（水）、１８日（木）、１９日（金） 

  ７月１５日（水）、１６日（木）、１７日（金） 

※受付時間は、①②ともに午前９時～午後４時です。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、受付は、①②ともに予約制

で行います。必ず前日までに下記あて予約をしてから来庁してくだ

さい。また、体調に不安がある人や急ぎでない人は、状況が落ち着

いてからの手続きをご検討ください。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

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 ６月下旬予定 ※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 ６月１２日（金）までに履歴書（写真貼付、白黒可）お

よび資格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６月１２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 

■国保 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

集団健診には受診券をご持参ください 
 令和２年度特定健康診査（集団健診）の対象者に受診券を郵送しま

した。集団健診受診の際には受診券が必要となりますので、必ず持参

してください。 

なお、人間ドックまたは脳ドックを受診する人は、集団健診と重複

して受診することはできませんのでご注意ください。 

※受診券は国民健康保険の加入者はクリーム色、後期高齢者医療保険

の加入者はピンク色です。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

個別健康診査（７５歳以上の人） 
 後期高齢者医療保険に加入する人（７５歳以上の人および６５歳以

上で一定の障がいがある人を含む。）の個別健康診査を、市内の医療機

関（一部を除く。）において無料で実施します。 

 対象者には受診券（ピンク色）を郵送しましたので、受診の際には

必ず受診券を持参してください。 

◇実施期間 ６月1日（月）～９月３０日（水） 

※日曜日・祝日および医療機関の休診日を除く。 

◇実施場所 市内医療機関 

※受診券は市の特定健康診査（集団健診）の受診券と兼用になります

ので、どちらかを選択して受診してください。重複して受診するこ

とはできません。 

※人間（脳）ドックを受診する人は、健康診査の対象ではありません

のでご注意ください。 

◇持物 後期高齢者医療被保険者証、郵送された受診券（ピンク色） 

※詳細は、受診券をご覧ください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月１日～７日は水道週間 

「飲み水を 未来につなごう ぼくたちで」 
◇給水装置はあなたの財産 

  水道本管から分かれて、家庭の蛇口まで引き込まれた給水管や給

湯設備等は、あなたの財産です。 

漏水や器具に故障がないか等、維持管理をお願いします。 

◇古くなった水道管は取り替えましょう 

家庭に引き込まれた給水管は、永久には使用できません。老朽化

はサビや漏水の原因となりますので、新しい管に取り替えましょう。 

◇引越するときは、届出をしましょう 

  転入・転出・転居するときは、「水道・下水道等使用異動届」を、

水道を止める日の２～３日前までに下記あて提出してください｡ 

◇悪質な商法にご用心 

  水道事業者になりすまして、給水管洗浄・給水器具点検等と称し

高額な代金を請求する悪質商法が増えていますのでご注意ください。 

◇クロスコネクション（誤接合）は絶対ダメ 

水道管と自家水（井戸水等）との接続は水道水の汚染の原因とな

りますので禁止されています。 

◇水道料金の現金支払いは、納期限内に必ず納付書持参で 

現金支払いの際は納付書を持参し、市役所、各金融機関窓口（ゆ

うちょ銀行を含む。）、またはコンビニで納入できます。  

◇地下漏水による水道料金の減免 

  地下漏水を市指定工事業者で修理した場合、申請により水道料金

が減額されます｡市指定工事業者の修理証明を添付し、「水道事業納

付金減免申請書」を下記あて提出してください｡ 

※漏水量の１０分の７が減免されます｡（１年に１回限り。） 

■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 
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漏水調査の実施 
水道水の有収率向上と水道施設保全のため、漏水調査を行っていま

す。私有地への立ち入りに、ご理解とご協力をお願いします。 

◇期間 ６月８日（月）～令和３年２月２６日（金） 

◇地区 向田落合地区・南那須地区 

◇内容 道路に埋設されている水道本管から個人宅のメーターまでの

給水管の調査 

※身分証明書を携帯した調査員が腕章をつけて調査します。 

※漏水が発見された場合には修繕工事を行いますので、ご協力をお願

いします。 

◇調査業者 （株）伊藤ライニング ☎０２８－６８４－２５１１ 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

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

 

敬老会 開催自粛をお願いします 
 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、市民の

健康・安全面を考慮し、各自治会に対して敬老会の開催自粛の要請を

行いました。 

敬老会への参加を予定している皆さんにはご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

自立支援医療受給者証（更生医療）の 

継続手続きの臨時的な取り扱い 
 新型コロナウイルス感染症への対応のため、受給者証の有効期間が

１年間延長になります。 

◇対象  令和２年３月１日から令和３年２月２８日までに受給者証の

有効期間が満了する人 

※継続更新の手続きは必要ありません。訂正を希望する人は、下記あ

て受給者証を持参してください。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

自立支援医療受給者証（精神通院）の 

継続手続きの臨時的な取り扱い 
 新型コロナウイルス感染症への対応のため、受給者証の有効期間が

１年間延長になります。 

◇対象 令和２年３月１日から令和３年２月２８日までに受給者証の

有効期間が満了する人 

※継続更新の手続きは必要ありません。訂正を希望する人は、下記あ

て受給者証を持参してください。 

※精神障害者保健福祉手帳と同時に継続申請をする場合は、継続申請

が必要となります。 

■問合 健康福祉課社会福祉グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

精神障害者保健福祉手帳の 

更新手続きに係る診断書提出の猶予 
 新型コロナウイルス感染症への対応のため、更新手続きで診断書の

取得が困難な場合は、診断書の提出が１年間猶予されます。 

◇対象 令和２年３月１日から令和３年２月２８日までに手帳の有効

期間が満了する人で診断書の取得が困難な人 

◇手続き 診断書の提出以外の更新手続きは従前どおり必要となりま

す。猶予期間の１年以内に下記あて診断書を提出してくだ

さい。 

※自立支援医療（精神通院）と同時に継続申請をする場合は、自立支

援医療（精神通院）の手続きも必要となります。（医師の診断書以外

の書類を提出してください。） 

■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 
中止していた集団健康診査等を下記のとおり実施します。 

◇日程 

期日 場所 受付時間 

６月８日（月） 

※締め切り済み 

烏山体育館【女性の日】 

◎婦人検診等あり 

（中央2-13-12） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

（受付時間が異なる

場合があります。） 

６月１２日（金） 

※締め切り済み 

興野集会所 

（興野965） 

６月１７日（水） 
野上体育館 

（野上703） 

６月２１日（日） 

烏山体育館【予約者の日】 

◎婦人検診等あり 

（中央2-13-12） 

６月２２日（月） 
烏山体育館 

（中央2-13-12） 

６月２５日（木） 

※締め切り済み 

保健福祉センター 

（田野倉85-1） 

※６月８日（月）烏山体育館、６月１２日（金）興野集会所、６月    

２５日（木）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、マスクを着用のうえお越しください。 

※番号札は、受付開始時間３０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、特定健診受診券をご持参ください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止に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 

 

介護予防事業の再開 
 ５月末まで休止していた介護予防事業は、７月から順次再開します。

再開については、６月中に各団体あて連絡・調整します。 

◇再開対象事業 

 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）、脳元気教室 

※実施する事業は、３密（密閉・密集・密接）を避け、新型コロナウ

イルス感染症対策が十分に行えると判断したものに限ります。また、

今後の状況により、再度休止することもありますのでご理解をお願

いします。 

※再開までの間、散歩や家でできる体操や電話での交流等、介護予防

の取り組みの継続にご協力をお願いします。また、熱中症予防のた

めに水分補給をこまめに行いましょう。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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 ６月２６日（金）午前１０時～１１時 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、時間を短縮し、感染予防に

十分配慮して開催します。 

◇場所 保健福祉センター小会議室 

◇内容 情報交換会～介護の体験談を聞こう・話そう～  

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇持参 飲物 

◇申込 ６月２５日（木）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 
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ＨＩＶ抗体検査等 
 ６月１日～７日は「ＨＩＶ検査普及週間」です。検査は匿名で実施

しています。 

◇日時 毎週火曜日 午前９時～１０時（要予約） 

◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇検査内容 ＨＩＶ抗体検査、性感染症検査（梅毒検査・性器クラミ

ジア感染症・淋菌感染症検査） 

◇費用 無料 

◇検査結果通知 

採血から１時間後以降に本人に直接通知します。(性器クラミジア感

染症および淋菌感染症検査は１週間後以降に通知日を設定します。) 

※受検者本人に直接お知らせします。代理の人や電話等でのお知らせ

は一切行いません。 

※感染の機会より３か月後（１２週間）に受検してください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

介護支援専門員実務研修受講試験 
◇日時 １０月１１日（日）午前１０時～正午 

◇場所 第１会場：宇都宮大学峰キャンパス（宇都宮市峰町３５０） 

第２会場：とちぎ健康の森（宇都宮市駒生町３３３７－１） 

【試験案内書（申込書）配布】 

◇配布期間 ６月１日（月）～３０日（火） 

◇配布場所 保健福祉センター（田野倉８５－1）、県庁高齢対策課、

各健康福祉センター、とちぎ福祉プラザ、県シルバー大

学校、とちぎ健康の森 

◇費用 １３，８００円 

◇申込 ６月１１日（木）から３０日（火）までに試験案内書に同封

の封筒を使用し、簡易書留にて送付する。（当日消印有効） 

■問合 （福）とちぎ健康福祉協会（栃木県知事指定試験実施機関） 

☎０２８－６５０－５５８７ 

〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７－１ 

 

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

 

児童手当・特例給付 現況届の提出 
児童手当・特例給付を受給している人は、受給資格の確認のため、

毎年６月１日時点の住所地へ現況届を提出する必要があります。 

通知を５月２９日（金）から順次発送していますので、忘れずに提

出してください。 

◇提出方法 通知に同封する返信用封筒を利用して、下記あて提出し

てください。（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため、原則、郵送での提出をお願いします。） 

◇提出期限 ６月３０日（火） 

※現況届の提出がない場合や、提出しても不備がある場合は、６月分

以降の手当が差止となる場合がありますのでご注意ください。 

※公務員は、所属庁にご確認ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

こども館 開館 
こども館は、６月２日（火）から開館します。ただし、イベントや

移動出前サロン等の事業は中止します。 

来館するときは、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを

着用してください。なお、発熱等の症状がある人は来館をご遠慮くだ

さい。 

来館者数によっては、入館を制限する場合があります。また、今後

の状況により、休館となる場合もあります。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

※館内での飲食はご遠慮ください。 

※月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

子育て支援センターきらきら 開設 
子育て支援センターきらきらは、６月１日（月）から開設します。 

来園するときは、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを

着用してください。なお、発熱等の症状がある人は来園をご遠慮くだ

さい。 

来園者数によっては、入園を制限する場合があります。また、併設

するにこにこ保育園の状況により、開設や行事開催等が変更となる場

合もあります。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

６月の乳幼児健診・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。 

※受付時間帯は、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、個別通知をご確認ください。 

【４か月児健診】 
◇日時 ６月２３日（火） 受付：午後１時～ 

◇対象 令和２年２月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ６月２４日（水） 受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年１０月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ６月２２日（月） 受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年５月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ６月２２日（月） 受付：午後１時～ 

◇対象 平成３０年１１月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ６月２６日（金） 受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年５月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ６月２３日（火） 受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年１１月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ６月２６日（金） 受付：午後１時～ 

◇対象 平成２９年５月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ６月２４日（水） 受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２７年６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 

 

４月と５月の乳幼児健診・相談対象の人へ 
４月と５月に中止または延期となっていた乳幼児健診・相談は、下

記のみ実施します。 

◇対象 

・４か月児健診（令和元年１２月生まれ、令和２年１月生まれ） 

・８か月児健診（令和元年８月生まれ、令和元年９月生まれ） 

・１歳６か月児健診（平成３０年９月生まれ、平成３０年１０月生まれ） 

・３歳児健診（平成２９年３月生まれ、平成２９年４月生まれ） 

※開催日程等の詳細は、個別通知にてご確認ください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

離乳食相談 
◇日時 ６月１５日（月）午前９時～、１０時～、１１時～ 

※１組あたり１時間程度 

◇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 乳幼児を育てる家族のうち、離乳食等の食事について疑問や

悩みを持っている人 

◇申込 ６月１０日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※持物は、申込時にお伝えします。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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■学校教育 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年度中学生海外派遣事業 中止 
 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を考慮し、  

９月に予定していた姉妹都市であるアメリカ合衆国ウィスコンシン州

メノモニー市への中学生海外派遣事業は中止とします。 

 参加を予定していた生徒の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご

理解をお願いします。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の利用制限 
図書館は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面

の間、利用を制限し開館します。 

◇開館時間 午前９時３０分～午後６時 

※閉館時間を１時間早め、館内の消毒作業を行います。 

※閲覧席や学習室等の使用は、一部制限があります。 

※今後の状況により、休館となる場合もあります。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

図書館おはなし会・おたのしみ会 中止 
図書館は開館していますが、６月中の南那須図書館および烏山図書

館のおはなし会・おたのしみ会は、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため、中止します。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

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

 

第３回スローピッチソフトボール大会 
◇日時 ７月１日～１７日の毎週水・木・金曜日 午後７時３０分～ 

◇場所 烏山運動公園 

◇費用 １チーム５,０００円 

◇申込 参加希望チームは保険加入し、６月１３日（土）までにメン

バー表および費用を添えて烏山ソフトボール協会事務局（園

城）☎０２８７－８２－２０１６あて申し込む。 

◇連絡事項 既に申し込みをしているチームで参加できない場合は、

６月１３日（土）までに下記あて連絡する。 

■問合 烏山ソフトボール協会事務局（吉原） 

☎０２８７－８４－３３６４ 

 

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

 

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１４回：６月６日（土）午後２時～４時 

    第１５回：７月４日（土）午後２時～４時 

※３密を避けて開催したいと思います。 

◇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 

ひとり親のための電話相談 

心から～ひとり親のつながる心～ 

ＮＰＯ法人野うさぎくらぶでは、ひとり親の人を対象とした新型コ

ロナウイルス感染症に関する電話相談を受け付けます。 

◇日時 ６月１０日（水）午前１０時～正午 

◇内容 新型コロナウイルス感染症に関する不安なことや辛いことの

電話相談 

■問合 ＮＰＯ法人野うさぎくらぶ 

    ☎０８０－６７３１－６８１８（担当：小川） 

ＦＡＸ ０２８７－８３－８３０９（野うさぎハウス） 

 

自衛官候補生採用試験 
 令和３年３月末入隊（予定）の自衛官候補生を募集します。 

◇受付期間 ６月３０日（火）まで 

◇試験日 ７月１１日（土）、１２日（日） 

７月１８日（土）、１９日（日） 

※新型コロナウイルス感染症の影響で、試験日等を変更する場合があ

ります。 

◇試験場所 宇都宮市 

◇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 

 

自動車事故にあった人へ 
【重度障害者介護料支給制度】 
（被害・加害・自損を問いません。） 

◇対象 自動車、オートバイ事故により、脳、脊髄、胸腹部臓器を損

傷した人（重度後遺障害の程度および介護経費に応じ支給） 

◇給付金 ・常時要介護 月額７２，９９０円～２１１，５３０円 

         ・随時要介護 月額３６，５５０円～８３，４８０円  

【育成資金貸付制度（無利子）】 
（中学生までの交通遺児） 

◇対象 保護者が自動車、オートバイ事故で亡くなった場合や、重い

後遺障害を残すこととなった家庭の中学生以下の児童 

◇貸付金 ・一時金 １５５，０００円 

     ・月額 １０，０００円または２０，０００円 

・入学支度金 ４４，０００円 

※返還方法は卒業後２０年以内の月々均等払いです。 

※高校・大学等へ進学した場合は在学期間中、返還が猶予されます。

越年資金等、支給金もあります。 

■問合 ＮＡＳＶＡ自動車事故対策機構栃木支所 

☎０２８－６２２－９００１ 

 

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です 
厚生労働省では、外国人労働者の失業の予防や、再就職の促進およ

び外国人労働者の雇用管理の改善を推進するために、外国人雇用状況

届出制度を実施しています。事業主の皆様はご協力をお願いします。 

■問合 宇都宮公共職業安定所（ハローワーク宇都宮駅前プラザ） 

    ☎０２８－６２３－８６０９ 

 

栃木県防災メール 
 市の防災情報メールの他、栃木県でも地震や気象の情報をメール配

信するサービスを行っています。右記のＱＲコードを 

読み取るか、下記アドレスを直接入力して登録してく 

ださい。 

迷惑メール対策等受信拒否設定をしている場合は、 

@bousai-tochigi.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。 

◇登録用アドレス bousaimail-entry@bousai-tochigi.jp 

■問合 県危機管理課 ☎０２８－６２３－２１３６ 

    県消防防災課 ☎０２８－６２３－２１３２ 
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火災情報メールを登録しましょう 
 栃木北東地区消防指令センターでは、火災情報メール配信サービス 

を行っています。右記のＱＲコードを読み取るか、 

下記アドレスを直接入力して登録してください。 

迷惑メール対策等受信拒否設定をしている場合は、 

@sg-m.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。 

◇登録用アドレス t-nasu-119@sg-m.jp  

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

火災情報テレフォンサービス 
 市内において火災が発生した際の情報をテレフォンサービスで案内

しています。消防司令業務の共同運用が開始されたことにより今まで

の電話番号が変更されていますのでご注意ください。 

◇テレフォンサービス火災案内 ☎０２８７－２３－６１１９ 

※通話料金がかかります。 

■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 

 

県内の雨量・河川水位情報が確認できます 
 出水期を迎えるにあたり、河川の急な増水や土砂災害には十分ご注

意ください。また、国や県において県内の雨量・河川水位情報や河川

監視カメラの画像等を配信しており、パソコンや携帯電話で確認する

ことができます。 

◇サイト名等 

サイト名 ＵＲＬ ＱＲコード 

リアルタイム雨量 

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

 

河川情報センター 

「川の防災情報」 
https://www.river.go.jp/ 

 

河川情報センター 

「川の水位情報」 
https://k.river.go.jp 

 

■問合 県河川課県土防災対策班 ☎０２８－６２３－２４４５ 

■各種相談        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６月の各種相談事業 
【心配ごと相談】 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市民の健康・安全

面を考慮し、６月末までの相談員による心配ごと相談は休止します。 

なお、心配ごとや相談等がありましたら、下記日時に電話による相

談を受け付けます。 

◇日時 ６月３日（水）、１７日（水） 午前９時～正午 

◇相談先 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

※今後の開催については、今後の状況により判断します。 

■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

【もの忘れ相談】 

◇日時 ６月１２日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 保健福祉センター 

◇申込 相談日の５日前までに下記あて申し込む。（予約制） 

■問合 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 ６月１日（月）午前９時～午後６時 

※電話による相談のみとなります。 

■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村） 

    ☎０９０－４２４２－０１４７ 

 

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

 

６月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 月 
精神障がい者と家族の会交流会・相談会 

軽自動車税（種別割）口座振替日 

☎090-4242-0147 

 

２ 火   

３ 水 心配ごと相談 ☎0287-84-1294 

４ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

５ 金   

６ 土   

７ 日 【休日当番医】南那須青木医院 ☎0287-88-6211 

８ 月 特定健診・がん検診（女性の日） 烏山体育館 

９ 火   

１０ 水   

１１ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１２ 金 
特定健診・がん検診 

もの忘れ相談 

興野集会所 

保健福祉センター 

１３ 土   

１４ 日 【休日当番医】阿久津クリニック ☎0287-83-2021 

１５ 月 離乳食相談 保健福祉センター 

 


