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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 

中止または延期となるイベント等情報 
◇中止または延期となるイベント等 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

3月15日 

（日） 
防災シンポジウム 

延期 

（未定） 

市社会福祉協議会本所 

☎0287-88-7881 

3月15日 

（日） 
市民スキー祭 中止 

市体協スキー部（安田） 

☎090-3570-2327 

3月15日 

（日） 

第48回 

栃木県川柳大会 

延期 

（未定） 

県川柳協会事務局（朝海） 

☎0284-44-0590 

3月17日 

（火） 
ベビーマッサージ 中止 

こども館 

☎0287-80-0281 

3月17日 

（火） 

都市計画区域 

マスタープラン説明会 
中止 

県都市計画課 

☎028-623-2465 

3月18日 

（水） 

公民館講座 

ウチョウラン教室 
中止 

烏山公民館 

☎0287-83-1412 

3月19日 

（木） 

オレンジクラブ 

（家族介護教室） 
中止 

健康福祉課 

☎0287-88-7115 

3月21日 

（土） 
なのはなリサイクル 中止 

こども館 

☎0287-80-0281 

3月21日 

（土） 

南那須図書館 

おはなし会 
中止 

南那須図書館 

☎0287-88-2748 

3月21日 

（土） 

第4回 

介護･保育研究発表会 
中止 

（社福）敬愛荘 

☎0287-84-1176 

3月21日 

（土） 

烏山図書館 

おたのしみ会 
中止 

烏山図書館 

☎0287-82-3062 

3月26日 

（木） 
離乳食相談 中止 

こども課 

☎0287-88-7116 

3月27日 

（金） 
親子体操でスキンシップ 中止 

こども館 

☎0287-80-0281 

3月27日 

（金） 
ダンボールクラフト 中止 

南那須図書館 

☎0287-88-2748 

3月28日 

（土） 

烏山図書館 

おはなし会 
中止 

烏山図書館 

☎0287-82-3062 

毎週 

木曜日 
移動出前サロン 中止 

こども館 

☎0287-80-0281 

※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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

人間ドック・脳ドック検診費補助受付を 

延期します 

３月１日号のお知らせ版で掲載した「令和２年度国民健康保険・後

期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助受付」について、

受付開始を３月１９日（木）から予定していましたが、大勢の来庁者

が見込まれるため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点

から、延期することとなりました。 

受付時期や受付方法については、今後の感染症の動向や国の方針を

確認したうえで、決定次第お知らせ版等で周知します。 

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、ご

理解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 

 

介護予防事業（いきいきサロン等）を 

３月末まで休止します 
 現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の事

業を休止しています。ご理解ご協力をお願いします。 

◇休止期間 ３月末まで 

※４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  

 

市内観光施設の臨時休館 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、多くの来訪者が

見込まれる観光施設について、下記のとおり臨時休館します。 

◇臨時休館期間 ３月２４日（火）まで 

◇休館施設 

施設名 住所 電話番号 

山あげ会館 金井2-5-26 ☎0287-84-1977 

龍門ふるさと民芸館 滝414 ☎0287-83-2765 

大金駅前観光交流施設 大金155-4 ☎0287-88-8585 

■問合 商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月１５日 Ｎｏ．３４８ 

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。） 

 

 
足利銀行(南那須)さん後ろ 

歩-Ayumi-塾 ☎090-5423-4499（代表者：佐藤 諒） 

「チラシを見た」とご連絡ください 

入塾金０円！新1,2年生は初月の授業料０円！ 

中学の英語・数学が不安なお母様！今、予習をはじめませんか？ 

☆無料補講を 100時間以上実施 
昨年度の中学最初のテストの最高点 数学：100 英：97 
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■オリンピック       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

聖火リレー開催に係る交通規制 
 ３月２９日（日）に開催される聖火リレーに伴い、ルート上とその

周辺地域において交通規制を行います。ご不便をおかけしますが、ご

理解ご協力をお願いします。 

◇交通規制 

規制時間 
午後６時３０分～８時３０分（予定） 

※規制解除は段階的に行います。 

規制区域 

①通行止め 

 烏山高校～ＪＲ烏山駅（聖火リレールート上） 

 

②進入制限 

 ・ルートから延びる枝道 

 ・滝田大橋西交差点 

 ・神長交差点 

 ・野上交差点 

 ・旭交差点 

駅周辺住民および烏山

駅利用者代替駐車場 

ＪＡ烏山支店駐車場（入口は北側のみ） 

※３月２８日（土）～２９日（日）のみ利用可 

※聖火リレールート上およびイベント会場周辺では、特別措置法等に

よりドローンを飛行させることは、原則禁止です。 

※詳細は、３月１０日（火）の行政区長等文書配付で配付した「聖火

リレーチラシ」でご確認ください。 

■問合 東京2020オリンピック聖火リレー那須烏山市実行委員会 

事務局（市生涯学習課スポーツ振興室内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

令和２年度こども課会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 ４月１日～令和３年３月３１日 

◇募集内容 

職名 幼稚園教諭 

人数 １人程度 

業務内容 つくし幼稚園の学級経営、保育業務、預かり保育従事 

給料（報酬） 時給１，１１９円 

応募要件 幼稚園教諭免許 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時 

３０分～午後５時１５分です。詳細は、電話等で下記あ

てお問い合わせください。上記給料（報酬）のほか、通

勤手当や期末手当等が支給される場合があります。 

◇試験日 ３月下旬予定（募集期間終了後に通知します。） 

◇試験方法 面接・適性試験 

◇応募方法 ３月１９日（木）までに、市販の履歴書（写真貼付、白

黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付ま

たは市ホームページ掲載）に必要事項を明記し、応募要

件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あ

て提出してください。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時まで、郵

送の場合は１９日必着です。 

※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。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

〒３２１－０５２６ 田野倉８５-１ 

 

■診療所         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

七合診療所の３月臨時休診 
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇休診日 ３月２１日（土） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

■市民窓口・国保等    
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年度に出生・死亡・死産・婚姻 

・離婚の届出をする人へのお願い 
 出生や死亡、死産があった場合や、婚姻、離婚をした人にはそれぞ

れ「出生届」「死亡届」「死産届」「婚姻届」「離婚届」を市区町村の窓

口に提出していただいています。 

 また、５年に１度、国勢調査の行われる年度には、各届出に職業の

記入も（死亡届には産業の記入も）お願いしています。 

 届出は厚生労働省が実施する「人口動態調査」として、出生・死亡・

死産・婚姻・離婚の状況が調査され、その調査結果は、公衆衛生、労

働衛生、社会福祉など各施策のための重要な基礎資料として活用され

ています。 

 人口動態調査で使用する情報は統計法により、厳しく守られていま

すので、安心してご記入ください。 

◇対象 ４月１日から令和３年３月３１日までの出生・死亡・死産・

婚姻・離婚の届出 

◇調査方法 対象となる届出をするときに、それぞれ職業をご記入く

ださい。 

※届出をする市区町村の窓口にある「職業・産業例示表」を参考のう

え、ご記入ください。また、死亡届には産業も併せてご記入くださ

い。なお、記入方法が分からない場合は、窓口にお尋ねください。 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険の 

一部負担金減免を９月末まで延長します 
 台風１９号により被災された本市の国民健康保険および後期高齢者

医療保険加入者で、下記の対象基準に該当する人は医療機関の窓口で

その旨を申告することで、保険証の提示や医療保険の窓口負担が３月

末まで不要となっていましたが、この減免が９月末まで延長になりま

す。なお、減免を受けるには、時期により手続きが異なりますので、

ご注意ください。 

◇３月３１日まで 

医療機関等の窓口で要件に該当する旨を申告してください。 

◇４月１日から９月３０日まで 

 医療機関等の窓口で保険証と「一部負担金免除証明書」の提示が必

要です。下記以外の人は、市民課国保医療グループ（烏山庁舎）で

申請してください。 

国民健康保険加入者 

対象基準「住家が全半壊、全半焼、床

上浸水」に該当し、「罹災証明書」が

交付された人には、市から３月末まで

に郵送します。 

後期高齢者医療保険加入者 

保険料の減免申請をした人には、後期

高齢者医療広域連合から３月末まで

に郵送します。 

※入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。 

※後日、市および後期高齢者医療広域連合から内容の確認をさせてい

ただくことがあります。 

※社会保険加入者は、加入する健康保険組合等に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 
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■マイナンバーカード    
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナンバーカードの申請はお早めに！ 
 マイナポイントの利用時期が近づくとマイナンバーカードの交付申

請が混み合い、申請から交付まで通常（１か月）よりも時間を要する

ことが見込まれます。 

９月から開始されるマイナポイントとは、キャッシュレス決済２万

円のチャージで１人当たり上限５千円分のポイントがもらえる制度で

す。例えば、４人家族であれば最大２万円分のマイナポイントがもら

えます。 

 ＰａｙＰａｙやＬＩＮＥＰａｙのほか、Ｓｕｉｃａやｎａｎａｃｏ、

ＦＫＤハイカード等、多数の決済サービスで利用できる予定です。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

マイナンバー総合フリーダイヤル ☎０１２０－９５－０１７８ 

 

■まちづくり       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ＪＲ烏山線の時刻表が変更となります 
 ３月１４日に下記のとおりダイヤの改正がありました。市ホームペ

ージにも時刻表を掲載しましたので、ご活用ください。 

 現行 改正 

時台 
宝積寺発 

（下り） 

烏山発 

（上り） 

宝積寺発 

（下り） 

烏山発 

（上り） 

１４ ４８（宇）  ４９（宇）  

１５ ３８（宇） ４１ ３５（宇） ３８ 

１６     

１７ ００  ０１  

２０ １１（宇） １４（宇） １４（宇） １７（宇） 

※（宇）：宇都宮発着 

■問合 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社総務部広報室 

    ☎０４８－６４２－７４２０ 

    まちづくり課地域づくりグループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

家庭ごみ収集「ビン」の出し方 
家庭ごみのビンは、下記に留意し、色別の出し方によりそれぞれの収

集日に出してください。 

・汚れが落ちないビンや、割れたビンも、色別に出してください。 

・中身を空にし、水洗いしてから出してください。 

・フタは取り除き、素材を分けて出してください。 

・ビンは、「燃やさないごみの日」には出さないでください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

４月１日からごみ処理手数料を改定します 
 市民および市内事業者が、直接、保健衛生センターにごみを搬入す

る場合のごみ処理手数料を次のとおり改定します。 

区分 現行料金 改定後料金 

一般家庭ごみ ４０円／１０ｋｇ １００円／１０ｋｇ 

事業系ごみ １００円／１０ｋｇ  １５０円／１０ｋｇ 

※１０ｋｇ未満は、１０ｋｇとみなします。 

◇受入時間帯 

 午前の部：午前８時３０分～１１時３０分 

 午後の部：午後１時～４時３０分 

■問合 南那須地区広域行政事務組合保健衛生センター 

☎０２８７－８３－１１５５ 

犬の狂犬病予防集合注射 
◇日程 

区分 実施日 対象地区 

１次 
４月５日（日）、６日（月）、７日（火） 烏山地区 

４月１２日（日）、１３日（月）、１４日（火） 南那須地区 

２次 
６月７日（日） 烏山地区 

６月１４日（日） 南那須地区 

※場所、時間等詳細は、お知らせ版４月１日号でお知らせします。 

※６月の集合注射は、日曜日のみとなりますので、ご注意ください。 

◇費用 注射料３，５００円、登録・注射料６，５００円 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

ペットはマナーを守って飼いましょう 
犬や猫に関するマナー違反やトラブル等の相談が相次いでいます。 

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。 

◇犬の放し飼いの禁止 犬はつないで飼い、また、散歩の時にもリー

ド等をつけましょう。 

◇飼い主明示 飼い犬・飼い猫の首輪には名札（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。マイクロチ

ップを装着すると、外れることがないのでより効果的です。 

◇フンについて 散歩中にフンをした時は、必ず持ち帰りましょう。 

◇猫の室内飼養 猫は室内で飼いましょう。室外に出すと交通事故に

遭う危険があるほか、糞尿や引っかき傷、鳴き声等により、近隣住

民とのトラブルに発展する可能性があります。 

◇飼育頭数のコントロール ペットの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。特に猫は繁

殖力が強く、１頭のメス猫から１年間に２０頭以上に増えることも

あります。 

◇無責任なエサやりの禁止 無責任にエサを与える行為はやめましょ

う。エサがあると野良犬・野良猫が増加し、地域内でのトラブルに

発展する可能性があります。エサをあげるならば、責任をもって飼

ってあげましょう。 

◇終生飼養 ペットの命を預かる飼い主として、最期まで責任と愛情

をもって飼いましょう。 

■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 

 

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

 

とちぎ農業ビジネススクール受講者募集 
６次産業化や販路開拓を目指す人、新たな農業経営を目指す人等を

対象とする研修です。 

◇期間 ６月１６日（火）～令和３年３月２日（火）のうち１８

日間 

◇場所 栃木県農業大学校（宇都宮市上籠谷町１１４５－１） 

◇内容 経営改革プランニング、経営者マインドセミナー、経営スキ

ルセミナー 

◇対象 経営の高度化を目指す意欲ある県内在住の農業者 

    （農業従事経験がおおむね３年以上かつ４５歳程度まで） 

◇定員 ２０名 

◇費用 ３０，０００円 

◇申込 ５月８日（金）までに申込書（市役所農政課備付）に必要事

項を記入し、塩谷南那須農業振興事務所経営普及部、または

下記あて提出する。（郵送５月８日必着） 

※申込書は県ホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/bussine 

ss.html）からもダウンロードできます。 

※書類審査のうえ、５月末頃までに受講者の選考結果を通知します。 

■問合 栃木県農業大学校教務部園芸経営・研修担当 

☎０２８－６６７－４９４４ 

〒３２１－３２３３ 宇都宮市上籠谷町１１４５－１ 
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■子育て支援         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

こどもインフルエンザ予防接種費用 

一部助成受付は３月２７日（金）までです 
◇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 

◇接種期間 ２月２９日（土）まで 

◇助成申請期間 ３月２７日（金）まで 

※申請書は、原則、助成申請時に記入していただきますが、事前に記

入したい場合は、下記または市役所烏山庁舎（市民課通路側壁掛け）

で入手するか、市ホームページからダウンロードしてください。 

※同一家族に接種を受けた子どもが複数いる場合、まとめて申請して

ください。 

◇申請場所 こども課（保健福祉センター） 

◇持物  

 ・領収書（原本）  

・接種した子どもの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可） 

・接種した子どもの健康保険証または母子健康手帳 

・印かん 

◇助成金額 １回 １，０００円 

※１３歳未満が２回接種する場合には、２回分助成します。 

◇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。 

・事前に医療機関で予約し、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 

 

日本脳炎予防接種はお済みですか 
◇第１期：３歳以上７歳６か月未満の人 

第１期 初回（１回目と２回目）：６日～２８日の間隔で２回接種 

追加（３回目）：１期初回（２回目）接種後、おおむね１年

の間隔をあけて１回接種 

◇第２期：９歳以上１３歳未満の人 

 第２期（４回目）：９歳から1３歳までに１回接種 

※平成３０年度より、市内の学校での集団接種は実施していません。 

◇平成１９年４月１日までに生まれた２０歳未満の人（特例対象者） 

２０歳になるまで、定期接種として自己負担なしで実施できます。 

◇平成１９年４月２日から平成２１年１０月１日までに生まれた人 

７歳６か月になる前に第１期初回・追加（計３回）が未接種の場合

は、９歳から１３歳までの間で、１期不足分を定期接種として実施

できます。 

※進学、就学等で市外に住所を異動した後の接種費用は、助成の対象

となりません。 

◇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、

接種費用を助成します。（限度額あり。） 

※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 

 

こども医療費受給資格証 

小学校１年生からオレンジ色に切替えます 
 令和２年４月から小学校へ入学する児童を対象に、新しい受給資格

証（オレンジ色）を３月末までに郵送します。受給資格証の内容をよ

く確認し、必要があれば下記窓口で変更申請をしてください。詳細は、

同封の通知をご覧ください。 

◇開始日 ４月１日受診分から 

※こども医療費の助成を受けるには登録申請が必要です。 

※受給資格証を持っていない人は、印かん、子どもの健康保険証、保

護者名義の通帳を持参し、下記窓口で手続きしてください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

 

児童手当・特例給付制度 
 児童手当・特例給付は中学校卒業までの児童を養育している人に支

給されます。受給には、認定請求書の届出が必要です。（公務員は、職

場先にお問い合わせください。） 

また、現在受給中の人で、児童や受給者の状況に変更がある場合に

も、届出が必要となります。 

いずれも事由が生じた日の翌日から１５日以内の手続きが必要で、

手続きが遅れると手当が支給されない期間が発生する場合があります。 

◇支給額  

児童の年齢 児童１人あたりの月額 

３歳未満 一律１５，０００円 

３歳～小学６年生 
１０，０００円 

（第３子以降は１５，０００円） 

中学生 一律１０，０００円 

所得制限限度額以上 特例給付として、一律５，０００円 

◇支給時期 毎年６、１０、２月の１５日に、それぞれ前月分までの

手当を支給します。（休日等のときは直前の平日） 

◇届出 世帯等の状況が変わった場合（出生、転居、転出、児童を養

育しなくなった、配偶者の有無が変わった等）、公務員になっ

た、または公務員でなくなった場合、受給者や児童の氏が変

わった場合、振込先の口座を変更する場合 

◇現況届 毎年６月に、受給者全員から「現況届」を提出していただ

きます。時期になりましたら、市から案内を送付します。 

※児童手当を地域の児童支援のため寄付していただける人は、下記あ

てご相談ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

☎０２８７－８８－７１１６ 

 

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

 

烏山図書館閉館時間変更 
 聖火リレー開催のため、烏山図書館の閉館時間が変更になります。 

◇日時 ３月２９日（日）午後５時まで 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■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 

「旬の野菜作り教室」参加者募集 
旬の野菜を栽培しませんか。格別のおいしさです！ 

◇日時 ①５月１３日（水）、②６月１０日（水）、③８月２６日（水）

④９月１６日（水） 

※時間はすべて午前９時～１０時３０分です。  

◇場所 ①南那須公民館（第１会議室）、②～④畑地（大金地内） 

◇内容 季節の野菜を栽培・管理して、収穫の喜びを味わう。 

◇講師 烏山公民館職員 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名 

◇費用 資材・種苗代等実費 

◇持物 第１回：筆記用具、飲物、第２回以降：鍬、草取り鎌、飲物 

◇服装 作業のできる服装 

◇申込 ３月２１日（土）～４月４日（土）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 
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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 

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

 

第１５回市民野球大会参加チーム募集 
◇期日 ４月１２日（日）、１９日（日）、２６日（日） 

◇場所 緑地運動公園（野球場、多目的競技場軟式野球場） 

◇対象 市民で構成されたチームまたは市内事業所のチーム 

※参加を希望するチームは事前に下記あてご連絡ください。登録用紙

を郵送しますので、申込期限までにお申し込みください。 

◇費用 １チーム５，０００円（申し込み時に持参してください。） 

◇申込 ３月３０日（月）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※組み合わせは、３月３１日（火）に事務局で代理抽選を実施後、代

表者あてに通知します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興グループ 

 ☎０２８７－８８―６２２３ 

 

体協テニス部 練習会開催 
 硬式テニスを始めたい人、興味のある人の練習交流の場です。初心

者、低学年クラスもありますので、ぜひ、ご参加ください。 

◇日程 ４月５日、５月１０日、６月７日、７月１２日、８月２日、

９月６日、１０月４日、１１月１５日、１２月１３日、    

令和３年１月１７日、２月７日、３月７日 

※すべて日曜日の開催です。 

◇時間 午前９時３０分～１１時３０分 

※初日は９時１５分～１１時３０分、８月２日は午後５時～７時です。 

◇場所 緑地運動公園テニスコート（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆコート） 

◇対象 市内在住または通勤・通学する小学生以上の人 

※小学生は保護者等同伴のうえ参加をお願いします。 

◇費用 ２，０００円（年額） 

◇申込 事前申し込みは不要です。開催日にお越しください。 

■問合 体協テニス部長（板橋）☎０９０－４３６２－５６７６ 

 

健康クラブ会員募集 
 中高年齢層の体力保持と健康増進を目的に活動している団体です。 

【烏山健康体操クラブ】 
◇日時 毎週木曜日 午後７時～９時 

◇場所 烏山体育館 

◇年会費 ４，０００円 

■問合 丸山美和子 ☎０２８７－８２－２４１１ 

【七合健康クラブ愛好会】 
◇日時 毎週木曜日 午後７時３０分～９時 

◇場所 七合公民館 

◇年会費 ５，０００円 

■問合 横山美智子 ☎０２８７－８３－２０８５ 

【ＳＡＫＡＩフラワーズ】 
◇日時 毎週月曜日 午後７時３０分～９時 

◇場所 境小学校体育館 

◇年会費 ５，０００円 

■問合 大輪カヨ ☎０２８７－８４－２７３１ 

【南那須クラブオアシス】 
◇日時 毎週金曜日、午後７時３０分～９時 

◇場所 南那須公民館 

◇年会費 ４，５００円 

■問合 髙田孝子 ☎０２８７－８８－２０５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

シルバー人材センター会員募集 
 シルバー人材センターは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを

得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織です。健康で働く意

欲のある人を募集しています。 

◇会員になるには 市内に居住する、原則６０歳以上の人で働く意欲

のある健康な人。センターの趣旨に賛同し、入会

申込書を提出して会費３，０００円（親睦会費 

１，０００円含む）を納入すれば会員になれます。 

◇入会手続き 電話で下記あて問い合わせるか、直接センター窓口で

申し込む。 

◇主な仕事内容  

 ・一般作業分野：除草・草刈、屋内外清掃、農作業、墓地清掃 

 ・技能分野：庭木の剪定、障子・ふすま張替、大工仕事 

 ・折衝外交分野：水道検針 

 ・サービス分野：公共施設等清掃、生活援助・高齢者福祉 

 ・派遣業務：運転業務、事業所・工場等の業務 

※会員に合った仕事を紹介します。技能を活かし、自分のペースで責

任を持って完成させます。  

※仕事をした報酬は、配分金（報酬）としてセンターから支払います。 

※就業中または就業途上で、万が一怪我をした場合には、シルバー団

体保険で対応します。 

■問合 （公社）那須烏山市シルバー人材センター  

☎０２８７－８８－７７３１  

 

ディンプルアート教室 参加者募集 
 本市で生まれた絵具を使い、塗り絵感覚で体験できる「ディンプル

アート」の教室を開催します。 

乾くとステンドガラスのような美しい輝きと凸凹模様が自然に現れ

ます。壁飾り、小物等のオリジナル作品を作りませんか？誕生日、お

祝い、プレゼント等にも最適です。 

◇日時 毎月第３水曜日 第１回：４月１５日（水） 

    昼の部：午後１時～３時、夜の部：午後７時～９時 

◇場所 烏山公民館 

◇講師 ディンプルアートインストラクター 荒井栄子 氏  

◇対象 市民 先着１０名 

◇費用 ７００円程度（材料費実費） 

◇申込 ３月２０日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 水曜会（荒井） ☎０２８７－８４－２３６２ 

 

旧烏山高等産業技術学校跡地に公共残土を 

仮置きします 
 県烏山土木事務所では台風１９号で被災した河川等の災害復旧事業

で必要となる公共残土の仮置き場として利用します。 

 搬入搬出期間中は、運搬車両の通行により大変ご迷惑をお掛けいた

しますがご理解ご協力をお願いします。 

◇期間 ３月中旬からおおむね５年間 

◇場所 旧烏山高等産業技術学校跡地（滝地内） 

■問合 県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３１６ 

 

土砂災害防止法に基づく基礎調査 
 土砂災害により被害を受ける恐れがある場所の地形や地質、土地の

利用状況等の基礎調査を実施します。 

調査員が該当地区にある急傾斜地に立ち入ることがあります。調査

結果については、後日説明会でお知らせする予定です。 

◇調査期間 ４月上旬～令和３年３月上旬 

◇調査地区 高瀬、神長、月次、志鳥、興野、滝田、中山、谷浅見、

大桶、白久、上境、大沢 

■問合 県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３１６ 
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都市計画区域マスタープラン 
 ３月１７日（火）に開催予定であった説明会は、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。 

なお、説明会に代わり、構想の概要を県ホームページへの掲載や窓

口で配布します。 

◇期間 ３月１８日（水）～４月９日（木） 

◇県ホームページアドレス 

ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/r2_kuikimasu.html 

◇配布窓口 県都市計画課、市都市建設課 

◇内容 

 ・構想の名称：那須烏山都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（那須烏山都市計画区域マスタープラン） 

・構想の対象区域：那須烏山市の一部 

・説明内容の概要：都市計画の目標、区域区分の決定の有無、主要

な都市計画の決定の方針等 

■問合 県都市計画課計画担当 ☎０２８－６２３－２４６５ 

 

河川愛護モニター募集 
◇活動期間 ７月１日から２年間 

◇活動内容 日常生活の範囲内で知り得た情報を河川管理者に伝える

ことが主な業務です。 

◇活動範囲 常陸河川国道事務所が管轄する那珂川・久慈川および支

川（涸沼川・桜川・藤井川・里川・山田川）の住居に近

い約５ｋｍの範囲 

◇応募資格 活動範囲からおおむね５ｋｍ以内に居住する満２０歳以

上の人 

◇募集人員 ５名程度 

◇応募方法 ５月１５日（金）までに応募用紙（事務所ホームページ

http://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/備付）に必要事項を記入

し、郵送、ＦＡＸまたは持参する。 

■問合 国土交通省常陸河川国道事務所占用調整課 

（河川愛護モニター担当） ☎０２９－２１５－９１４３ 

ＦＡＸ０２９－２４０－４０８７ 

    〒３１０－０８５１ 茨城県水戸市千波町１９６２－２ 

 

自衛官候補生等採用試験 
 次のとおり自衛官等を募集します。 

【幹部候補生】 
◇受付期間 ５月１日（金）まで 

◇試験期日 ５月９日（土）、１０日（日） 

      歯科・薬剤科は、５月９日（土）のみ 

◇試験場所 宇都宮市 

◇応募資格 

・一般（大卒程度）：２０歳以上２６歳未満 

ただし、２２歳未満は大卒（見込含）者 

・一般（院卒者）：修士課程修了者等（見込含）で２０歳以上２８歳

未満 

・歯科：専門の大卒（見込含）で２０歳以上３０歳未満 

・薬剤科：専門の大卒（見込含）で２０歳以上２８歳未満 

【一般曹候補生】 
◇受付期間 ５月１５日（金）まで 

      高等学校在学者：７月１日（水）～９月１０日（木） 

◇試験期日 １次：５月２３日（土） 

      高等学校在学者：９月１８日（金）～２０日（日）のう

ちいずれか１日 

◇試験場所 宇都宮市 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の者 

【自衛官候補生】 
◇受付期間 年間を通じて実施（高等学校在学者は７月以降） 

◇試験期日 受付時にお知らせします 

◇試験場所 宇都宮市 

◇応募資格 １８歳以上３３歳未満の者 

■問合 自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所 

 ☎０２８７－２２－２９４０ 

法務省専門職員（人間科学）募集 
人事院、法務省では、心理アセスメントにより、非行や犯罪に至った

原因を分析する職員（矯正心理専門職）、改善更正のための専門的な指

導を行う職員（法務教官）、再犯・再非行の防止と社会復帰のための支

援を行う職員（保護観察官）の採用試験を実施します。 

◇受付期間 ・インターネット受付：３月２７日（金）～４月８日（水） 

      ・郵送または持参受付：３月２７日（金）～３０日（月） 

※原則として、インターネット申し込みをご利用ください。 

 （申し込み専用アドレス：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html） 

◇試験日 第１次試験（筆記試験）：６月７日（日） 

◇受験資格 

・矯正心理専門職：４月１日において２１歳以上３０歳未満の人 

（２１歳未満で大卒（見込み）の人は受験可） 

・法務教官または保護観察官：４月１日において２１歳以上３０歳

未満の人（２１歳未満で大卒（見込

み）、短大卒（見込み）の人は受験可） 

 ・法務教官（社会人）：４月１日において３０歳以上４０歳未満の人 

※詳細は、下記または法務省ホームページ（ＵＲＬ：http://www.moj. 

go.jp/）でご確認ください。 

■問合 東京矯正管区職員課 ☎０４８－６００－１５０２ 

 

国家公務員募集 
【総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）】 
◇受付期間 ３月２７日（金）～４月６日（月） 

◇第１次試験日 ４月２６日（日） 

【一般職試験（大卒程度試験）】 
◇受付期間 ４月３日（金）～１５日（水） 

◇第１次試験日 ６月１４日（日） 

【一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級））】 
◇受付期間 ６月２２日（月）～７月１日（水） 

◇第１次試験日 ９月６日（日） 

※インターネットでお申し込みください。 

（申し込み専用アドレス：http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm） 

■問合 人事院関東事務局 ☎０４８－７４０－２００６ 

 

国税専門官採用試験 
国税局や税務署において、税のスペシャリストとして働く国税専門

官（国家公務員）を募集します。 

◇受付期間 ３月２７日（金）午前９時～４月８日（水） 

※原則としてインターネット申し込みをご利用ください。 

 （申し込み専用アドレス：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html） 

◇試験日 第１次試験：６月７日（日） 

◇試験の程度 大学卒業程度 

◇受験資格 

 ・平成２年４月２日～平成１１年４月１日生まれの人 

・平成１１年４月２日以降生まれの人で次に掲げる人 

①大学を卒業した人および令和３年３月までに大学を卒業する見

込みの人 

②人事院が①に掲げる人と同等の資格があると認める人 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

（土・日曜日および祝日は除く。） 

■問合 （インターネット申し込みに関すること） 

人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１ 

（上記以外のお問い合わせ） 

関東信越国税局人事第二課 ☎０４８－６００－３１１１ 

 

令和２年度「協会けんぽ」の保険料率 
中小企業等で働く人やその家族が加入している健康保険「協会けん

ぽ栃木支部」の健康保険料率は９．８８％に引き下げ、介護保険料率

は１．７９％に引き上げになります。４月納付分から変更となります。 

※詳細は、協会けんぽホームページ（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

でご確認ください。 

■問合 協会けんぽ栃木支部 ☎０２８－６１６－１６９２ 



- 7 - 

 

台風１９号により被災された人は 

警察関係申請手数料を免除します 
 公安委員会または警察署長に対する各種申請にかかる手数料を免除

します。 

◇対象 台風１９号の被害により災害救助法の適用を受けた県内２１

市町の居住者のうち、同台風により被災された人 

◇免除期間 ３月３１日（火）まで 

◇免除手数料 自動車運転免許証、各種証明書および許可証等の再交

付、住所変更の他、自動車保管場所証明書の再交付等 

◇申請窓口 ・運転免許証に関する各種申請 

栃木県運転免許センター（鹿沼市下石川６８１） 

      ・その他の申請は最寄りの警察署 

※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

※詳細は、栃木県警察ホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/kei 

satu/）でご確認ください。 

■問合 栃木県運転免許センター ☎０２８９－７６－０１１０ 

那須烏山警察署 ☎０２８７－８２－０１１０ 

 

夏休み海外研修交流事業参加者募集 
 （公財）国際青少年研修協会では、体験を通してお互いの理解や交

流を深め、国際性を養うことを目的に「夏休み海外研修交流事業」を

実施します。はじめて海外へ行く人が多いですが、仲間作りのサポー

トもありますので、安心して参加できます。 

 なお、研修費用等詳細は、下記あてお問い合わせください。 

【コース①】シンガポール・学校体験ホームステイ 
◇日程 ７月２９日（水）～８月１５日（土）１８日間 

◇研修先 シンガポール 

◇対象 中学校２年生～高校３年生 １０名 

◇参加費 ３７８，０００円 

【コース②】オーストラリア・学校体験ホームステイ 
◇日程 ７月２８日（火）～８月１５日（土）１９日間 

◇研修先 メルボルン 

◇対象 中学校２年生～高校３年生 １０名 

◇参加費 ５７８，０００円 

【コース③】サイパン・南の島体験ホームステイ 
◇日程 ８月４日（火）～８月１１日（火）８日間 

◇研修先 サイパン 

◇対象 小学校３年生～高校３年生 １５名 

◇参加費 １１歳以下：２４６，０００円 

     １２歳以上：２５６，０００円 

【コース④】イギリス・英語研修 
◇日程 ７月２５日（土）～８月１２日（水）１９日間 

◇研修先 ボーンマス 

◇対象 中学校２年生～高校３年生 ２０名 

◇参加費 ５９８，０００円 

【コース⑤】オーストラリア・生活文化体験ホームステイ 
◇日程 ７月２８日（火）～８月８日（土）１２日間 

◇研修先 バサースト 

◇対象 小学校３年生～高校３年生 ２５名 

◇参加費 ４７８，０００円 

【コース⑥】イギリス・ジュニア英語研修 
◇日程 ７月３１日（金）～８月８日（土）９日間 

◇研修先 ボーンマス 

◇対象 小学校４年生～中学校１年生 １０名 

◇参加費 ４５８，０００円 

【申込・事前説明会】 
◇申込 事前に下記より資料を請求し、申込書に必要事項を記入し、

下記あて郵送する。 

※５月２０日（水）までに申し込みをした人は、早期割引１万円。 

◇事前説明会 ５月に全国１１都市で事前説明会（入場無料、予約不

要）を開催しますので、下記あてお問い合わせのうえ、

都合の良い日程でご参加ください。 

■問合 （公財）国際青少年研修協会 ☎０３－６４１７－９７２１ 

    ＵＲＬ：http://www.kskk.or.jp   Ｅメール： info@kskk.or.jp 

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

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 
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南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ４月４日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 元気あっぷむら親水公園 

（高根沢町大字上柏崎５８８－１） 

◇散策コース 桑窪～八ヶ代「辰街道を歩く」（歩行６ｋｍ程度） 

元気あっぷむら（春、再開予定） → 加茂神社 → 西山の大桜（市

指定文化財） → 辰街道 → 菩提久保の菩提樹（県指定文化財） 

◇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 

 

ダムフォトコンテスト 

風景の中のダム～ダムと自然と人々と～ 
（一財）ダム技術センターでは、写真を通じてダムの役割やダムと

周辺環境との調和等を大勢の人に知っていただくことを目的に「ダム

フォトコンテスト」を開催しています。ダムをテーマにした写真であ

れば、どんな作品でも大歓迎です。 

◇応募要件 

 ・ダムをテーマにした写真で、ダム堤体もしくは関連構造物が写っ

ているものが対象です。ダムの工事中、完成を問いません。ただ

し、砂防ダムは除きます。 

・写真は１月から１２月までの月毎の季節感（桜、紅葉、雪景色等）

のあるものをお願いします。 

・写真の場合は六切または四切判（ワイド四切可）のカラープリン

ト（光沢紙）でご応募ください。 

・デジタル画像（６００万画素以上）の場合はＡ４版カラープリン

ト（光沢紙）でご応募ください。なお、コンピュータで画像処理

されたものは応募できません。 

 ・連続写真、組写真、日付の入っているものは応募できません。 

※応募作品は原則として返却しません。 

◇応募作品数 １人５作品まで 

◇応募資格 どなたでも 

◇賞品 最優秀賞３０，０００円相当の賞品 

審査員特別賞１５，０００円相当の賞品 

優秀賞１０，０００円相当の賞品 

佳作５，０００円相当の賞品 

◇応募方法 ９月３０日（水）までに応募票（任意様式）に①氏名・

年齢・住所・電話番号・職業、②ダム名および所在地、

③写真についての簡単なコメント、④撮影年月日、⑤応

募動機（自治体広報紙、ポスター、チラシ、ホームペー

ジ、ダムイベント、知人からの紹介等）を明記し、下記

あて提出する。（郵送の場合９月３０日消印有効） 

※応募作品の帰属や肖像権に関すること等詳細は、センターホームペ

ージ（http://www.jdec.or.jp）で確認するか、下記あてお問い合わせ

ください。 

■問合 （一財）ダム技術センター ☎０３－５８１５－４１６１ 

    〒１１０－０００８ 東京都台東区池之端２－９－７ 

  池之端日殖ビル２Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所烏山庁舎での確定申告の受付は 

３月１６日（月）までです 
 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、国税のうち、令和元

年度分の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告期限は

４月１６日（木）まで延長することとなりましたが、市役所烏山庁舎

での確定申告については、当初の予定どおり３月１６日（月）までに

なります。３月１７日（火）以降の確定申告は、氏家税務署にお問い

合わせください。 

なお、ご自宅等からインターネットにより申告することもできます

ので、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）の「確定申告書作

成コーナー」をご活用ください。 

※税務署等での申告で、市役所税務課に提出した農業収支内訳書が必

要な人は、市役所税務課にご連絡ください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

令和２年度広報カレンダー 
 広報カレンダーは、３月２５日（水）から下記施設で配布します。 

なお、外出困難等により下記施設で入手することができない人は、

下記あてお問い合わせください。 

◇配布場所 ・烏山庁舎（総合政策課・正面玄関フロア） 

・南那須庁舎（正面玄関フロア） 

・保健福祉センター 

・烏山公民館 

・南那須図書館、烏山図書館 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

３月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 月   

１７ 火   

１８ 水 心配ごと相談 保健福祉センター 

１９ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２０ 金 
春分の日 

【休日当番医】烏山台病院 

 

☎0287-82-2739 

２１ 土   

２２ 日 【休日当番医】熊田診療所 ☎0287-88-2136 

２３ 月 
１歳児相談受付9:30～9:45 

１歳６か月児健診受付 13:00～13:30 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２４ 火 

小学校・中学校修了式（中止の場合あり） 

２歳６か月児相談受付9:30～9:45 

４か月児健診受付13:00～13:30 

 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２５ 水 
５歳児相談受付9:30～9:45 

８か月児健診受付13:00～13:30 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２６ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２７ 金 
２歳児相談受付9:30～9:45 

３歳児健診受付13:00～13:30 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２８ 土   

２９ 日 
【休日当番医】上野医院（那珂川町） 

東京２０２０オリンピック聖火リレー  

☎0287-96-5151 

 

３０ 月   

３１ 火   

※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 


