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

 

那須烏山市農業再生協議会臨時事務員募集 
◇任用期間 ４月１日～令和３年３月３１日 

◇募集内容  

人数 １人 

業務内容 

経営所得安定対策に係る計画書等窓口受付および電算処

理業務等 

・原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

※月１５日以内の勤務 

※土曜日・日曜日・祝日、年次休暇あり。 

※社会保険等の加入は無し。 

勤務地 市役所南那須庁舎農政課内 

賃金 日額７，２００円 

応募要件 
・ワード、エクセル等基本的なパソコン操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

◇試験方法 面接試験等 ※３月１１日（水）～１３日（金）の都合

の良い日に実施予定 

◇応募方法 ２月２８日（金）までに市販の履歴書（写真添付）に必

要事項を記入し、下記あて持参または郵送で提出してく

ださい。 

※直接持参する場合の受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時

１５分です。 

■問合 那須烏山市農業再生協議会（農政課内） 

☎０２８７－８８－７１１７ 

〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

 

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

 

若者の実践事例発表会 

「なすからＣａｆé」を開催します！ 
大学生や高校生が本市を拠点に行っている活動を発表します。 

若者目線の斬新な発想や提案等、ぜひ、お聞きください。 

◇日時 ３月８日（日）午後１時～４時３０分 

◇場所 旧境小学校音楽室（下境２２２６） 

◇内容 ・講演：ＮＰＯ法人クロスアクション 高橋誠一 氏 

・若者の実践事例発表（コーディネーター 平野達朗 氏） 

◇発表団体 帝京大学、宇都宮大学（地域デザイン科学部・農学部）、

宇都宮共和大学、烏山高等学校、放課後Ｃａｆé なちゅ

らインターン生（都心の大学生） 

◇対象 どなたでも 

◇定員 ５０名 

◇費用 無料 

◇申込 ３月４日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

※山あげ会館より送迎バス（先着４０名）を運行します。乗車希望者

は、申し込みの際にご連絡ください。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 

■感染症情報 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新型コロナウイルス関連相談窓口 
昨年１２月に中華人民共和国湖北省武漢市を中心に新型コロナウイ

ルスに関連した感染症が確認されていますが、現在、日本国内におい

て流行が認められている状況ではありません。市民の皆さまは過剰に

心配することなく、咳エチケットや手洗いの徹底等、風邪や季節性イ

ンフルエンザと同様の感染症対策をお願いします。 

【栃木県県北健康福祉センター電話相談窓口】 
◇受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

（夜間および休日も対応） 

◇電話番号 ☎０２８７－２２－２６７９ 

※県の感染症情報については、右記のＱＲコードを読み取る 

 か、下記のアドレスを直接入力してご確認ください。 

ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/fukushi/kenkou/kanse 

nshou/index.html 

【とちぎ外国人相談サポートセンター（外国語で相談対応）】 
◇受付時間 火～土曜日 午前９時～午後４時 

◇電話番号 ☎０２８－６２７－３３９９ 

※サポートセンターの情報については、右記のＱＲコードを 

読み取るか、下記のアドレスを直接入力してご確認くださ 

い。ＵＲＬ：http://tia21.or.jp/hello.html 

【厚生労働省電話相談窓口】 
◇受付時間 平日、土・日曜日および祝日 午前９時～午後９時 

◇電話番号 ☎０３－３５９５－２２８５ 

※厚生労働省の感染症情報については、右記のＱＲコードを 

 読み取るか、下記のアドレスを直接入力してご確認くださ 

い。ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu 

nya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

■国保等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民健康保険・後期高齢者医療保険の 

一部負担金減免を３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

末まで不要になります。なお、引き続き罹災証明書の提示は必要あり

ませんので、医療機関の窓口で口頭で申告してください。 

◇対象基準 住家の全半壊、全半焼、床上浸水 

◇対象期間 ３月末日の診療分まで 

※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 

 

令和２年２月１５日 Ｎｏ．３４６ 

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/ 
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■税務・確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

インターネット公売 
 税金の滞納により差し押さえた物件をＹａｈｏｏ！官公庁オークシ

ョンで公売します。興味のある人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇参加申込期限 ２月２６日（水）午後１１時まで 

◇入札期間 ３月３日（火）午後１時～５日（木）午後１１時 

◇Ｙａｈｏｏ！官公庁オークションサイト 

サイト内那須烏山市トップページは、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ください。 

ＵＲＬ：https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/toc_nasukarasuyama_city 

■問合 税務課徴収対策グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

株式等に係る譲渡所得の申告をする人へ 
 ２月１７日（月）から市役所烏山庁舎で実施する確定申告について、

本年は台風１９号に係る雑損控除等の申告等で大変な混雑が予想され

ていますので、株式等に係る譲渡所得の申告をする人は、できる限り

氏家税務署での申告をお願いします。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

所得税確定申告・住民税申告の受付 
 令和元年分（平成３１年分）の所得税の確定申告および住民税の申

告を受け付けます。（税務署で納税相談する人や青色申告等、確定申告

する人は除く。）待ち時間を均等にするため、地区別に割当日を設けま

したが、都合がつかない場合は他の日でも受け付けます。なお、「２０

１９年分収支内訳書（農業所得用）」を事前に提出した人も、必ず確定

申告または住民税の申告をしてください。 

◇受付 午前の部：午前８時３０分～１１時 

    午後の部：午後１時～４時 

◇場所 烏山庁舎２階第４・５会議室（待合室は第２会議室） 

※申告の受け付けは烏山庁舎のみでの実施となります。南那須庁舎で

は行いませんので、ご注意ください。 

日程 午前の部 午後の部 

２月１７日（月） 旭 金井 

１８日（火） 藤田 南大和久 

１９日（水） 向田・落合・滝 大木須・小木須 

２０日（木） 志鳥（上） 志鳥（中・下） 

２１日（金） 初音・城東・表・愛宕台 

２５日（火） 森田宿・輪之内・こぶし台 曲田・曲畑 

２６日（水） 宮原・大沢・横枕 南 

２７日（木） 熊田 月次・大金台 

２８日（金） 野上（下・野上台・舟戸） 野上（上・第四） 

３月 ２日（月） 中山・八ケ平・白久・平野 谷浅見 

    ３日（火） 高瀬・大里・小塙 下川井 

    ４日（水） 下境・小原沢 

    ５日（木） 田野倉・小倉・宇井 大金・東原・小河原 

６日（金） 興野（中・下二） 興野（上・下一）・滝田 

９日（月） 大桶 上境 

１０日（火） 八ケ代・福岡 
鴻野山・小白井・西野・  

芦生沢 

１１日（水） 神長 中央 

１２日（木） 三箇（上・中） 三箇（下）・上川井 

１３日（金） 予備日 

１６日（月） 予備日 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

台風被害にかかる雑損控除の申告 
災害等によって住宅、家財、車等の資産に被害を受けた人は、確定

申告で雑損控除の申告を行うことにより所得税の全部または一部が軽

減される場合があります。 

◇対象 雑損控除の申告ができるのは、下記の①または②の金額が 

０やマイナスにならない人です。 

①（住宅及び家財等の損失額）－（保険金で補填される金額）－（所

得金額の１０分の１） 

②（災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用等）－（５

万円） 

※控除の対象となる資産や費用の内容については税務署または市役所

税務課までご相談ください。例年所得税が課税されていない人につ

いては、基本的に申告の必要はありません。 

◇必要書類 

 ・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの 

 ・被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分

かるもの 

 ・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用、修繕費用の分かる

もの 

 ・被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの 

 ・市から「り災証明書」の交付を受けている場合には、その証明書

の写し 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■パブリックコメント 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第２期那須烏山市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略（案）に関する意見募集 
◇募集期間 ２月１９日（水）～３月１９日（木） 

◇意見を提出できる人 ・市内に在住、通勤、通学している人 

・市内に事業所等を有する人 

・市税の納税義務者 

・当該戦略（案）に利害関係のある人 

◇閲覧場所 烏山庁舎正面玄関フロア、南那須庁舎正面玄関フロア、

保健福祉センター、南那須図書館、烏山公民館 

※市ホームページにも掲載しています。 

◇提出方法 意見応募用紙（設置場所備付）に必要事項を記入し、意

見募集箱に投函するか、下記あて郵送、ＦＡＸ、Ｅメー

ルまたは直接持参してください。 

※意見募集箱への投函は３月１９日（木）正午までとします。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

    ＦＡＸ０２８７－８４－３７８８ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１  

    Ｅメール：sohgohseisaku@city.nasukarasuyama.lg.jp 

 

■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！ 
 交付申請書があれば、郵送でも申請できますがパソコンやスマホか

らも簡単に申請できます。混み合う前の今が申請のチャンスです。 

また、キャッシュレス決済でお得に利用できるマイナポイント利用

に必要なマイキーＩＤの設定を、カード受け取り時に市職員がお手伝

いします。 

※マイキーＩＤとは、専用サイトで事前登録し、任意のキャッシュレ

ス決済サービスにチャージするためのものです。最大５，０００円

分のポイントがもらえお買い物に利用できます。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 
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■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

井戸水を使用する家庭の下水道使用料の算定 
井戸水（自家水）を使用している家庭の下水道使用料は、使用人数

により下水道使用量を認定し算定しています。 

◇認定基準 

①井戸水のみ使用 

ア．世帯人員が３人以下のときは、１人につき１４㎥（２か月分）

です。 

イ．世帯人員が３人を超えるときは、４人目以降１人につき１０

㎥（２か月分）に４２㎥を加算します。 

②水道水と井戸水を併用 

①の使用水量の２分の１に水道の使用水量を加算した水量です。 

◇人数の変更、使用の開始、使用の中止 

 家族の人数等、使用人数に変更がある場合や、使用の開始または

使用の中止をする場合には、その都度速やかに印かんを持参のうえ、

下記あて届け出ください。 

■問合 上下水道課下水道グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市プレミアム付商品券の 

有効期限は２月２９日（土）までです 
 市が実施するプレミアム付商品券事業について、商品券の有効期限

は２月２９日（土）までとなります。有効期限を過ぎた商品券は無効

となり、使用できません。また、返金もできませんので、未使用の商

品券をお持ちの人は、必ず有効期限内にご使用ください。 

◇商品券購入期限 ２月２８日（金）まで 

◇商品券有効期限 ２月２９日（土）まで 

※事業の概要については、市ホームページ「那須烏山市プレミアム付

商品券事業の実施について」をご覧ください。 

※原則、購入引換券およびプレミアム付商品券の再発行はできません。

大切に保管してください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

家内労働委託状況届の 

提出は４月３０日（木）までです 
 家内労働法第２６条、同法施行規則第２３条により、家内労働者（内

職者）へ業務を委託した場合には遅滞なく、それ以後は毎年４月１日

現在の委託状況について、４月３０日（木）までに労働基準監督署を

経由して栃木労働局に委託状況届を提出すること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 

 

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

 

令和２年度 健康診査 
令和２年度の健康診査については、３月上旬に各個人に日程等を通

知（郵送）します。 

◇対象 ２０歳以上の市民 

※対象年齢は令和３年３月３１日基準です。 

◇予約方法 個別通知に記載されているＩＤ・パスワードを使ってイ

ンターネット（３月１日～）または電話（３月２日～）で予約する。 

※詳細は、３月上旬に郵送される個別通知をご覧ください。 

※過去に実施していた返信用封筒での世帯希望調査は実施しません。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

とちぎ難病相談支援センター医療相談 
【骨・関節系疾患】 
◇日時 ３月１５日（日）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇場所 栃木県立リハビリテーションセンター1階障害者総合相談所

相談室（宇都宮市駒生町３３３７－１） 

◇医師 自治医科大学附属病院整形外科医師 飯島裕生 氏 

◇主な疾患 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症、特発性大腿骨頭壊死

症、広範脊柱管狭窄症、強直性脊椎炎、骨形成不全症、

ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症 

◇申込 ３月１1日（水）正午までに電話で下記あて申し込む。 

※受付時間は月～金曜日：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 

 

社会福祉振興大会 
社会福祉の推進功労者への表彰と記念講話を行いますので、多くの

皆さまの参加をお待ちしています。 

◇日時 ２月２２日（土）午後１時～３時３０分 

◇場所 南那須公民館 

◇内容 

第１部 

（式典） 

社会福祉事業功労者表彰、感謝状贈呈、なすからキラキ

ラ日記コンクール表彰 

第２部 

（記念講話） 

演題：「災害から学ぶ、支え合いの体制づくり」の進め方 

講師：足利市川崎町自治会 

   災害ボランティア 

   足利市社会福祉協議会 

◇対象 どなたでも 

◇定員 ２００名 

◇費用 無料 

※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 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 

 

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

 

産後ママサロン「産後ヨガ」 
◇日時 ３月９日（月）受付：午前９時４０分～１０時 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 運動：家でもできる産後のシェイプアップ（約９０分） 

◇対象 市内在住の経産婦（産後１か月～産後１年６か月未満） 

※託児あり。（先着１０組） 

◇持物 母子健康手帳、バスタオル、飲物、ヨガマット（持っている

人）、託児を希望する人はおむつやミルク等のお出掛けセット 

※動きやすい服装でご参加ください。 

◇申込 ３月２日（月）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 

 

那須烏山市潜在保育士等就労準備金 
 市では、保育士資格または幼稚園教諭免許を持ちながら、保育所等

に勤務していない人等を対象として就労準備金を交付します。 

◇対象 市内在住で保育士・幼稚園教諭として、平成３１年４月１日

以降新たに市内の保育所等に勤務（１日６時間以上かつ月 

２０日以上勤務）している、または勤務することが決定して

いる人で、かつ、１年以上保育所等に勤務していなかった人。 

◇交付額 １０万円（上限） 

◇申込 申請書等（下記備付）に必要事項を記入し、下記あて郵送ま

たは直接持参する。 

※申請書等は、市ホームページからもダウンロードできます。 

※詳細は、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 



- 4 - 

 

 

 

こども館の催し物 
【親子で楽しくヨガ教室】 
◇日時 ２月２８日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 満田美佐子 氏 

◇対象 未就園児と保護者等 

◇定員 先着１５組 

◇持物 ヨガマットまたはバスタオル 

◇申込 ２月２６日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 ３月３日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 食生活を振り返ろう・祝い膳 

◇対象 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 

◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。 

【親子クッキング】 
◇日時 ３月６日（金）午前１０時３０分～正午 

◇内容 押し寿司とフルーツポンチ作り 

◇講師 市食生活改善推進員協議会 

◇対象 １歳６か月以上の幼児と保護者等 

◇定員 先着１０組 

◇費用 1組１００円 

◇持物 米１合、エプロン、三角巾 

◇申込 ２月２５日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※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 

 

子育て支援センター きらきら 
【保育園の「春が来るよ」コンサートに参加しよう】 
◇日時 ３月４日（水）午前１０時～１０時５０分 

◇場所 にこにこ保育園ホール 

◇内容 保育園のお友だちと一緒に歌ったり、楽器を鳴らしたりして

コンサートを楽しむ。 

◇講師 音楽家 岡倉ゆかり 氏  

◇対象 未就園児と保護者２０組程度 

◇申込 ２月２６日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【３月のおたんじょうかい】 
◇日時 ３月９日（月）午前１０時～１１時 

◇場所 子育て支援センターきらきら 

◇内容 おたのしみシアター、お誕生カード作り 

◇対象 ３月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 ３月２日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

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

 

男女共同参画週間キャッチフレーズ募集 
 令和２年度男女共同参画週間のポスターや全国の様々な広報・啓発

活動に使用するためのキャッチフレーズを募集します。 

◇募集テーマ すべての人が性別にかかわらず、自分らしい充実した

人生を実現するために時間の使い方を考えること、そして、家族や

地域、社会はそれをどう後押ししていくのかを社会全体で考えてい

くきっかけとなるようなもの。 

◇応募資格 どなたでも（応募作品は未発表の自作のものに限る。） 

◇応募方法 ２月２８日（金）までに内閣府ホームページ（http://w 

ww.gender.go.jp/public/week/week.html）にある応募フォームに必要

事項を入力し、応募する。 

◇結果発表 内閣府および外部審査員による厳正な審査により決定し、

４月に発表、５月に表彰予定です。 

■問合 内閣府男女共同参画局総務課 

「男女共同参画週間キャッチフレーズ募集係」 

☎０３－５２５３－２１１１（代表） 

■学校教育 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

小・中学校の夏季休業日が縮減されます 
市教育委員会では、令和２年度（中学校は令和３年度）から全面実

施となる新学習指導要領への対応、また、児童生徒・教職員の負担軽

減、児童生徒の学力向上・健全育成を目的として、夏季休業日を４日

間縮減しますので、ご理解とご協力をお願いします。 

◇夏季休業日 ７月２１日～８月２７日（３８日間） 

■問合 学校教育課指導支援グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

■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 

「なすからサロン」参加者募集 
地域の文化、歴史、景観等に関わる毎月１回の全１２回の講座です。 

◇日時等 毎月日曜日 午後１時３０分～３時 

開催日 講師 内容 

４月１２日 松本将樹 氏 「なす」の神社を知ろう 

５月１０日 滝口清榮 氏 ヘレニズムの哲学 

６月１４日 土谷長男 氏 戦後のジャズ 

７月１２日 上野修一 氏 縄文人の精神世界 

８月 ９日 青島睦治 氏 なすの小さな滝 

９月１３日 滝口清榮 氏 翻訳を通じて文化を考える 

１０月１１日 木村康夫 氏 那須烏山と柳田圀男 

１１月 ８日 青島睦治 氏 （化石に関するテーマで検討中） 

１２月２０日 松本将樹 氏 ガイドに使える烏山の自然と文化 

１月１０日 上野修一 氏 （まちづくりのテーマで検討中） 

２月１４日 木村康夫 氏 那須烏山の文芸風土 

３月１４日 土谷長男 氏 ジャズの旅・イン・アメリカ 

※場所はすべて南那須公民館第１会議室です。 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着３０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 ２月１５日（土）～２９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 

 

第５回「日本語発表会」を開催します！ 
 日本語を母国語としない人が、学んだ日本語による発表会を開催し

ます。異文化への理解を深め国際感覚の向上を図る機会となります。 

多くの皆さんの来場をお待ちしています。 

◇日時 ２月２３日（日）午前１０時～午後１時（予定） 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 １１名がテーマに沿って３分以内で発表します。 

※当日は、アトラクションとして烏山中学校生徒によるお囃子の演奏

を予定しています。 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

※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 市国際交流協会事務局（烏山公民館内） 

☎０２８７－８３－１４１２ 
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■スポーツ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第１７回 なすみなみ若鮎駅伝大会 
駅伝大会開催のため、交通規制にご協力をお願いします。また、皆

さんの温かいご声援をお願いします。 

◇日時 ３月１日（日）開会：午前９時、スタート：午前１０時 

◇場所 ＪＡなす南本店（開閉会式、スタート、ゴール） 

◇中継所通過予定時刻 

通過地点 通過予定時刻 中継所等 

ＪＡなす南本店 １０：００ スタート 

大桶中継所（広域行政センター） １０：０７ 第１中継所 

興野中継所（興野農産物直売所） １０：２２ 第２中継所 

富山中継所（鈴木建設） １０：３３ 第３中継所 

久那瀬中継所（久那瀬水産） １０：４７ 第４中継所 

小川吉田中継所（吉野工業所） １１：０１ 第５中継所 

ＪＡなす南本店 １１：０９ ゴール 

※コースへの車の乗り入れや、路上駐車をしないようご協力ください。 

※南那須小学生駅伝大会は休止します。 

■問合 大会事務局（清水）☎０９０－４９２２－９０１５ 

 

市民フットサル大会参加チーム募集 
◇日時 ３月１日（日）、８日（日）、１５日（日）、２２日（日） 

試合開始：午後６時 

◇場所 烏山体育館 

◇参加資格 １６歳以上の選手で構成されたチーム 

◇チーム編成 １チーム監督以下１２名以内 

◇費用 １チーム４，０００円 

◇申込 ２月２０日（木）までに電話で下記あて申し込むか、代表者

会議時に費用を添えて申し込む。 

【代表者会議】 
◇日時 ２月２０日（木）午後６時３０分～ 

◇場所 烏山公民館１０１会議室 

■問合 市体協サッカー部（大森）☎０２８７－８４－３１４０ 

 

■防災関連 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

春季全国火災予防運動 
３月１日（日）～７日（土）は、春季全国火災予防運動期間です。 

この期間中、午前７時から３０秒間サイレンを鳴らしますので、火

災と間違わないようご注意ください。 

この時期は特に、火災が発生しやすい状況にあります。火の始末に

は十分注意しましょう。 

◇令和元年度全国統一防火標語 

 「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」 

◇３つの習慣 

・寝たばこは、絶対やめる。 

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

◇４つの対策 

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

・家具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使

用する。 

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を

つくる。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７  

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

 

烏山図書館 おはなし会 
◇日時 ２月２２日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

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

 

都市計画区域マスタープラン説明会 
 県が決定する都市計画区域マスタープランを策定するにあたり、縦

覧および公聴会の手続きに先立ち、構想についての説明会を開催しま

す。 

◇日時 ３月１７日（火）午後６時３０分～ 

◇場所 市役所南那須庁舎大会議室 

◇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 

 

新規就農相談会ｉｎとちぎ 
◇日時 ３月１日（日）午前１０時～午後３時 

◇場所 とちぎアグリプラザ（宇都宮市一の沢２－２－１３） 

◇内容 新規就農希望者への個別面談、農業研修受講相談、農業法人

等への就職相談、震災被災者への就農相談、「農業次世代人材

投資事業（就農前の研修及び就農初期の青年就農者に対する

交付金）」の説明会および相談 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

◇主催 （公財）栃木県農業振興公社、（一社）栃木県農業会議 

■問合 （公財）栃木県農業振興公社 ☎０２８－６４８－９５１５ 

 

国有林モニターの募集 
 関東森林管理局では、国有林野事業の運営等について国民の皆様に

ご理解をいただくとともに、国有林野の管理経営に役立てていくため

「国有林モニター」を募集します。 

◇依頼期間 ４月～令和４年３月（２年間） 

◇依頼内容 ・国有林野事業に関するアンケートへの回答 

      ・国有林野事業に関する意見・要望等の提出 

      ・国有林モニター会議・現地視察への出席 

◇応募資格 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県、新潟県、山梨県および静岡県に住んでいる国有林

野事業に関心のある２０歳以上（令和２年 ４月１日時点）の人 

※国会および地方議会の議員、地方公共団体の長および常勤の国家公

務員は除きます。 

◇募集人数 ７０名程度 

◇応募方法 ２月２５日（火）までにハガキまたはＦＡＸに①氏名（ふ

りがな）、②性別、③生年月日、④住所、⑤電話番号、⑥職業、⑦モ

ニターを知ったきっかけ、⑧モニターに応募する理由を記入し、下

記あて申し込む。 

※関東森林管理局ホームページ（http://www.rinya.maff. 

go.jp/kanto/press/kikaku/191217.html）からも応募で 

きます。 

■問合 関東森林管理局 ☎０２７－２１０－１１５０ 

    ＦＡＸ０２７－２１０－１１５４ 

    〒３７１－８５０８ 群馬県前橋市岩神町４－１６－２５ 



- 6 - 

 

 

 

行政相談所 
総務大臣からの委嘱を受けた行政相談委員が、役所の仕事に対する

苦情や要望を受け付けて、公平・中立の立場から関係機関への通知等

を行います。毎月「心配ごと相談」で実施している定例相談のほか、

下記により相談所を開設しますので、気軽にご相談ください。 

なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。 

◇日時 ２月２６日（水）午前９時～正午 

◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室（事前申し込みは不要です。） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

ＪＩＣＡ海外協力隊２０２０年度春募集 
◇募集期間 ２月２０日（木）～３月３０日（月） 

◇募集説明会日時 ①２月１５日（土）午前１１時～午後１時３０分 

午後２時３０分～５時 

         ②３月７日（土）午後２時３０分～５時 

◇場所 ①とちぎ国際交流センター（宇都宮市本町９－１４） 

    ②小山市生涯学習センター（小山市中央町３－７－１） 

◇応募資格 青年海外協力隊、シニア海外協力隊、日系社会青年海外

協力隊、日系社会シニア海外協力隊 

（２０歳～６９歳） 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 ＪＩＣＡ栃木デスク（熊倉） ☎０２８－６２１－０７７７ 

Ｅメール：jicadpd-desk-tochigiken@jica.go.jp 

ＵＲＬ：http://www.jica.go.jp/volunteer/ 

 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
 郷土の自然条件、そこに維持されてきた田園風景、歴史、民俗、文

化等について、散策を楽しみませんか。 

◇日時 ３月７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 滝・野上コース（歩行６．５ｋｍ程度） 

龍門の滝駐車場 → 龍門の滝 → 水辺公園 → 野上（江川の旧流路）

→ 弥勒大菩薩堂 → 湧水 → 篠沢橋（水処理センター）→ 向田 →  

太平寺 → 龍門の滝駐車場 

◇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 

 

令和２年度 広報カレンダー 
 広報カレンダーは、下記窓口にて３月下旬より配布を行います。 

なお、外出困難等により配布場所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        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 日 
【休日当番医】鈴木整形外科（那珂川町） 

那須烏山市小学生交流レクリエーション大会 

☎0287-96-2811 

烏山体育館 

１７ 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 

確定申告（～3月16日） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山庁舎 

１８ 火 南那須グラウンド・ゴルフ大会第 100 回大会  緑地運動公園 

１９ 水 心配ごと相談 保健福祉センター 

２０ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２１ 金 
読み聞かせボランティア養成講座 10:00～12:00 

交通事故相談 

烏山図書館 

県南那須庁舎 

２２ 土 おはなし会14:00～14:30 烏山図書館 

２３ 日 
天皇誕生日 

【休日当番医】山野クリニック 

 

☎0287-84-3850 

２４ 月 
振替休日 

【休日当番医】高野病院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2520 

２５ 火 

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 

市議会定例会開会10:00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

 

２６ 水 

行政相談 

５歳児相談受付9:30～9:45 

８か月児健診受付13:00～13:30 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２７ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

離乳食相談（要予約） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

２８ 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 

２９ 土   

※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館 

※木曜 子育て支援「移動出前サロン」9:00～ 三箇公民館 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 那須烏山そば組合 

寒ざらしそばフェア 
 
◎期間 令和２年２月２９日（土）～３月１５日（日） 
◎実施店舗 
石川屋（中央）☎８２-２３６３ 高瀬（三箇）☎８８-７４８６ 

つね屋（金井）☎８２-２３６１ 長山（大木須）☎８４-３２６７ 

花町（金井）☎８２-２４８３  

※お問い合わせは各店舗までお願いします。 


