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さかえ介護タクシー  
関東運輸局許可事業 関自旅二第1073号 

＊車イスをご利用の方、歩行困難な方ご利用ください！ 
＊入退院・通院・介護施設等への送迎に、    

冠婚葬祭の送迎等にご利用ください！     
＊車いすのまま乗車できます！ 

那須烏山市白久４１０（三尾谷 栄）    
☎ ０９０－２２２４－３００８    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

キャッシュレス使い方講座 
「キャッシュレスを使ってみたいがどうすればよいか分からない」 

「そもそもキャッシュレスってなに？」といった人、どなたでも受講

できます。  

◇日時 ２月１８日（火）午後３時～４時 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 キャッシュレス決済とは、主なキャッシュレス手段、ポイン

ト還元事業とは 

◇定員 ５０名 

◇費用 無料 

◇申込 ２月１３日（木）までに電話またはＥメールで下記あて申し

込む。（原則、定員になり次第締め切り。） 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

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

 

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

 

なすから男女共同参画フォーラム 
 台風１９号の影響により延期していた「なすから男女共同参画フォ

ーラム」を開催します。性別や年齢などにとらわれず誰もが生き生き

と輝いて暮らせる社会について考えてみませんか。 

◇日時 ２月１５日（土）午後１時３０分～４時（受付：午後1時～） 

◇会場 烏山公民館２階研修室 

◇内容 ・講演：「誰もが生きやすい社会へ～多様な性と人権～」 

講師：Ｓ－ＰＥＣ代表 佐藤さえ子 氏、加藤加奈子 氏 

・栃木県初シニアチアダンスチームＳＨＩＮＹ☆ＳＭＩＬＥ

によるチアダンス 

・烏山高校生による烏山学＋（プラス）の活動報告「女性が

活躍する社会づくり」 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

◇申込 ２月１４日（金）までに電話等で下記あて申込む。 

※当日、座席に余裕がある場合は、事前申し込みをしていなくても参

加できます。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

熊田診療所事務員（医療事務）の募集 
地方公務員法が改正されたことに伴い、「会計年度任用職員」として

採用します。 

◇任用期間 ４月１日～令和３年３月３１日 

◇募集内容 

職名 事務員（医療事務） 

人数 １人 

業務内容 

医療事務および診療所運営補助業務 

・月～土曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

（水・土曜日は午前中） 

給与（報酬） 月額１８２，２００円 

応募要件 

・医療事務資格 

・医療事務、レセプト点検経験者 

・普通自動車運転免許 

◇試験方法 面接・適性試験（日時等は、別途通知します。） 

◇応募方法 １月２９日（水）までに、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）に必要条件を明記し、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１５分ま

で、郵送の場合は１月２９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、電話等で下記あて問い合わせるか、「募集案内」（下記備付

または市ホームページ掲載）でご確認ください。上記給与（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。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

こども館保育補助員の募集 
◇任用期間 ４月１日～令和３年３月３１日 

◇募集内容 

職名 保育補助員 

人数 ２人 

業務内容 

子育て支援業務補助、移動出前サロン事業補助、こど

も館事業補助、施設環境整備等 

・木・土曜日または木・日曜日のどちらかの週２日 

午前８時３０分～午後５時のうち６時間 

勤務地 こども館および移動出前サロン実施場所（調整中） 

謝金 １時間につき８９７円 

応募要件 
・子育て経験のある人 

・普通自動車運転免許 

◇試験方法 面接（日時等は、別途通知します。） 

◇応募方法 ２月７日（金）までに、履歴書（写真貼付）を下記あて

持参または郵送する。※郵送の場合は２月７日（金）必着です。 

※月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

〒３２１－０６２７ 南１－５６２－１２ 

令和２年１月１５日 Ｎｏ．３４４ 

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。） 
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令和２年度南那須地区広域行政事務組合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 

・条件付き採用期間は任用後１か月です。 
・勤務成績（人事評価等）が良好な場合、翌年度以降も再採用（４回まで）を行う場合もあります。 

◇募集内容 

職種 人数 
給料・報酬 

（予定） 
勤務日・勤務時間 業務内容・応募要件等 

所属 

（勤務地） 
問合・申込先 

看護師 

（パートタイム） 
１５人 

時給 

１，０５０円～ 

週５日 

午前８時３０分～午後５時 

（勤務時間相談可） 

・外来または病棟での看護師

業務 

・病児保育所での看護師業務 

・看護師免許 (准看護師免許) 

那須南病院 

〒321-0621 

中央3-2-13 

那須南病院総務課 

☎0287-84-3911 

保育士 

（パートタイム） 
２人 

時給 

１，０１９円～ 

月～金曜日 

午前８時３０分～午後５時 

・病児保育所および院内保育

所での保育業務 

・保育士免許 

管理栄養士 

（パートタイム） 
１人 

時給 

１，０２２円～ 

月～金曜日 

午前８時３０分～午後３時３０分 

（勤務時間相談可） 

・栄養指導業務等 

・管理栄養士免許 

医師事務作業補助 

（パートタイム） 
２人 

時給 

８９７円 

月～金曜日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

・医師事務作業補助技能認定

試験に合格している人（同

程度の知識を有する人） 

・３２時間の所定の研修を修

了した人 

・パソコン操作のできる人 

医療事務補助 

（パートタイム） 
３人 

時給 

８９７円 

月～金曜日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

・医事事務および病棟クラー

ク業務 

・医事事務の知識を有する人 

・パソコン操作のできる人 

事務補助 

（パートタイム） 
１人 

時給 

８９７円 

月～金曜日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

・経理帳簿の整理および電話

対応 

・簿記会計の知識を有する人 

・パソコン操作のできる人 

看護助手 

（フルタイム） 
５人 

月額 

１４０，９００円 

週５日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

（夜間勤務あり） 

・病棟での看護補助業務 

・夜勤勤務ができる人 

看護助手 

（パートタイム） 
１６人 

時給 

８６５円 

週５日 

午前８時３０分～午後５時 

（勤務時間相談可） 

・外来または病棟での看護補

助業務 

薬剤助手 

（パートタイム） 
１人 

時給 

８９７円 

月～金曜日 

午前８時３０分～午後４時３０分 

・薬剤師の補助業務 

・医薬品に関する知識を有す

る人 

・パソコン操作のできる人 

リハビリ事務補助 

（パートタイム） 
１人 

時給 

８９７円 

月～金曜日 

午前８時３０分～１２時３０分 

・書類の確認、整理等、電話

対応 

・パソコン操作のできる人 

ごみ処理作業員 

（パートタイム） 
５人 

日給 

６，０６０円 

原則、月～金曜日（週５日） 

※毎月１回日曜日勤務あり。 

 

午前８時３０分～午後４時３０分 

・ごみ処理業務 

・普通自動車運転免許 

（要マニュアル運転可能） 

保健衛生 

センター 

〒321-0602 

大桶444 

保健衛生センター 

庶務係 

☎0287-83-1155 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、勤務する所属および職種により異なる場合があります。また、上記給料・報酬（予定）のほか、通勤手当、期末手

当、特別勤務手当（ごみ処理作業員のみ）等が支給される場合があります。なお、フルタイム会計年度任用職員は、一定の条件のもと、退職

手当の支給があります。 

◇試験方法 選考試験は２月に実施します。試験時間等については、募集期間終了後に通知します。 

◇応募方法 １月２０日（月）～２月７日（金）に会計年度任用職員任用願（各問合・申込先備付またはホームページ http://www.minaminasukouiki.jp掲載）

に必要事項を明記し、応募要件等に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、各申込先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１５分までに持参してください。 

※郵送の場合は、書類一式を入れた封筒の表に「会計年度任用職員受験申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所・氏名を明記のうえ、２月７日（金）

必着で郵送してください。 

◇合格者発表 最終合格者は、郵送で通知します。（合否結果についての電話によるお問い合わせには回答できません。） 

※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上記内容が変更になる場合があります。 

■問合 受験資格・雇用条件等に関することは、上記記載の各問合・申込先あて直接電話でお問い合わせください。 
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■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」 

戸別受信機を無償で貸与します 
 １０月からスタートした新たな防災・行政情報伝達システムの端末

である戸別受信機（音声で情報を確認できる機器）を下記の条件に基

づき無償で貸与します。 

◇対象 市内に居住し、かつ、世帯員全員が固定電話以外の携帯電話

を持っていない世帯の世帯主 

◇申込 総務課（烏山庁舎）窓口で申し込む。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

水道メーター付近の除雪にご協力ください 
冬期は、積雪により水道メーターボックスが見つからず、水道検針

が困難になる場合があります。積雪の際は、ボックス付近を除雪する

など、水道メーター検針に支障が生じることのないよう、適切な管理

をお願いします。給水装置（市の施設した配水管から分岐して設けら

れた給水管およびこれに直結する給水用具）は皆さんの所有物です。

日頃から適切な維持管理に努めましょう。 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

■高齢者医療・診療所 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

６５歳～７４歳で一定の障がいがある人は 

後期高齢者医療制度に加入できます 
 ６５歳～７４歳で一定の障がいがある人は、申請により後期高齢者

医療制度に加入することができます。 

 加入した場合、医療費の負担割合は１割（所得額により３割）とな

ります。また、後期高齢者医療保険料を負担することになります。 

※現在加入中の健康保険の喪失は、後期高齢者医療制度加入後にお手

続きください。 

◇該当する障がいの程度 

①身体障害者手帳 

・１級、２級、３級の人 

・４級のうち、音声・言語機能の障がい（Ｄ４１）の人 

・４級のうち、下肢障がい（Ｆ４１・Ｆ４３・Ｆ４４）の人 

②精神障害者保健福祉手帳１級、２級の人 

③療育手帳Ａの人 

④障害年金１級、２級を受給している人 

◇申請に必要なもの 現在加入している健康保険証、印かん、障がい

の程度がわかるもの（障害者手帳や療育手帳、年金証書等）、マイナ

ンバーカード（通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類も

必要となります） 

◇申請場所 市民課（烏山庁舎）または市民課南那須分室（南那須庁舎） 

※詳細は、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 

 

境診療所の診療を終了します 
 境診療所は、長きにわたり境地区の地域医療の拠点として医療活動

を行ってまいりましたが、令和２年１月末日をもって休診させていた

だくこととなりました。 

ご不便をおかけしますが、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 

境診療所  ☎０２８７－８２－２２９２ 

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

 

市内一斉しば焼きの実施 
 越冬病害虫の撲滅と火災予防のため、市内一斉しば焼きを実施しま

す。実施にあたっては、事故防止にご協力ください。 

◇実施日 ２月２日（日）午前９時～午後1時 

◇予備日 ２月９日（日）予備日に実施できない場合は中止します。 

◇場所 市内全域（大沢・小原沢・こぶし台・大金台地区を除く。） 

◇注意事項 

 ・実施当日は、必ず地元消防団待機のうえ、各自治会の責任で実施

してください。 

・実施範囲は農地（田畑）の畦畔、農道、あぜ道に限ります。なお、 

屋敷周辺や山林・原野等の隣接農地の危険個所については絶対に

行わないでください。 

・上記実施時間を厳守してください。また、終了１５分前には鎮火

するようお願いします。 

・作業に際しては、監視をつけるとともに消火器具を準備し、風下

より一定の面積を保ちながら実施してください。 

・強風等により火災延焼のおそれのある時は中止してください。 

・電柱、標識等については、あらかじめ草を刈り取り損傷が生じな

いよう注意してください。 

・鎮火が確認できるまで絶対に現場を離れないでください。 

・風向き等に考慮し、歩行者や車両の通行、周辺住民に支障をきた

さないよう注意してください。 

・重大な火災につながるおそれがあるので、ＪＲ烏山線沿いは絶対

に行わないでください。（対象自治会：田野倉、小倉、宇井、大金、

高瀬、大里、小塙、鴻野山、芦生沢、森田宿、神長川西、滝） 

■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

イノシシ被害の対応 
 市では、鳥獣による農作物等への被害を防止するため、那須烏山市

鳥獣被害対策実施隊を設置し捕獲に努めています。 

現在、イノシシによる農作物等への被害が多数報告されています。

被害がありましたら、下記あてご連絡ください。 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

新規就農相談会ｉｎとちぎ 
◇日時 ２月２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 

 

■行政相談 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 １月２２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 
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■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 

 

市役所申告会場来庁者用駐車場 
 申告受付会場が烏山庁舎のみとなりますので、お越しの際は下記①

～④の駐車場をご利用ください。また、混雑が予想されますので、相

乗り等による来庁にご協力ください。 

◇来庁者用駐車場 

 ①烏山庁舎前（約１０台）、②消防署跡地（約２０台）、 

 ③烏山庁舎南（約１０台）、④臨時駐車場（約１０台) 

※④は申告期間の２月１７日（月）～３月１６日（月）のみ利用可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

給与支払報告書の提出期限は 

１月３１日（金）です 
 令和元年（平成３１年）中に給料、賃金、賞与、俸給、またはこれ

らの性質を有するその他の給与等を支払った事業者は、必ず「給与支

払報告書」を提出してください。パートやアルバイト、年の途中で退

職した人、外国人に支払った場合も同様です。 

なお、青色申告・白色申告の別に関係なく個人事業主が専従者への

給与や従業員への賃金等を支払った場合や、土地改良区・直売所等の

任意団体が手当等を支払った場合も、受給者住所（１月１日現在）の

ある市町村へ漏れなく「給与支払報告書」の提出をお願いします。 

◇提出期限 １月３１日（金）必着 

※可能な限り早めの提出をお願いします。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

国保税等の納付確認書が必要な人は窓口へ 
 所得税の確定申告時に、社会保険料控除として使用する国民健康保

険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付確認書が必要な人

は、下記の窓口で申請をお願いします。 

◇発行窓口 税務課（烏山庁舎）  

◇持物 本人確認ができるもの（運転免許証等） 

※南那須庁舎での発行はしません。 

※本人または同一世帯の人が来られない場合は委任状が必要です。 

※電話での回答はしませんので、ご了承ください。 

※いずれの納付確認書も普通徴収分です。特別徴収（年金差引き）分

は対象としていません。 

※市で確定申告をする場合は不要です。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

申告書の作成は国税庁ホームページの 

「確定申告書等作成コーナー」で！ 
国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」をご利用いただく

と自宅等で確定申告書が簡単に作成でき、ｅ－Ｔａｘで送信または書

面で印刷して送付のいずれかの方法で提出することができます。 

ｅ－Ｔａｘで送信する場合、税務署でＩＤ（利用者識別番号）とパ

スワードを取得して送信する方法と、マイナンバーカードをマイナン

バーカード対応のスマートフォンで読み込み、カード取得時に設定し

た暗証番号を入力して送信する２通りの方法があります。 

※詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。 

※「ｅ－Ｔａｘ・確定申告書等作成コーナー」の操作等に関するお問

い合わせは、下記のヘルプデスクあてお願いします。 

ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク 

☎０５７０－０１－５９０１ 

※確定申告に関するご質問、ご相談は下記あてお問い合わせください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

    税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

氏家税務署 確定申告会場を開設します 
 所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します。 

◇期間 ２月１７日（月）～３月１６日（月） 

※土・日曜日および祝日を除く。 

◇時間 受付：午前８時３０分～午後４時（提出は午後５時まで） 

相談：午前９時～ 

◇場所 氏家税務署２階会議室 

※確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受

付を早めに締め切る場合があります。 

※申告書の作成には時間を要しますので、お早めにお越しください。

なお、相談内容が複雑な場合は、午後３時頃までにお越しください。

相談が午後５時を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があり

ます。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

③
至　宇都宮市 至　常陸大宮市

県道10号

至　那珂川町

④

烏山庁舎 ①

②

那須烏山市役所入口
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所得税 雑損控除等個別申告会 
 確定申告に先立ち、台風１９号により住宅や家財等に被害を受けた

人は所得税や市県民税等の軽減を受けられる場合があります。 

氏家税務署と市では被害を受けた人に対して雑損控除等の個別申告

会を開催します。 

確定申告で雑損控除等の適用をお考えの人はご参加ください。 

◇日時 １月２１日（火）午前１０時～正午、午後１時～３時 

◇場所 市役所烏山庁舎２階第４会議室 

◇必要書類等 

・被害を受けた資産、取得時期、取得価格のわかるもの 

・被害を受けた家屋の取得価格がわからない場合は、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、修繕費用等が分か

るもの 

・被害により受領する保険金、損害賠償金等の金額の分かるもの 

・り災証明書の写し 

※雑損控除の計算書を作成するには状況の聞き取り等で時間がかかり

ますので、混雑する場合があります。 

※雑損控除の適用には、確定申告が必要です。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１（代表） 

 

税理士会が行う還付申告無料税務相談 
◇日時 ２月５日（水）午前９時３０分～午後４時 

◇場所 税理士会氏家支部各会員事務所 

※会員事務所の連絡先は氏家税務署の入り口に掲示してあります。 

◇対象 所得金額３００万円以下の給与所得者および年金受給者で   

少額の還付申告相談者 

※相談したい事務所へ事前に電話連絡をしてください。 

■問合 税理士会氏家支部 ☎０２８－６７６－７０５６ 

 

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

 

配食サービス事業委託事業者募集 
 令和２年度の配食サービス事業のお弁当作りおよび配送、利用料金

の徴収業務を一括して受託できる市内および近隣市町の事業者を募集

します。 

◇内容 毎週火曜日、木曜日のお昼にお弁当を作り、各利用者宅まで

配達する。利用者負担金を徴収する。 

◇申込 １月３１日（金）までに申請書（下記備付）に必要事項を記

入し、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 

 

南那須医師会地域住民公開講座 

上映会「ピア～まちをつなぐもの～」 
「患者を治せない医師にできること・・・一番好きな場所で最後ま

で自分らしく穏やかに幸せに生きてもらうための医療」在宅医療に懸

命に取り組む、若き医師と仲間（ピア）たちの命と希望の物語です。 

ぜひ、お越しください。 

◇日時 ２月９日（日）上映時間は１時間４０分です。 

・第1回上映：午後２時～（開場：午後１時３０分） 

    ・第２回上映：午後６時３０分～（開場：午後６時） 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール（那珂川町小

川１０６５） 

◇費用 無料  

◇申込 ２月５日（水）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 

南那須医師会（午前１０時～正午） 

☎０２８７－８２－２４７２ 

介護用おむつに係る費用の医療費控除証明 
 所得税等の確定申告の際に、おむつ代の医療費控除を受けるために

は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 

要介護認定者で一定の基準を満たすおむつ使用者には、２年目以降

の申告に、「おむつ使用証明書」に代わり使用できる証明書を市が発行

できる場合があります。証明書の発行については確定申告をする前に、

下記受付窓口で申請してください。 

◇発行証明書 おむつに係る費用の医療費控除証明書 

※証明書は申請後、後日郵送します。 

◇受付窓口 健康福祉課（保健福祉センター内） 

※健康福祉課のみで受け付けします。（印かんをご持参ください。） 

※確定申告前に、十分に余裕を持って手続きを済ませてください。 

■問合 健康福祉課介護保険グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

介護保険要介護認定者に係る障害者控除 
 要介護認定者で一定の基準を満たす場合は、市が障害者控除認定書

を発行し、所得税等の確定申告の際に障害者控除を受けることができ

ます。ただし、身体障害者手帳を所持し、障害者控除を受けている人

を除きます。認定書の発行については、確定申告をする前に、下記受

付窓口で申請してください。 

◇発行認定書 障害者控除対象者認定書 

※認定書は申請後、後日郵送します。 

◇受付窓口 健康福祉課（保健福祉センター内） 

※健康福祉課のみで受け付けします。（印かんをご持参ください。） 

※確定申告前に、十分に余裕を持って手続きを済ませてください。 

■問合 健康福祉課介護保険グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

モテ体（たい）・輝き体（たい）人の運動教室 
 健診結果説明会に併せて、運動教室を行います。ぜひ、参加して健

康づくりにお役立てください。運動不足になりやすい季節、テンポ良

い音楽を聴きながら体を動かしましょう。 

◇日程 ２月１日（土） 

①午前９時４０分～１０時２５分（受付：午前９時３０分～） 

②午前１０時３５分～１１時２０分（受付：午前１０時２５分～） 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容 ＺＵＭＢＡ（ズンバ） 

◇対象 市内に住所を有する市民 各回２０名程度 

◇費用 各回３００円 

◇持物 動きやすい服装、タオル、飲物（糖分のないもの） 

◇申込 １月２７日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日、健診結果説明会にお越しの人は、結果を受け取ってから参加

してください。 

※運動制限がある人や加療中の人が参加する場合は、主治医と相談し

てください。 

※当日の健康状態によっては、ご遠慮いただく場合がありますので、

あらかじめご了承ください。 

※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 

 

いきいきヘルパー講座 
 高齢化が進んでいる市では、ちょっとした家事のお手伝いを必要と

している人が大勢います。 

ぜひ、「いきいきヘルパー」として働いてみませんか！ 

◇日時 ２月７日（金）、１３日（木）各日午前１０時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター等 

◇内容 講義および訪問実習 

◇対象 おおむね７５歳までの市民で、いきいきヘルパーに関心のあ

る人、働いてみたい人 １５名程度 

◇費用 無料 

◇申込 １月３１日（金）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 



- 6 - 

 

 

 

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 

 

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

 

令和元年度子育てのための施設等利用給付 
 以下の要件に該当し対象施設または事業を利用している人は、一時

預かり事業等の利用料が幼児教育・保育の無償化の対象となります。

昨年１０月１日から１２月３１日分の対象事業の利用料を給付（償還

払い）します。対象となる人は、忘れずに手続きをしてください。 

◇対象 次の①～④の全てに該当し、かつ、（ア）または（イ）のいず

れかに該当する子ども。 

①本市に住所がある。 

②教育・保育給付の保育認定または施設等利用給付認定を受けてい

る。 

③幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所または企業主

導型保育事業所に在園していない。 

④認可外保育施設、一時預かり事業または病児保育事業を利用して

いる。（市内・市外不問） 

（ア）３～５歳児クラスの子ども 

（イ）市民税非課税世帯の０～２歳児クラスの子ども 

※対象施設は、「特定子ども・子育て支援施設等」の確認を受けている

施設に限ります。各市町のホームページで確認するか利用している

施設に直接お問い合わせください。 

※申請方法等の詳細は、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 

 

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を対象として就労準備金を交付します。 

◇対象 市内在住の人で保育士・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 

 

はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰 
 厚生労働省では、ひとり親家庭の親の就業促進を図るために、積極

的な取り組みを行う企業等を表彰しています。 

◇対象 次の①～③のすべてに該当する企業・団体 

①ひとり親家庭の親の就業支援に積極的に取り組んでいること 

②母子・父子福祉団体等に相当額の事業を発注していること 

③過去に本表彰を受賞していないこと 

◇応募方法 ２月７日（金）までに、応募用紙（こども課備付）に必

要事項を記入し、下記の応募先あて申し込む。 

（応募先） 

〒１００－８９１６ 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室 

☎０３－５２５３－１１１１ 

※表彰基準や応募方法等の詳細は、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ご確認 

ください。 

・厚生労働省ホームページ 

ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08192.html 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

 ☎０２８７－８８－７１１６ 

こども館の催し物 
【節分制作】 
◇日時 １月２６日（日）～２９日（水）午前９時～午後４時 

※２７日（月）を除く。 

◇内容 おにのお面作り 

◇対象 未就園児と保護者等 

◇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。 

※場所はこども館です。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 
【２月のおたんじょうかい】 
◇日時 ２月１２日（水）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 ２月生まれの未就園児と保護者１０組程度 

◇申込 ２月５日（水）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 

 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園  

ひよこ教室 
◇日時 １月２７日（月）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 認定こども園 烏山聖マリア幼稚園（南１－９－１９） 

◇内容 節分にちなんでお菓子をまいてオニ退治！ 

◇対象 未就園児と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 １月２０日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７ 

 

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

 

那須烏山市小学生交流レクリエーション大会 

参加者募集 
 市内の小学生を対象にレクリエーション大会を開催します。お誘い

あわせのうえ、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ２月１６日（日）受付：午前８時１０分～ 

開会式：午前８時３０分、競技開始：午前９時 

（正午頃終了予定です。） 

◇場所 烏山体育館 

◇種目 ドッジボール、出た目で勝負、人間輪投げ競争、じゃんけん

大会等 

◇対象 市内小学生 

◇費用 無料 

◇持物 運動しやすい服装、体育館用シューズ、タオル等 

◇申込 ２月４日（火）までに申込書（市ホームページ掲載）に必要

事項を記入し、下記あてＦＡＸまたは直接持参してください。 

■問合 那須烏山市スポーツ少年団事務局（市生涯学習課内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 ＦＡＸ０２８７－８８－２０２７ 
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第１７回 なすみなみ若鮎駅伝大会 

参加チーム募集 
 参加チームを募集しています。皆さんお誘いあわせのうえ、ぜひ、

ご参加ください。 

◇日程 ３月１日（日）※南那須小学生駅伝大会は休止します。 

◇場所 ＪＡなす南本店（全６区２２．８７ｋｍ） 

※水害により特設コースのため２．０６ｋｍ距離が短縮になります。 

◇対象 参加チームはクラブチームとする。  

    １チーム１０名で構成 

     ・監督１名 

・選手６名（中学生以上の男女） 

・補欠３名以内 

※男子のみ、女子のみ、または混成チームも可。 

◇費用 １チーム５，０００円（大会当日ご持参ください。） 

◇申込 ２月９日（日）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 なすみなみ若鮎駅伝大会事務局（清水） 

☎０９０－４９２２－９０１５ 

Ｅメール：rw323822＠bj8.so-net.ne.jp 

 

■文化 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

こども常磐津教室発表会 
 こども常磐津教室に参加している地元の小・中学生等が日頃の練習

の成果を発表しますので、ぜひ、お越しください。 

なお、この事業は文化庁の「伝統文化親子教室事業」を活用したも

のです。 

◇日時 １月２６日（日）午後３時～（開場：午後２時３０分） 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇演目 三味線：「パプリカ、チューリップ、ぶんぶんぶん、カエルの

合唱、かごめかごめ、サザエさん」 

    浄瑠璃：「月の御殿、将門」 

◇指導 常磐津津紫摩 

◇対象 どなたでも 

◇費用 無料 

◇申込 事前申込は不要です。当日、直接会場にお越しください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎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 

「布ぞうり作り教室」参加者募集 
好評の小物づくり第２弾、今回は、布ひも作りから始める布ぞうり

作りです。 

◇日時 ①３月５日（木）、②３月１２日（木） 

※時間はすべて午後１時３０分～４時です。 

◇場所 烏山南公民館和室会議室 

◇内容 ①布ぞうり作りに使う、布ひもと鼻緒を作る。 

    ②１足の布ぞうりを仕上げる。 

◇講師 髙野千恵子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名 

◇費用 ２００円程度（材料代実費） 

◇持物 裁縫用はさみ、糸、針、ぞうり作りに使う布（浴衣なら１着

分、大人のＴシャツなら２着分程度） 

※材料が用意できない人は、申し込み時にご連絡ください。 

◇申込 １月１８日（土）～２月１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 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 １月１８日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館おはなしのへや 

◇出演 図書館ボランティア 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 
◇日時 １月１８日（土）午後２時～３時 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇出演 アトリエびっき 

◇内容 人形劇、エプロンシアター、かんたん工作等  

    （Ｗスタンプ＆お土産付き） 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 １月２５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 

 

読み聞かせボランティア養成講座 
◇日時 ２月２１日（金）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館団体活動室 

◇内容 エプロンシアターの演じ方、エコ工作等 

◇講師 佐野短期大学児童文化言語表現非常勤講師  

アトリエびっき 加藤美智子 氏 

◇対象 図書館ボランティアに興味がある人、児童施設関係者、 

    エプロンシアターのスキルアップを図りたい人等 

◇申込 ２月１６日（日）までに下記あて電話、ＦＡＸまたは直接カ

ウンターで申し込む。 

◇定員 ２０名程度 

◇費用 無料 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

    ＦＡＸ０２８７－８２－７５６６ 

 

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

 

台風１９号により被災された人に 

無償で自動車を貸し出します 
◇期間 １月３１日（金）まで 

◇内容 ・軽乗用車（１か月単位） 

・軽トラック（１日単位で期間中何度でも可） 

※無償期間終了後、希望者には特別価格リースで長期貸し出しします。 

◇保険 ・対人：無制限 

・対物：無制限（免責額５万円） 

・人身傷害：３，０００万円／人（乗車中のみ） 

・車両：なし 

◇対象 台風１９号により被災された人 

◇条件 ・自動車運転免許証を持っている。 

・り災証明書、り災届出証明書、被災証明書もしくは届出証

明書のいずれかを提示できる。 

・携帯電話を所有している。 

※支援団体は、直接下記あて連絡する。 

◇申込 事前に電話またはインターネット（info@japan-csa.org）で下

記あて予約する。（完全予約制） 

■問合 日本カーシェアリング協会 ☎０２２５－２２－１４５３ 

（現地担当者）☎０９０－１７１２－６７６０（吉澤） 

（本事業専用）☎０８０－９６３１－５２８６ 
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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、散策しながら楽しみませんか。 

◇日時 ２月１日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 旧七合中学校 

◇散策コース 中山コース（歩行６ｋｍ程度） 

旧七合中学校 → 丘陵上の開墾地 → 猫入地内 →  

中山横穴墓・窯跡 → 八幡宮 → 旧七合中学校 

◇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 

 

ボックスカルバート設置工事により 

車両通行止めになります 
 一級河川中山川のボックスカルバート設置工事に伴い、終日車両通

行止めになります。なお、歩行者、自動二輪および自転車は通行可能

です。ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇工事期間 １月２０日（月）～３月３１日（火）予定 

◇工事箇所 中山（有限会社大野産業様付近） 

◇通行止区間 市道谷浅見平野線および市道中山猫入志鳥堺線 

◇迂回路 

 

■問合 県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３２４ 

 

神長トンネル照明更新工事により 

夜間は車両通行止めになります 
神長トンネル照明更新工事に伴い、夜間は車両通行止めになります。 

なお、歩行者、自転車は通行可能です。通行止めの時間帯は、交通

誘導員の案内により迂回路（旧道）を通行ください。 

ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇日程 １月２１日（火）午後７時～午前０時 

予備日：１月２２日（水）、２３日（木） 

◇工事箇所 主要地方道宇都宮那須烏山線 

◇通行止区間 神長トンネル 

■問合 県烏山土木事務所 ☎０２８７－８３－１３２４ 

 

とちぎテレビのデータ放送をご覧ください 
 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。 

◇閲覧方法 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ので、災害情報等についてもデ 

ータ放送をご覧ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

第５０回「伸びゆく子どもたちの作品展」 
◇日時 ２月１４日（金）～１７日（月）午前９時～午後９時 

※最終日は午後３時までです。 

◇場所 ザ・ビッグエクストラさくら店フードコート前 

    （さくら市櫻野１５５１） 

◇内容 南那須特別支援学校の紹介と児童生徒の作品展示 

◇主催 栃木県特別支援学校教育振興会、栃木県立南那須特別支援学校 

■問合 栃木県立南那須特別支援学校 ☎０２８７－８８－７５７１ 

 

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

 

１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） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１７ 金 交通事故相談 県南那須庁舎 

１８ 土 

ジオパーク構想教室 受付9:30～ 

おはなし会10:30～11:00 

おたのしみ会14:00～15:00 

南那須公民館 

南那須図書館 

烏山図書館 

１９ 日 
【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） 

第１４回那須烏山市駅伝競走大会 

☎0287-96-2841 

 

２０ 月   

２１ 火   

２２ 水 行政相談 烏山庁舎 

２３ 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 

２４ 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 

２５ 土 おはなし会14:00～14:30 烏山図書館 

２６ 日 

【休日当番医】七合診療所 

栃木県郡市町対抗駅伝競走大会 

栃木県小学生駅伝競走大会 

☎0287-82-2781 

宇都宮市 

栃木市 

２７ 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 

２８ 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 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２９ 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 

３０ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

３１ 金 

市県民税第４期、国民健康保険税

第７期、介護保険料第７期、後期

高齢者医療保険料第７期納期限・

口座振替日 

 

※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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

工事箇所 大野産業 様 

迂回路 

小型車 

 

迂回路 

（国道２９４号） 

中・大型車 

 

 
金曜・土曜は 22：00まで営業！ 

新年会・歓送迎会等 各種宴会承ります。お気軽にご相談ください。 
---------------------- 飲み放題もあります！ ----------------------- 
 
◆ケーキセット ￥650 
◆日替わりランチ ￥850（ケーキ付＋100円） 
 
◇営業時間/11:00～18:00 ◇定休日/水曜・日曜 
◇住所/那須烏山市中央1-20-33 ◇℡/080-6505-3312 

 

Ｃａｆｅ  ローズ  

 

大好評！ 
朝焼き食パン 

 （要予約） 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 


