
 

- 1 - 

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    
 

「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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オリンピック 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

聖火リレーボランティアの募集 
 ３月２９日（日）に開催される聖火リレーに伴い、ボランティアを

募集します。 

◇募集内容等 

区分 雑踏警備ボランティア 清掃ボランティア 

日時 

３月２９日（日） 

午後４時～８時予定 

（集合および打ち合わせ等の

時間を含む。） 

３月２８日（土）、３０日（月） 

各日午前８時～９時３０分 

場所 

ルート上に一定間隔で配置 

（当日集合場所は、決定次第ご

連絡します。） 

ＪＲ烏山駅前多目的広場 

～烏山高等学校 

内容 

沿道の観客および歩行者の整

理、駐車場等からのルート上へ

の車の進入防止等 

ルート沿道の清掃（ゴミ拾い） 

対象 １８才以上（高校生不可） 
小学生以上 

（３年生以下は保護者同伴） 

定員 先着１４０名 各日５０～７０名程度 

支給 
スタッフユニフォーム、携帯用

カイロ等 
記念軍手等 

◇申込 １月６日（月）～２０日（月）に申込用紙（下記備付）に必

要事項を記入し、下記あて提出する。 

※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

※申込用紙は市ホームページからもダウンロードできます。 

※メールおよびＦＡＸは不可とします。 

※定員になり次第募集を締め切ります。 

■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（生涯学習課スポーツ振興室内） 

☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

南那須地区広域保健衛生センターへの 

ごみの直接持ち込みにご注意ください 
１月５日（日）まで南那須地区広域保健衛生センターへのごみの直

接持ち込みはできません。 

また、１月４日（土）には、ごみステーションに出された「燃やす

ごみ」の臨時収集を行いますが、同様に直接持ち込みはできません。 

なお、毎月１回実施している一般家庭ごみの休日持ち込みについて

は１月１２日（日）に実施します。 

■問合 南那須地区広域保健衛生センター 

☎０２８７－８３－１１５５ 

■成人式 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年 成人式 
 「令和２年那須烏山市成人式」を下記のとおり開催します。 

案内状を令和元年１０月１日現在で市内に住民登録がある人および

参加希望の連絡をいただいた人に送付しています。案内状を受け取っ

ていない人で参加を希望する人は、１月６日（月）以降に下記へ連絡

し、ご参加ください。 

◇日時 １月１２日（日）午前１０時開式 

受付：午前９時～９時４５分 

◇場所 凮月カントリー倶楽部（城山２６４１） 

◇対象 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれ 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■カウントダウンプロジェクト 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

みなみなすカウントダウンプロジェクト 

の資料を展示します 
 ２１世紀を祝う年越しイベント「みなみなすカウントダウンプロジ

ェクト（２０００年１２月３１日開催）」の一環として、タイムカプセ

ルに入れて南那須庁舎敷地に埋設した２０年前の資料等を展示します。 

◇日時 １月１５日（水）～３０日（木） 

※展示時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

◇場所 市役所南那須庁舎正面玄関フロア 

◇内容 野外ステージ壁画の原画、行政カレンダー、ポスター、アル

バム、タイムカプセル等 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１月１日 Ｎｏ．３４３ 

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

 

令和２年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：総務課） 
地方公務員法が改正されたことに伴い、これまで嘱託職員・非常勤一般職員等として採用していた下記職を４月１日から「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 所属課・業務内容 問合先 給料（報酬） 応募要件・資格等 人数 試験日 

事務員 

【総務課】会計年度任用職員管理事務 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

総務課 

☎83-1117 

（時給） 

１，１１９円 

・ワードやエクセル等の基本的

な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

１０人 

程度 

１月２５日 

（土） 

【健康福祉課】高齢者福祉事務 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

健康福祉課 

☎88-7115 

【農政課】農地中間管理事業事務（窓口対応、農地利

用集積計画に係る書類作成等） 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

農政課 

☎88-7117 

【農政課】農地調整事業事務（農地利用状況調査、農

地利用集積、農地種別問い合わせ対応等） 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

農政課 

☎88-7117 

【上下水道課】企業会計経理事務、各種届出等受付事

務、料金収納事務 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

上下水道課 

☎84-0411 

【生涯学習課】スポーツ推進室事務 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

生涯学習課 

☎88-6223 

【市民課】窓口業務 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

市民課 

☎83-1116 

事務員 

（医療事務） 

【市民課】各診療所との事務調整業務、診療所事務補

助業務、市民課窓口業務 

・月～金曜日  午前８時３０分～午後４時３０分 

（年数回、診療所勤務あり。） 

市民課 

☎83-1116 

・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 

１人 

家庭相談員 
【こども課】児童・家庭相談指導業務 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

こども課 

☎88-7116 

（時給） 

１，２０１円 

・面接実務経験を有する人で大

学等で児童・社会福祉、児童・

心理・教育学を修めた人 

（相談員としての必要な学識経

験を有する人） 

・普通自動車運転免許 

２人 

１月２９日 

（水） 

母子父子自

立支援員兼

婦人相談員 

【こども課】ひとり親家庭の就労等支援、福祉資金の

貸付相談、ＤＶ相談・女性保護に関する

支援 

・月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

・ひとり親家庭や女性の支援に

理解があり、相談受付・情報

提供・助言等に努められる人 

・普通自動車運転免許 

１人 

子育て 

支援員 

【こども課】子育て支援拠点業務、こども館事業補助、

施設環境整備等 

・火～日曜日のうち週５日 

午前８時３０分～午後５時のうち７時間勤務 

※原則の勤務時間と異なります。 

こども課 

こども館 

☎80-0281 

（時給） 

９５１円 

・地域子育て支援拠点事業研修

終了証書を有する人（または

保育士・幼稚園教諭免許等を

有する人） 

・普通自動車運転免許 

２人 
１月３１日 

（金） 

◇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４時３０分です。ただし、勤務地や職種により勤務時間の違いや土・日

曜日の勤務があります。詳細は、電話等で上記記載の担当課（問合先）あて問い合わせるか、各職の「募集案内」（各問合先備付または市ホ

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。 

◇試験方法 面接・適性試験 ※試験時間等は、募集期間終了後に上記記載の担当課（問合先）から通知します。（事務員のみ総務課より通知します。） 

◇応募方法 １月１７日（金）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（各問合先・総務課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、総務課人事グループ（〒３２１－０６９２ 中央  

１－１－１）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１７日（金）必着です。 

※人数は、現時点での予定人数です。 

※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上記内容が変更になる場合があります。 

■問合 業務内容、資格や免許、勤務形態等詳細は、上記記載の担当課（問合先）あてお問い合わせください。 

    （その他のお問い合わせ 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７） 
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■パブリックコメント 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第２次那須烏山市土地利用計画（案） 

に関する意見募集 
◇募集期間 １月８日（水）～２月６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 

・当該計画（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（閲覧場所備付）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。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７ー８３ー１１１２ 

ＦＡＸ０２８７－８４－３７８８ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１  

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

 

■年金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２０歳になった人の国民年金加入 
 ２０歳以上６０歳未満の人は国民年金に加入し、保険料を納めるこ

とになります。国民年金は、老後の保障だけでなく、病気や事故で障

がいが残ったときや家族の働き手が亡くなったとき等、あなたや家族

を守る大切な制度です。 

２０歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入したこと

をお知らせします。（厚生年金等に加入している人を除きます。）２０

歳になってから２週間程度経過しても加入のお知らせが届かない場合

は、国民年金の加入手続きが必要なため、下記あてお問い合わせくだ

さい。 

 なお、学生や所得が少なく保険料の納付が困難な人の場合は、「学生

納付特例制度」や「納付猶予制度」がありますので、ご相談ください。 

※保険料を未納のままにしておくと、将来の年金（老齢年金）や障害

年金等が受け取れないこともありますのでご注意ください。 

■問合 日本年金機構宇都宮東年金事務所 

☎０２８－６８３－３２１１㈹ 

市民課市民窓口（烏山庁舎）  ☎０２８７－８３－１１１６ 

市民課南那須分室（南那須庁舎）☎０２８７－８８－０８７０ 

 

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

 

学生用の国民健康保険証 
【①修学のため親元を離れて市外へ転出する場合】 
届け出することにより、引き続き那須烏山市の国民健康保険証を使

用することができます。 

◇申請に必要なもの 在学証明書、印かん、国民健康保険証、届出人

の身分確認書類（運転免許証等） 

【②学生でなくなった場合】 
①の学生用の国民健康保険証を持っている人が学生でなくなると、

那須烏山市の国民健康保険証は使用できなくなります。現住所地での

国民健康保険の加入手続きに必要な証明書を発行しますので、下記あ

て届け出てください。 

◇申請に必要なもの 卒業証書や退学証明書、印かん、国民健康保険

証、届出人の身分確認書類（運転免許証等） 

◇届出先 市民課（烏山庁舎）または市民課南那須分室（南那須庁舎） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

■交通安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

しあわせ高齢ドライバースクール参加者募集 
 安全かつ快適な運転を継続していただくよう高齢者を対象とした交

通安全教室を実施します。自分の運転方法を確認しながらプロによる

安全運転走行の講習を受講できます。 

◇日時 ２月２６日（水）午前９時３０分～午後３時４５分 

（雨天決行） 

◇場所 ツインリンクもてぎ（茂木町桧山１２０－１） 

◇内容 自己診断、健康ドライブ体操、実技走行（オートマ車を使用）、

事故事例学習、危険予測トレーニング、確認走行、まとめ 

◇対象 市内在住の普通第１種免許以上の運転免許を取得し、現在運

転を行っている高齢者（原則６５歳以上） 

◇費用 １，７００円（教材費の一部および昼食代） 

◇定員 ７名（定員になり次第締め切り。） 

◇申込 １月２３日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※市役所烏山庁舎および南那須庁舎から会場まで担当職員が送迎しま

す。参加者が決まり次第、詳細を通知します。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■税務 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

農業所得事前申告に係る収支内訳書 

の提出期限 
確定申告会場での混雑緩和と適正な申告のため、昨年１１月２９日

に配布した農業所得事前申告書「２０１９年分収支内訳書（農業所得

用）」を期限までに下記あて提出してください。（同封した返信用封筒

をご利用ください。） 

 なお、提出いただいた場合でも、確定申告または住民税申告が必要

です。（収支内訳書を申告時に確認します。） 

◇提出期限 １月１５日（水）まで 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市プレミアム付商品券 

購入引換券の交付申請についてのお願い 
 市が実施するプレミアム付商品券事業について、商品券の購入に必

要となる購入引換券の交付申請忘れはありませんか？ 

市では、販売対象となる可能性がある住民税非課税の人あてに、昨

年７月１９日にプレミアム付商品券購入引換券の交付申請書を郵送し

ています。交付申請書を紛失してしまった場合は、再発行も可能です。 

対象となる可能性がある人は、ぜひ、交付申請手続をお願いします。 

◇交付申請期限 １月３１日（金）まで 

◇商品券購入期限 ２月２８日（金）まで 

◇商品券使用期限 ２月２９日（土）まで 

※プレミアム付商品券の販売対象となる可能性がある住民税非課税の

人で、市から購入引換券の交付申請書が届いておらず、対象になる

と思われる人については、下記あてお問い合わせください。ただし、

住民税非課税の人であっても、住民税課税者と生計同一の配偶者ま

たは扶養親族、生活保護を受けている人等については、販売対象外

となります。 

※那須烏山市プレミアム付商品券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 
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■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

台風１９号被害に係る水道料金等の減免 
台風１９号で被害を受けた人に対し、水道料金・下水道使用料の減

免を行います。 

◇対象 台風１９号で被災した水道・下水道使用者で、市で給水中の

家屋・建物が浸水被害を受け、その家屋の清掃等に水道水を

使用した人。（減免には申請が必要です。） 

  ただし、以下の場合は減免の対象となりません。 

・井戸水のみ使用の人 

・被災時に水道が閉栓中の人 

◇申請方法 １月３１日（金）までに減免申請書【災害用】（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、

罹災証明書の写しを添えて下記あて申請する。 

◇減免内容 対象家屋・建物に係る２月分の料金から、メーター器口

径が１３ｍｍ～２０ｍｍは５㎥、２５ｍｍ以上は１０㎥

（使用量が減免水量に満たない場合は、使用量の全量）

を減免します。 

※令和元年１２月分で既に減免された人は対象となりません。 

※基本料金は減免対象となりません。 

※検針票は減免前の金額となりますが、納入通知書または口座引落の

金額は、減免後の金額となります。 

■問合 上下水道課 ☎０２８７ー８４－０４１１ 

 

凍結注意 水道の冬支度はお済みですか 
厳冬期を迎え、給水管の凍結による破裂および漏水事故が多くなり

ます。給水管や蛇口の凍結防止のため、保温材の取り付けや給水管内

の水抜き等、有効な対策に努めましょう。 

なお、漏水事故が発生した場合には、市の指定を受けた給水装置工

事事業者に修繕を依頼する等、適切な維持管理をお願いします。 

また、水道検針の円滑な実施に向けて、日頃よりメーターボックス

内および周辺の環境整備にご理解ご協力をお願いします。 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７ー８４ー０４１１ 

 

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

 

令和２年度とちぎ農業未来塾受講者募集 
Ｕターン、Ｉターン等により県内で本格的な農業経営を始めたいと

考えている人を対象とした研修です。（家庭菜園や趣味的なものは対

象外です。） 

【就農準備基礎研修】 
◇内容 農業経営や栽培技術の基本的内容を中心とした講義、実習、

現地視察等（年間３０日間） 

◇募集人員 ８０名 

◇受講料 １５，０００円 

【就農準備専門研修】 
◇内容 いちご・施設野菜・露地野菜・果樹の農業経営・栽培技術の

専門的内容に関する講義、実習、現地視察等（年間１００日

間、または１８０日間） 

◇募集人員 ６０名 

◇受講料 １００日間：５０，０００円、１８０日間：９０，０００円 

◆研修場所 農業大学校等 

◆申込 ２月６日（木）までに申込書（市農政課備付）に必要事項を

記入し、下記あて申し込む。 

※申込書は、大学校ホームページ（ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/ 

g63/）からもダウンロードできます。 

※いずれのコースも、テキスト代や傷害保険加入料等として別途  

１０，０００円程度の費用がかかります。 

■問合 栃木県農業大学校研修チーム ☎０２８－６６７－４９４４ 

農業用ハウスの雪害防止対策 
 平成２６年２月の大雪では、県内各地で多くのハウスが倒壊する等

の甚大な被害がありました。年数が経過したハウスは強度が低下して

いますので、事前に点検を行い、部材の更新や補強対策に万全を期し、

雪害に強い農業経営を実現しましょう。 

※詳細は、国・県ホームページの「雪害対策」でご確認ください。ま

た、｢とちぎ農業防災メール｣および「栃木県防災メール」に登録し

早めの対策を行いましょう。 

■問合 農政課農政振興グループ ☎０２８７ー８８ー７１１７ 

 

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

 

第１３回 元気あっぷ市民の集い 

 毎年２月２２日は「那須烏山市こころを元気にする日」、２月２０日

～２６日は「こころを元気にする週間」です。 

 今年は参加型・体験型の「元気なこころ」をつくる集いを実施しま

すので、ご家族みんなでお越しください。 

◇日時 ２月２日（日）午前９時～正午 ※雨天決行 

◇場所 保健福祉センター 

◇内容等 

内容 定員 費用 

骨密度検診（２０歳～８４歳） 

※市に住所を有し、今年度に受

診していない人が対象です。 

先着１００名 ５００円 

ミニそーいんぐ教室 なし １００円 

バランスボール ５０名（要申込） ２００円 

ミニくす玉作り ３０名（要申込） １００円 

キッズ体操 ４０組（要申込） ３００円 

笑いヨガ ３０名（要申込） 無料 

ふまねっと運動 なし（要申込） 無料 

血圧・体組成測定 なし 無料 

※あすなろ作業所、いっぴ、みつわ工房パン等の販売は、なくなり次

第終了です。 

◇申込 申し込みが必要な内容については、１月２０日（月）までに

電話等で下記あて申し込む。 

※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 

 

健康キープ★重症化予防教室（２日目） 
 糖尿病や高血圧等の生活習慣に起因する生活習慣病は、予防可能な

病気です。今ある健康を保つために、現在の生活を振り返ってみませ

んか。４日間コースの２日目のご案内です。 

◇日時 １月２３日（木）午前９時３０分～正午 

受付：午前９時１５分～ 

◇場所 保健福祉センター検診室、機能回復訓練室 

◇内容 健康運動指導士講話・実技 

「生活習慣病を予防するための運動」 

◇定員 １０名程度（定員になり次第締め切り。） 

◇費用 無料 

◇申込 １月１７日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当教室は疾患予防を目的としています。すでに治療中で食事・運動

制限等がある人は食生活・健康相談等をご利用ください。 

※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 
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令和２年度 健康診査 
 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（令和３年３月３１日現在） 

◇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

ンターネットまたは電話で予約する。 

※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 

 

献血（全血）にご協力を 
 ２０～３０歳代の献血者が減少しています。ぜひ、ご協力ください。 

◇日時 １月２７日（月） 

    ・烏山庁舎：午前１０時～正午 

    ・南那須庁舎：午後１時３０分～４時  

※当日、直接会場へお越しください。 

※全血は、２００mℓ ・４００mℓ となります。 

※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 

 

はたちの献血キャンペーン 
 冬場から春先にかけては、年間で最も輸血用血液が不足しがちです。

新成人の皆さん「はたちの記念」に献血に行きましょう！！ 

 ４００mℓ または成分献血にご協力いただいた新成人にはオリジナ

ル記念品をプレゼントします。 

◇期間 １月１日（水・祝）～２月２９日（土） 

◇対象 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれの人 

◇献血会場 栃木県赤十字血液センター、うつのみや大通り献血ルー

ム、各県内の献血会場 

※献血バスの予定は、栃木県赤十字血液センターホームページでご確

認ください。 

■問合 県薬務課 ☎０２８－６２３－３１１９ 

 

オレンジクラブ（家族介護教室） 
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？ 

そんな時にはオレンジクラブに参加してはいかがでしょうか！ 

◇日時 １月１６日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇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 

◇申込 １月１０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 

 

ノロウイルス食中毒特別警戒情報 
 栃木県内でノロウイルス食中毒が発生する危険性が一段と高まって

います！ノロウイルスは感染力が非常に強く、下痢や嘔吐等を主症状

とする胃腸炎症状を起こします。症状が無くても感染していることが

ありますので、ノロウイルスの特徴を知り、対策をしましょう。 

【ノロウイルスによる食中毒予防の４原則】 
①持ち込まない ②拡げない ③加熱する ④つけない 

・調理前には、石けんを使って手を良く洗う。（２回以上推奨） 

・健康管理を徹底する。（下痢、嘔吐等がある場合、食品を取り扱わ

ない。） 

・調理施設、器具の適切な洗浄・消毒（煮沸、次亜塩素酸ナトリウ

ム液等）および使い分け（交差汚染防止）を実施する。 

・トイレの定期的な清掃・消毒を行う。 

 ・食品の中心温度８５℃～９０℃で９０秒以上の加熱を徹底する。 

・使い捨て手袋やマスクの正しい着用（素手で直接食品に触れない

等）や衛生的な作業着を着用する。 

 ・非加熱食品、加熱後の食品の適切な取り扱い等。 

■問合 県生活衛生課 ☎０２８－６２３－３１０９ 

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

 

那須南病院病児保育所 

令和２年度利用登録受付を開始します 
病児保育所とは、病気やけがで集団生活が困難な児童を仕事や病気

等で保護者が看病できないときに、一時的に看護・保育する専用施設

です。施設を利用するには、年度ごとの登録が必要です。 

◇受付 １月６日（月）から随時受け付けます。 

◇場所 那須南病院総務課または市こども課（保健福祉センター） 

◇対象 市内居住または保護者が市内在勤の人で、病気または病気の

回復期であり、かつ、当面の病状の急変が認められない場合で、家

庭保育が困難な生後１０か月から小学６年生までの児童 

※詳細は、下記または市ホームページでご確認ください。 

■問合 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１ 

    こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

乳幼児健診・相談 
【４か月児健診】 
◇日時 １月２８日（火）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 令和元年９月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 １月２９日（水）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 令和元年５月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 １月２７日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成３０年１２月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 １月２７日（月）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３０年６月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 １月２４日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９年１２月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 １月２８日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９年６月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 １月２４日（金）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成２８年１２月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 １月２９日（水）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２７年１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 

 

そーいんぐ教室 
子育て支援ボランティア「ぬうレンジャー」の隊員が、育児用品や

園・学校で使うグッズ（スタイ、コップ入れ、シューズ入れ等）の手

作りを応援します。お気に入りの生地やご家庭にあるタオル等を使っ

て、自分だけのオリジナルグッズを作ってみませんか。 

◇日時 １月１５日（水）、２月５日（水）、２月１２日（水） 

午前９時３０分～２時間程度 

◇場所 保健福祉センター  

◇対象 市内在住の人 先着５名  

◇内容 ミシン等を使って製作します。 

◇費用 ３００円 

◇持物 製作に必要な材料（布、ひも、型紙等） 

※布等が用意できない場合は、申し込み時にご連絡ください。 

◇申込 各開催日の５日前までに電話等で下記あて申し込む。 

※製作依頼や展示販売も行います。詳細は、下記あてお問い合わせく

ださい。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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 広 告 掲 載 募 集 中 ！  
 

「広報なすからすやま」・「広報お知らせ版」・「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 

離乳食相談 
「離乳食の始め方」「ちょうど良いかたさや量」「食材の増やし方やレ

パートリー」等、毎日の食事（離乳食）で気になることはありません

か？日々のお悩みにじっくり向き合います。ぜひ、一緒に解決してい

きましょう！ 

◇日時 １月２３日（木）午前９時～正午の予約制 

◇場所 保健福祉センター  

◇対象 離乳食期のお子さんとその保護者 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談 

◇申込 1月１６日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※電話での相談も受け付けています。気軽にご相談ください。 

■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 
◇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は、まとめて申請し

てください。 

◇助成申請場所 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 

 

子育て支援センター きらきら 
子育て支援センターは、０歳から就学前までのお子さんとご家族が

楽しく遊んだり、情報交換をしたりすることができる場です。 

また、子育てのことで不安な気持ち、心配なこと、わからないこと

があれば育児相談ができます。気軽にご利用ください。 

◇利用日時 月～金曜日 午前９時～正午、午後１時３０分～４時 

※年齢に応じた手遊びやうたあそびで楽しみましょう。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

子育て支援「１月の移動出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時～午後２時 

※１月２日（木）はお休みです。 

※降雪等の悪天候時は中止となる場合がありますので、開催の有無 

については下記あてお問い合わせください。 

◇場所 三箇公民館（三箇１２５８） 

◇内容 手遊び、親子体操、お楽しみタイム等で子育て支援員と一緒 

に遊びましょう！（市ホームページでも確認できます。） 

◇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。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

 

 

 

 

 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 
◇日時 毎週水曜日・日曜日 午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 市ホームページまたはこども館「なのはなだより」でご確認

ください。 

◇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。 

【親子で楽しくヨガ教室】 
◇日時 １月１７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 １月１５日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【なのはなリサイクル】 
「子育て応援リサイクル事業」で譲っていただいたこども用品等を

無料でお譲りします。（エコバッグ等を持参してください。） 

◇日時 １月１８日（土）午前１０時～午後１時 

【管理栄養士によるお話】 
◇日時 １月２１日（火）午前１１時～１１時２０分 

◇内容 風邪に負けない身体づくり 

◇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。 

【子育て応援リサイクル事業】 
市では、家庭で不要となった子ども用品等を譲り受け、毎月１回「なの

はなリサイクル」で希望する人に配布しています。家庭で不要となった子

ども用品等を無料で譲りたい人は、こども館で随時受け付けていますので、

ご持参ください。（衣類についてはサイズ別に分けてお持ちください。） 

※場所はすべてこども館です。 

※月曜日・祝日および年始は１月４日（土）まで休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

認定こども園 烏山みどり幼稚園  

みどり未就園児教室 
◇日時 １月２１日（火）午前１０時１５分～１１時４５分 

◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園（金井１－５－１６） 

◇内容 リトミック、パネルシアター、おやつ 

◇対象 未就園児（１歳６か月～）と保護者 

◇費用 無料 

◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用） 

◇申込 １月１４日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※受付時間は、平日の午前９時～午後５時です。 

■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９ 

 

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

 

「スキー教室」参加者募集 
 スノーボードでの参加も受け付けます。ぜひ、ご参加ください。 

◇日程 ２月１日（土） 

◇場所 会津高原だいくらスキー場 

※烏山庁舎午前６時、保健福祉センター午前６時１０分出発です。 

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇定員 先着４０名 

◇費用 中学生以上：５，５００円、小学生以下：５，０００円 

（１日リフト券、保険料等） 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

※スノーボードの人は、終日フリー滑走となります。 

■問合 市体育協会スキー部（安田）☎０９０－３５７０－２３２７ 

ハリカ烏山店（山内）☎０２８７－８４－１３５５ 
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第１４回 那須烏山市駅伝競走大会 
 選手の通過時刻前後には交通規制が行われますので、ご協力をお願

いします。また、沿道での温かいご声援をお願いします。 

◇日時 １月１９日（日）午前１０時～正午 

◇中継所通過予定時刻 

通過地点 通過予定時刻 中継所等 

烏山運動公園 １０：００ スタート 

野上交差点 １０：０４ 第１中継所 

旧境小学校前 １０：１０ 第２中継所 

上境・森林組合入口 １０：１９ 第３中継所 

興野工業団地 １０：２９ 第４中継所 

中央・野田新聞店前 １０：３８ 第５中継所 

月次・塩沢商事前 １０：４７ 第６中継所 

熊田交差点 １０：５５ 第７中継所 

藤田JAﾗｲｽｾﾝﾀｰ前 １１：０４ 第８中継所 

大和久福祉会入口 １１：１０ 第９中継所 

保健福祉センター １１：２０ 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。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

４月分の運動施設利用申請受付 
 通常、運動施設の利用申請は利用日の３か月前の月初日から受け付

けていますが、毎年４月分の利用申請は新年度の予約システム調整の

ため、２か月前の月の初日からの受け付けとなりますのでご注意くだ

さい。 

◇４月分の利用申請 ２か月前の月の初日：２月３日（月）～ 

◇５月～翌年３月分の利用申請 ３か月前の月の初日～ 

（例）５月分：２月３日（月）～、６月分：３月２日（月）～ 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

■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４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 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 ※Ｗスタンプ  

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 １月１１日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 アトリエびっき 

◇内容 絵本の読み聞かせ、パネルシアター、かんたん工作等 

（Ｗスタンプ＆福袋のお土産付き） 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 １月４日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇出演 烏山図書館ボランティア「たんぽぽ」 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

第１４回 夫婦書画展 
◇日時 １月５日（日）～３１日（金）午後４時まで 

※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 永井秀男 ☎０２８７－８３－２９１２ 

■統計調査         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２０２０年農林業センサスを実施します 
農林水産省では、令和２年２月１日現在で、「２０２０年農林業セン

サス」を実施します。農林業センサスは、今後の農林業の政策に役立

てるために５年ごとに実施される極めて大切な調査です。 

令和２年１月中旬から調査員が農林業を営んでいる皆様のところに

訪問して、調査票に農林業の経営状況等の記入をお願いしますので、

調査にご協力をお願いします。 

なお、調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使

用することは絶対にありませんので、安心して調査にご協力ください。 

■問合 県統計課 ☎０２８－６２３－２２５０ 

      総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

台風１９号で被災された皆様へ 
 今般の台風１９号の影響を受けて、住宅ローン（リフォームローン

含む。）や事業性ローン等の返済ができなくなった人（個人・個人事業

者）は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を

利用することにより、法的な倒産手段によらずに債務の免除・減額を

受けられる場合があります。 

◇ガイドラインを利用するメリット 

・弁護士等の「登録支援専門家」による手続き支援が無料。 

・財産の一部を手元に残すことができる可能性あり。 

・債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないので、新

たな借り入れに影響しない。 

◇留意点 

・ローン借入先である金融機関等の同意が必要。 

・一定の要件（債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間や

利率等の支払条件、家計の状況等を総合的に判断）を満たしてい

ることが必要。 

・簡易裁判所の特定調停手続を利用する必要があり、申し立て費用

は個人負担。 

※制度の概要（ＵＲＬ：http://www.dgl.or.jp/） 

■問合 ローン借入先の金融機関等へお問い合わせください。 

 

栃木県特定最低賃金の改正 
 栃木県内の６産業の特定最低賃金が１２月３１日から以下の表のと

おり改正されました。 

１８歳未満または６５歳以上の労働者および特定最低賃金が適用さ

れない労働者は栃木県最低賃金（時間額８５３円）が適用されます。 

最低賃金の件名 時間額 

塗料製造業 ９６３円 

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器

具製造業 
９１０円 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業 
９１０円 

自動車・同附属品製造業 ９１７円 

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器

具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光

学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、

時計・同部分品製造業 

９０９円 

各種商品小売業 ８７１円 

※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 
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「国の教育ローン」をご利用ください 
◇融資限度額 学生・生徒１人につき３５０万円 

※海外留学資金は、最大４５０万円 

◇金利 固定金利：年１.６６％（令和元年１１月１日現在） 

※ひとり親家庭および世帯年収２００万円（所得１２２万円）以内ま

たは扶養する子どもが３人以上の世帯で、かつ、世帯年収５００万

円（所得３４６万円）以内の人は年１.２６％ 

※利率は金融情勢により変動しますので、借入時の利率と異なる場合

があります。 

◇返済期間 １５年以内 

※交通遺児家庭、ひとり親家庭および世帯年収２００万円（所得   

１２２万円）以内または扶養する子どもが３人以上の世帯で、かつ、

世帯年収５００万円（所得３４６万円）以内の人は１８年以内 

※詳細は、日本政策金融公庫ホームページ（ＵＲＬ：https://www.jfc. 

go.jp/）をご覧いただくか、下記あてお問い合わせください。 

■問合 教育ローンコールセンター ☎０５７０－００８６５６ 
 

五士会無料相談会 
弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、税理士、司法書士による専門

相談を実施します。 

◇日時 ２月２日（日）午前１０時～午後３時 

◇場所 とちぎ健康の森生きがいづくりセンター（宇都宮市駒生町 

３３３７－１） 

◇内容 弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、税理士、司法書士の業

務に関する相談 

※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 栃木県司法書士会 ☎０２８－６１４－１１２２ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

１月の各種相談事業 
【心配ごと相談】 
◇日時 毎月第１・第３水曜日 １月１５日 午前９時～正午 

◇場所 保健福祉センター 

■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

    社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

【もの忘れ相談】 
◇日時 １月１０日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 烏山庁舎 

◇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 

【交通事故巡回相談】 
◇日時 １月１７日（金）午前１０時～正午、午後１時～３時 

◇場所 県南那須庁舎１階南那須県民相談室 

◇申込 巡回相談日の３日前までに栃木県交通事故相談所（☎０２８

－６２３－２１８８）あて申し込む。（予約制） 

■問合 県くらし安全安心課 ☎０２８－６２３－２１８５ 

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】 
◇日時 １月６日（月）午前９時～午後６時 

◇場所 大金駅前観光交流施設 

■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        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水 
元日 

【休日当番医】上野医院（那珂川町） 

 

☎0287-96-5151 

２ 木 【休日当番医】近藤クリニック ☎0287-83-2250 

３ 金 【休日当番医】佐野医院 ☎0287-84-1616 

４ 土 
おはなし会10:30～11:00 

おはなし会14:00～14:30 

南那須図書館 

烏山図書館 

５ 日 

【休日当番医】坂本ｸﾘﾆｯｸ（那珂川町） 

ミニ図書館まつり9:30～15:30 

第１４回夫婦書画展（～３１日 16:00） 

☎0287-92-1166 

烏山図書館 

南那須図書館 

６ 月 精神障がい者と家族の会交流会・相談会 大金駅前観光交流施設 

７ 火   

８ 水 小学校・中学校始業式  

９ 木   

１０ 金 もの忘れ相談 烏山庁舎 

１１ 土 おたのしみ会14:00～15:00 南那須図書館 

１２ 日 
【休日当番医】塩谷医院 

成人式10:00～ 

☎0287-88-2055 

凮月カントリー倶楽部 

１３ 月 
成人の日 

【休日当番医】滝田内科医院 

 

☎0287-82-2544 

１４ 火   

１５ 水 
心配ごと相談 

そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～  

保健福祉センター 

保健福祉センター 

※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。） 

 

 


