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

 

令和３年度会計年度任用職員の募集（受付窓口：こども課） 
◇任用期間 ４月１日～令和４年３月３１日 

◇募集内容 

職名 人数 業務内容 給与（報酬） 応募要件 試験日 

保育士Ａ ３人程度 市立保育園の学級経営、保育業務 
（時給） 

１，１１９円～１，１３９円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 

応募者あて 

別途通知 

◇試験方法 面接・適性試験（試験日時等は、募集期間終了後に通知します） 

◇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。ただし、勤務地や職種により勤務時間の違いや土曜

日勤務があります。詳細は、下記あてご確認いただくか、「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。 

・令和２年度中に、本市の会計年度任用職員としての経験がある場合、時給換算額が加算されます。 

・通勤手当は、自動車等の使用距離が２ｋｍ以上であれば支給されます。 

・期末手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場合に支給されます。 

・週２０時間以上の勤務（時間外勤務を除く）をする場合には、社会保険加入の対象となります。 

・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変更します。 

◇応募方法 ３月１日（月）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時まで、郵送の場合は３月１日（月）必着です。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

交通指導員募集（受付窓口：総務課） 
◇任用期間 ４月１日～令和５年３月３１日 

◇募集内容 

職名 人数 業務内容 給与（報酬） 応募要件 試験日 

交通指導員 １人 

・旭交差点で小・中学生の交通誘導・補助 

・歩行者・自転車通行者に対する交通指導 

・交差点周辺の見守り 

（月額） 

４０，０００円 

・身心共に健康である人 

※年齢不問です。また、経験や知識、自動車

等の運転免許証がなくても応募できます。 

応募者あて 

別途通知 

◇試験方法 面接（試験日時等は、募集期間終了後に通知します） 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日のおおむね午前７時～８時です。ただし、小・中学校が休校の場合は、休みとなります。 

・制服一式、雨具、長靴、防寒コート、手袋は、市で用意します。 

・通勤手当は、支給されません。 

・勤務中の事故・けがに対応するため、市が傷害保険に加入します。 

◇応募方法 ３月１６日（火）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）に必要事項を明記し、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時まで、郵送の場合は３月１６日（火）必着です。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

●２月１日号お知らせ版掲載の令和３年度会計年度任用職員の募集で、国体推進グループの事務員募集人数が１人とあるのは、正しくは「２人」です。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月１５日 Ｎｏ．３７０ 

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。 

 

 アイムペットセレモニー 
 

あなたの大切なペットの安らかな 
旅立ちをお手伝いいたします。 

 
フリーダイヤル0120-88-2894 
〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田1949-1 
TEL 0287-88-2890 FAX 0287-88-1880 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 寒ざらしフェア 

期間 2月20日（土）～3月7日（日） 
那須烏山蕎麦組合加盟店にて実施いたします。 

石川屋 ・ 松月庵 ・ 高 瀬 
長 山 ・ つね屋 ・ 花 町 

協賛 那須烏山蕎麦生産組合 
那須烏山市農政課 
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■感染症対策情報        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【労働者向け】新型コロナウイルス感染症 

対応休業支援金・給付金の申請 
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響によ

り休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）

を受けることができなかった人には、国の新型コロナウイルス感染症

対応休業支援金・給付金が支給される場合があります。 

申請要件・申請方法等の詳細は、厚生労働省ホームページ（https:// 

www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html）でご確認ください。       

■問合 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

コールセンター ☎０１２０－２２１－２７６ 

 

新型コロナウイルス感染症に関連した 

偏見や差別をなくしましょう 
 新型コロナウイルス感染症は、誰にでも感染リスクがあります。 

姿が見えないウイルスへの不安な気持ちから、感染した人やそのご

家族、医療従事者や介護福祉施設等の関係機関の皆様に対する差別に

つながるような行為は人を傷つけ、人権を侵害することになります。 

市民の皆様におかれましては、正確な情報に基づいて、冷静な対応

をお願いします。また、法務省の人権擁護機関では、電話・インター

ネットによる人権相談を実施していますのでご利用ください。 

◇電話・インターネット人権相談 

相談先等 電話番号等 

みんなの人権１１０番 ☎０５７０－００３－１１０ 

インターネットによる人権相談 https：//www.jinken.go.jp 

■問合 宇都宮地方法務局人権擁護課 ☎０２８－６２３－０９２５ 

    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

「心配ごと相談」は事前予約をお願いします 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、２月の心配ごと

相談は予約制となっています。相談日の前日までに電話予約をお願い

します。なお、３月以降の開催は、今後の動向を見て判断します。 

◇日程 

相談日 場所 

２月１７日（水）午前９時～正午 保健福祉センター小会議室 

■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

 

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

 

七合診療所の２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 ２月２２日（月） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

■マイナンバーカード           
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナンバーカード「電子証明書」の更新 
マイナンバーカードを持っている人で、電子証明書の更新案内が届

いた人は、電話予約のうえ、更新手続きをしてください。 

※更新手続きができる時間は、平日の午前８時３０分～午後５時です。 

※毎週木曜日の窓口延長業務では手続きできません。 

■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 

■確定申告        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

確定申告来庁時のお願い 
令和２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、確定申告をする人は除く）

◇新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い 

・極力パソコンやスマートフォンを利用した申告をお願いします。 

・待合室や申告会場の３密防止対策の都合上、待合時間が延びるこ

とや待合室外での待機をお願いすることがあります。 

・マスクの着用と代表者一人での来庁、体調に不安のある場合の来

庁自粛をお願いします。 

・受付時に検温を実施します。３７．５度以上の発熱がある場合、

風邪等の症状がある場合、検温に協力いただけない場合等、感染

防止の観点から適切でないと判断した場合には受け付けをお断り

します。 

・感染発生状況により、申告方法や実施期間が変更となることがあ

ります。 

・自書申告書の預かりは行いません。税務署へ郵送で提出をお願い

します。 

◇税務署での申告が必要な所得 

 青色申告、先物取引・ＦＸ・仮想通貨等の特殊な所得、土地建物等

の譲渡所得（収用を除く）や収用でも５，０００万円を超える譲渡

所得、令和２年分以外（過去分）の申告 

※上記以外でも複雑な内容の申告は、税務署で申告をお願いする場合

があります。 

■問合 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 
 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、「令和２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９時～１１時３０分 

    午後の部：午後１時～４時 

※番号札の配布は午前８時３０分からです。市役所始業前の受け付け

はできません。 

◇場所 烏山庁舎２階第４・５会議室（待合室は第２会議室） 

※申告受付は、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 

16日(火) 森田宿・輪之内・こぶし台 曲田・曲畑 

17日(水) 谷浅見 大桶 

18日(木) 興野（中・下二） 興野（上・下一）・滝田 

19日(金) 鴻野山・小白井・西野・芦生沢 八ヶ代・福岡 

22日(月) 小木須・小原沢・横枕 上境 

24日(水) 旭 下境 

25日(木) 田野倉・小倉・宇井 大金・東原・小河原 

26日(金) 下川井 熊田 

３ 

月 

1日(月) 南大和久 藤田 

2日(火) 神長 向田・落合・滝 

3日(水) 金井 中央 

4日(木) 野上（下・野上台・舟戸） 野上（上・第四） 

5日(金) 高瀬・大里・小塙 月次・大金台 

8日(月) 志鳥（中・下） 志鳥（上） 

9日(火) 三箇（下）・上川井 三箇（上・中） 

10日(水) 南 初音・城東・表・愛宕台 

11日(木) 中山・八ヶ平・白久・平野 大木須・大沢・宮原 

12日(金) 予備日 

15日(月) 予備日 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
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■上下水道        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

志鳥増圧ポンプ取替工事による夜間断水に 

ご協力ください 
増圧ポンプの取替工事に伴い、下記の期間は断水となります。 

可能な限り影響時間を短縮できるよう施工しますので、ご理解ご協

力をお願いします。 

◇地区 志鳥上地区（主に国道２９３号沿いおよび谷中地区） 

◇期間 

区分 施行期間 

第１回 ２月１８日（木）午後１０時～１９日（金）午前３時 

第２回 ２月２４日（水）午後１０時～２５日（木）午前３時 

※水の出始めに空気や薄い濁りが出ることがあります。 

※上記の時間帯でも工事が終了次第通水します。 

◇施工業者 荒井工業（株） 

☎０２８７－８８－７４６１（担当：冨田） 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

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

 

那須烏山市教育振興ビジョン（Ⅲ期計画） 

のパブリックコメントを募集しています  
市では、基本的な政策を定める計画等を策定する前に、事前に内容

を公表して市民の皆さんに意見を聞く、「パブリックコメント」を実施

しています。皆さんの意見をお寄せください。 

◇応募期間  ２月３日（水）～３月４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 

           ・当該計画（案）に利害関係のある人 

           ・市税の納税義務者 

◇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 

・烏山公民館 

・烏山図書館 

・南那須図書館 

※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

見集約箱に投函するか、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 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

    ＦＡＸ：０２８７－８８－２０２７ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

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

 

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

 

令和３年度健康診査のお知らせ 
 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４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 

３月１日から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 

 

とちぎ難病相談支援センター 

電話での医療相談 
電話での相談となるため、予約時間には電話に出られる状態でお待

ちください。 

【骨・関節系疾患】 
◇日時 ３月１３日（土）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 自治医科大学附属病院整形外科医師 菅原亮 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 

◇予約締切日 ３月１０日（水） 

※予約締切日までに下記あて申し込む。 

※受付時間は月～金曜日：午前１０時～正午、午後１時～４時 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

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

 

インフルエンザ予防接種申請はお済ですか 
インフルエンザ予防接種を接種期限の１月３０日（土）までに市内

および那珂川町以外の医療機関で接種した人で、接種費用の助成を受

ける場合は申請が必要です。 

◇申請場所等 

申請 

場所 

こども課 

（保健福祉センター） 

健康福祉課 

（保健福祉センター） 

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 

 

 

 

市に住所を有する 

１６歳～６４歳 

 

※年齢基準日は接種日当日 

（高校１年生相当で１５歳の人

は、健康福祉課の助成対象） 

助成 

金額 

 

１回 ２，０００円 

 

（１歳～１３歳未満が２回接種

した場合、２回分助成します） 

 

１，０００円 

 

（１人１回限り） 

 

申請 

期間 

接種日から 

２月２６日（金）まで 

 

接種日から 

おおむね１か月以内 

 

（期限を過ぎた場合、助成対象

にならない場合があります） 

持物 

・領収書（原本で「インフルエ

ンザ予防接種代」と明記され

たもの） 

・印かん（スタンプ式以外） 

・接種した子どもの保護者の金

融機関の口座（通帳のコピー

可） 

・接種した子どもの母子健康手

帳または健康保険証 

※同一家族に接種を受けた子ど

もが数名いる場合、まとめて

申請してください。 

・領収書（原本で「インフルエ

ンザ予防接種代」と明記され

たもの） 

・印かん（スタンプ式以外） 

・接種した本人の通帳（高校１

年生から高校３年生相当の人

は、保護者の通帳） 

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。 

接種期間中に満６５歳になる人

は、高齢者インフルエンザ予防

接種助成の対象になりますが、

助成金額が異なりますので、あ

らかじめご了承ください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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ぬうレンジャー製品いかがですか 
子育て支援ボランティア「そーいんぐ戦隊 ぬうレンジャー」の隊員

が、育児用品や園・学校で使うグッズの準備を応援します。 

◇販売 １点ものが多く、早い者勝ちです！当日在庫がない場合は、

裁縫依頼をお願いします。 

◇裁縫依頼 育児・子育てに必要なグッズ、生活で使う簡単な物等を

必要なサイズで作ります。ちょっとしたほころび、簡単

なファスナーの付け直し・すそあげ・サイズ直しもでき

ますので、下記あてご相談ください。 

※別途、制作費用がかかります。 

※製作に必要な材料（布、ひも、型紙等）をお持ちください。布等が

用意できない場合は、申し込み時にご相談ください。 

受付場所 
こども課（保健福祉センター） 

※受付時間は、平日の午前８時３０分～午後５時です。 

取り扱い例 

（一部） 

マスク、スタイ、ポケットティッシュ入れ、ポーチ、  

すっぽりかぶるだけ！ゴム付き三角巾（白無地、柄付

き）、巾着小（コップ入れ等）、巾着大（着替え入れ等）、

シューズ入れ、手さげ袋、ナップサック、入園・入学準

備品セット（コップ入れ・シューズ入れ・着替え入れ） 

※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 

 

■土地開発           
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

一定規模以上の開発は事前協議が必要です 
 令和３年４月１日から「那須烏山市土地利用適正化条例」を施行し

ます。施行に伴い、新たに太陽光発電設備の設置を目的とした    

１，０００㎡以上の開発事業についても、事業実施前に「土地利用に

関する事前協議」が必要になります。 

◇目的 総合的かつ計画的な土地利用を推進するため、一定規模以上

の開発にあたっては事前協議を行い、土地利用の規制法令等

に係る審査基準との調整を行うとともに、周辺住民への周知

を行うことで、適正な事業実施を図ることを目的とする。 

◇対象事業 

 ・都市計画区域内にあっては、３，０００㎡以上の開発事業 

 ・都市計画区域外にあっては、１０，０００㎡以上の開発事業 

・都市計画区域内外問わず、太陽光発電設備の設置を目的とした   

１，０００㎡以上の開発事業 

◇協議時期 開発事業実施前（法令等に基づく手続き前） 

◇協議方法 開発事業に関係する自治会区域内の居住者に対して説明

会等を開催のうえ、事前協議書に関係書類を添付し下記

あて提出する。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

春季全国火災予防運動 
３月１日（月）～７日（日）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２年度全国統一防火標語 

 「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」 

◇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。 

・ガスコンロ等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 

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

 

女性・高齢者就労セミナーｉｎ那須烏山市 
県では、女性および高齢者を対象として、就職活動をサポートする

ためのセミナーを開催します。遠慮なく気軽にご参加ください。 

◇日程 ２月１７日（水）午前１０時～正午  

◇場所 保健福祉センター検診室（田野倉８５－１） 

◇内容 講話：「健康と生きがいづくり」 

※働くことで健康につながる内容の講話です。終了後、希望者のみ個 

別相談を予定しています。（個別相談は先着４名で１人５０分程度） 

◇対象 ・結婚・出産・育児等で離職したが再度働きたい女性 

    ・定年退職したがまだまだ働ける高齢者 

◇定員 先着１０名（定員に空きがある場合は当日参加も可能です） 

◇費用 無料 

※当日はマスク着用、事前の検温をお願いします。 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

◇主催 栃木県、那須烏山市 

■問合 （株）ワークエントリー栃木事業部 

 ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ３月６日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 国見峠第２駐車場（トイレあり） 

◇散策コース 「棚田とみかん畑」（歩行６．５ｋｍ程度） 

国見 → 木戸不動尊 → 石畑（棚田） → 木須川沿い（県道２７４

号） → 松原 → 国見（棚田・みかん園） 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏 

     那須烏山市観光ガイド 松本将樹 氏 

◇費用 無料（事前申し込みは不要です） 

◇持物 動きやすい服装、飲物等 

※感染症対策のため、検温する等、健康状態を確認してからご参加く

ださい。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

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

 

２月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 火 

２歳６か月児相談受付（午前） 

４か月児健診受付（午後） 

確定申告（～3月15日） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山庁舎 

１７ 水 心配ごと相談（予約制） 保健福祉センター 

１８ 木   

１９ 金   

２０ 土   

２１ 日 【休日当番医】七合診療所 ☎0287-82-2781 

２２ 月 
１歳児相談受付（午前） 

１歳６か月児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２３ 火 
天皇誕生日 

【休日当番医】水沼医院 

 

☎0287-84-0001 

２４ 水 
５歳児相談受付（午前） 

８か月児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２５ 木 離乳食相談（要予約） 保健福祉センター 

２６ 金 
２歳児相談受付（午前） 

３歳児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２７ 土   

２８ 日 【休日当番医】白寄医院（那珂川町） ☎0287-92-2710 
  


