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▶ ▶ ▶ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、不要不急の外出はお控えください。◀ ◀ ◀  

■感染症対策情報 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

新型コロナウイルスワクチン接種 
 １６歳以上の人（平成１８年４月１日以前に生まれた人）を対象に

した新型コロナウイルスワクチン接種を実施しています。 

 ８月１５日発行の広報お知らせ版で掲載した日程以降は集団接種の

予定はありませんので、接種を希望する人は、インターネット（https:

//vc.liny.jp/092151）やＬＩＮＥ、コールセンター（☎０５７０－０

７１－７１１）で早めに予約してください。 

◇当日の持ち物（１回目・２回目にかかわらず必要な物） 

 クーポン券（接種券）、予診票（事前に必要事項を記入）、予約票（接

種日前までに郵送で送付）、本人確認書類（運転免許証、健康保険証

等）、お薬手帳、エコバック（脱いだ服を入れる袋） 

◇妊娠中の人に対する接種について 

 現在、妊娠している人で、かかりつけ医に相談のうえ、ワクチン接

種を希望する場合は、下記あてご連絡ください。 

◇接種後の生活について 

 ワクチン接種により、重症化予防や発症予防の効果が期待されます

が、完全に感染を防げるわけではありません。接種後もマスクの着用、

手洗いやアルコール消毒の実施等感染予防対策の継続をお願いします。 

 〇ＬＩＮＥ予約           〇インターネット予約 

         友だち登録し            

      予約画面へ 

 

■問合 予防接種の日程や会場に関する問合 

    市新型コロナウイルスワクチン接種対策室（午前９時～午後５時） 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

 

那須南病院「発熱外来」受診時のお願い 
 県内で新型コロナウイルス感染症の患者が増加していることから、

風邪の症状（発熱、倦怠感、咳等）がある患者の診察（発熱外来）は、

院内感染防止のため、下記の対応となります。 

 ご理解ご協力をお願いします。 

◇外来受診時の手続き 事前に下記あて電話してください。外来看護

師が病状等を伺います。 

◇受診方法 

・来院時間：正午～午後０時１５分 

※病院に到着したことを再度、電話で連絡してください。 

・ドライブスルー等でＰＣＲ検査の検体採取を行い、一時帰宅してい

ただきます。 

◇検査の結果 

陰性の場合：午後２時以降に再来院し、外来診察（発熱外来）となり

ます。再来院の時間は、検査時に伝えます。 

陽性の場合：当院の医師および保健所から連絡があります。医師等の

指示に従ってください。 

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、原則、内科の午後の診察は休

止しています（呼吸器・肝臓を除く）。救急の場合は、随時対応しま

す。必ず、下記あてお問い合わせください。 

■問合 那須南病院 ☎０２８７－８４－３９１１ 

こども新型コロナウイルスワクチン接種 
 １２歳から中学３年生までの集団接種を下記日程で実施します。 

 すでに予約方法等は学校等を通して個別に通知しており、集中受付

は終了していますが、随時予約を受け付けています。 

 接種を希望する場合は、下記あてお問い合わせください。 

◇接種日程（場所：市武道館） 

接種日 
時間帯 

１回目 ２回目 

１０月１３日（水） １１月 ３日（水・祝） 

午後１時３０分 

～２時３０分 

１６日（土）  ６日（土） 

２０日（水） １０日（水） 

２３日（土） １３日（土） 

２７日（水） １７日（水） 

３０日（土） ２０日（土） 

※２回目の予約は不要です。（１回目の３週間後になります） 

※１２歳で予約できるのは、接種券が届いているお子さんになります

（誕生日が１０月３１日までのお子さん）。なお、誕生日が１１月以

降のお子さんの接種は、詳細が決まり次第、お知らせします。 

■問合 こどもワクチン接種対策班（こども課） 

    ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

中止または延期となるイベント等情報 
 

日付 イベント等名称 区分 問合先 

9月18日（土） 
・20日（月・祝） 

ジオパーク事業「親子化石
研究講座」 

延期 
生涯学習課 
☎0287-88-6223 

9月22日（水） 
第42回烏山地区市民ナイ
ターソフトボール大会 

中止 
市スポーツ協会ソフトボ
ール部烏山支部（村上） 
☎090-9347-6616 

10月2日（土） 
ジオパーク構想教室「あな
たの知らないナスカラ～
「ジオ」の視点から～」 

中止 
生涯学習課 
☎0287-88-6223 

10月7日（木） 
第15回市民親善グラウン
ド・ゴルフ大会 

中止 
市スポーツ協会グラウン
ド・ゴルフ部（永山） 
☎080-7699-7426 

10月17日（日） 
・24日（日） 

栃木県民スポーツ大会 中止 
生涯学習課 
☎0287-88-6223 

※イベント等の詳細は、上記の問合先にお問い合わせください。 
■問合 市新型コロナウイルス感染症対策本部（総務課内） 
    ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月１５日 Ｎｏ．３８４ 

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 httpｓ://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 

   

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。 
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■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

９月の税金 
 ９月３０日（木）は、下記税金の納期限および口座振替日です。納

め忘れのないよう注意しましょう。 

◇対象税金 国民健康保険税第３期・介護保険料第３期・後期高齢者

医療保険料第３期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

新築・増築した家屋の評価に 

ご協力をお願いします 
 令和３年１月２日以降に新築・増築した家屋を対象に「家屋評価」

を実施しています。住宅、事務所や倉庫等を新築・増築した人は下記

あてご連絡ください。 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

税務署の納付窓口の受付時間の変更 
 氏家税務署を含む関東信越国税局管内全ての税務署において、１０

月１日（金）から、国税の納付に係る税務署窓口の受付時間が、原則、

午前９時から午後４時までとなります。 

 氏家税務署で納付の手続きを行う場合は、窓口の受付時間が下記の

とおり変更となりますので、ご注意ください。 

◇納付窓口の受付時間 変更前：午前８時４５分～午後５時 

           変更後：午前９時～午後４時 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

■定住促進 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

移住促進住宅取得奨励金 
 定住を目的として市内に住宅を取得した４９歳以下の人に対して、

最大５０万円の奨励金を交付します。 

◇対象期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

◇交付対象者  

 ・令和３年４月１日以降に住宅を取得した本人または配偶者が４９

歳以下の人。 

 ・対象者およびその世帯に属する人が過去５年以内に奨励金の交付

を受けたことがないこと。 

 ・対象者およびその世帯に属する人に市税および使用料等の滞納が

ないこと。 

◇住宅要件 

 ・居住用の居室、台所、浴室、トイレ、玄関を有する住宅であるこ

と。 

 ・相続、贈与その他取得対価を伴わない取得ではないこと。 

◇奨励金の額 

項目 金額 内容 

基本額 １０万円 

令和３年４月１日以降に定住を目

的として住宅を取得した４９歳以

下の人で、対象住宅に住民登録をし

た人。 

移住者加算 ２５万円 

他の市区町村から市に転入し、か

つ、転入日前の１年間、他の市区町

村に住所があった人で、転入日から

２年以内に住宅を取得した人。 

子育て世帯加算 １５万円 
申請日において同居する１８歳以

下の子を扶養している世帯。 

◇申請期限 住宅取得日から１年以内 

※詳細は、市ホームページ（https://www.city.nasukara 

 suyama.lg.jp/page/page001404.html）でご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

移住ファミリー家賃補助金 
 市内の民間賃貸住宅に転入した若者夫婦世帯またはひとり親世帯に

対し、予算の範囲内において家賃の一部（最大２万円）を補助します。 

◇対象期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

◇補助対象者 

対象者 内容 

若者夫婦世帯 

市内の民間賃貸住宅に居住し、転入日前の１年間に

他の市区町村に住所があった人がいる夫婦世帯で、

夫婦のいずれか一方が４０歳以下の同居世帯。 

ひとり親世帯 

市内の民間賃貸住宅に居住し、転入日前の１年間に

他の市区町村に住所があった４９歳以下の人で、同

居する１８歳以下の子を扶養する世帯。 

◇交付要件 

 ・賃貸借契約を締結した日以降に市内の民間賃貸住宅に居住した補

助対象者であること。 

 ・現に居住する民間賃貸住宅の所在地に世帯全員が住民登録をして

いること。 

 ・現に居住する民間賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。 

 ・世帯員に納期が到来している市税および使用料その他市の税外収

入金の滞納がないこと。 

 ・生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補

助を受けていないこと。 

 ・この補助金の交付を受けた日から１年以上継続して市民として市

内に居住し続ける意思があること。 

※社宅や官舎等、契約者が本人以外の住宅および３親等以内の親族が

所有する住宅は対象外です。 

◇補助金額 

 金額は月額とし、基本額と子育て加算の合計額（最大２万円）を申

請月の翌月から最長１２か月間交付します。 

項目 内容 

基本額 
実質家賃（共益費、駐車場料金を除く）から住居手当を

控除した経費の２分の１以内の額（限度額１万５千円） 

子育て加算 

申請日において同居する１８歳以下の子を扶養する場

合、１人につき１千円を加算します。 

また、申請後、新たに子が世帯員となった場合は、住民

登録日の翌月から加算します。 

◇申請期限 本市に転入した日から日から１年以内 

※詳細は、市ホームページ（https://www.city.nasukara 

 suyama.lg.jp/page/page001405.html）でご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

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

 

令和４年度採用社会福祉協議会職員募集 
◇採用職種等 

職種 人数 応募資格 

一般事務・ 

福祉業務 

職員 

１名 

・昭和６１年４月２日以降に生まれた人で高等

学校卒業程度以上の学力を有する人。 

・上記の受験資格を有する人で、デジタル、経

理関係、保健・福祉関係等の資格を有する人

または取得見込みの人。経験者は優遇します。 

地域包括 

支援セン 

ター職員 

１名 

保健師または看護師（高齢者に関する公衆衛生

業務を1年以上経験している人）で５９歳以下

の人（６０歳以上の人は嘱託職員として可） 

※令和３年度内の入職も可能です。 

◇試験日 第１次：１０月３１日（日）（作文、適性検査） 

     第２次：１１月中旬 

◇申込 １０月２２日（金）までに「履歴書」「職務経歴書」を下記あ

て持参または郵送で申し込む。郵送の場合は、２２日（金）

消印有効。 

※詳細は、社会福祉協議会ホームページ（http://www.nasukarasuyama

-shakyo.or.jp）でご確認ください。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    （〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１） 
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■国保等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナンバーカードが健康保険証として 

利用できるようになります 
 １０月（予定）からマイナンバーカードが健康保険証として利用で

きるようになります。利用するには、事前に登録が必要です。 

 なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診することができ、

使えなくなることはありません。 

【事前登録方法】 
 マイナポータルから、事前登録が必要です。なお、マイナンバーカ

ードを持っている人は、スマートフォンやカードリーダー対応のパソ

コンで登録ができます。詳細は、マイナポータルホームページ（https:

//myna.go.jp）をご覧ください。 

【事前登録支援を実施しています】 
 マイナンバーカードは持っているが、スマートフォンやカードリー

ダー対応のパソコンを持っていない人、登録方法が分からない人を対

象に登録の支援を行っています。 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分 

※登録支援は予約制です。事前に下記あて電話予約をお願いします。 

◇場所 市民課（烏山庁舎） 

◇事前登録に必要なもの 

 ・マイナンバーカード 

 ・利用者証明用電子証明書の暗証番号（マイナンバーカード受け取

り時に設定した４桁の暗証番号） 

【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局】 
 マイナンバーカードの健康保険証利用の運用準備が整った医療機

関・薬局は、本格稼働に向けた試験運用を実施しています。詳細は、

厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.ht

ml）をご覧ください。 

【マイナンバーカードの取得について】 
 スマートフォンやパソコンから簡単に手続きできるほか、郵送でも

申請できます。詳細は、マイナンバーカード総合サイト（https://ww

w.kojinbango-card.go.jp/）でご確認ください。まだマイナンバーカー

ドを持っていない人は、この機会に作ってみませんか。 

■問合 （マイナンバーカードの健康保険証利用に関すること） 

    市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    （マイナンバーカードの申請に関すること） 

    市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

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

 

秋の交通安全県民総ぐるみ運動 
 県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と

交通マナーの実践を習慣付けて交通事故防止の徹底を図ることを目的

として実施します。 

◇運動の期間 ９月２１日（火）～３０日（木）の１０日間 

◇運動の重点 

 【全国重点】 
 ・子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保 

 ・夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護等、安全運転意識の

向上 

 ・自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 

 ・飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

 【栃木県重点】 
 ・「子どもや高齢者に優しい３Ｓ（スリーエス）運動」の推進 

 ・「夜間走行中の原則ハイビーム」の徹底 

◇統一行動日 

 ９月２２日（水）「止まってくれない栃木県からの脱却」強化の日 

 ９月２４日（金）「飲酒運転根絶」強化の日 

 ９月３０日（木）交通事故死ゼロを目指す日（全国統一） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

優良運転者「地区表彰」申請受付 
 那須烏山警察署と那須烏山交通安全協会では、「優良運転者である

こと」の自覚をさらに高め、交通安全に寄与していただくことを目的

に、優良運転者を表彰するため、該当者の申請を受け付けます。 

◇地区表彰区分 

 ・１５年表彰：平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

の間に運転免許証を取得した人 

 ・１０年表彰：平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

の間に運転免許証を取得した人 

 ・５年表彰：平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの

間に運転免許証を取得した人 

◇審査事項 

 ・平成２８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に自己責任

による交通事故歴がなく、かつ、交通違反点数が３点以内の人。 

 ・期間の計算は、現在所持している運転免許証で最古の免許証取得

年月日が期間日です。（普通免許・原付免許等のうち、最初に取得

した免許の取得日が起算日） 

◇申込 １０月８日（金）までに、運転免許証・印かん・６７０円（運

転記録証明書交付手数料）を持参し、下記あて申し込む。 

■問合 那須烏山交通安全協会事務局（那須烏山警察署内） 

    ☎０２８７－８３－１６０１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

土砂等の埋め立て 
 市では、外部から搬入した土砂等により、一定以上の面積の埋め立

てを行う場合、「那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び

災害の発生の防止に関する条例」に基づく許可を受ける必要がありま

す。無断搬入は条例違反になりますので、埋立て等の事業者は、許可

手続きを適切に行っていただくようお願いします。 

 この条例は、土砂の埋め立て等に対して必要な規制を行うことで、

土壌の汚染と災害の発生を防止し、生活環境を保全することを目的と

しています。土地所有者は、土壌の汚染や災害の発生の恐れのある埋

め立て等に対して、土地の提供をしないでください。 

 また、土砂の崩落・流出のある現場や、廃棄物混入の疑いのある土

砂搬入現場等を見かけた人は、通報等のご協力をお願いします。 

 手続方法や通報等については、下記あてお問い合わせください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

特定健診・がん検診等日程 
◇日程 ※全て予約（申込）が必要です。 

期日 場所 受付時間 

１０月３日（日） 
南那須公民館（岩子６－１） 

◎婦人検診等あり 

午前８時１０分 

～１０時３０分 

１０月６日（水） 南那須公民館（岩子６－１） 

１０月８日（金） 

烏山体育館・公民館 

（中央２－１３－１２） 

◎婦人検診等あり 

１０月１５日（金） 
烏山体育館・公民館 

（中央２－１３－１２） 

１０月２０日（水） 

【女性の日】 

烏山体育館・公民館 

（中央２－１３－１２） 

◎婦人検診等あり 

午後２時 

～３時３０分 

※感染症対策として、３密（密閉・密集・密接）を避けるため、受付

時間を指定させていただきます。健診日の約７日前に「集団健診の

お知らせ」で受付時間をお知らせします。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券を持参してください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。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 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
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なすから健康マイレージ「オクトーバーラ

ン＆ウォーク」のポイント付与 
 １０月１日（金）～３１日（日）に開催する（一財）アールビーズ

スポーツ財団主催の「オクトーバーラン＆ウォーク」に参加すると、

なすから健康マイレージポイントを５０ポイント付与します。 

◇ポイントの申請方法 

 オクトーバーラン＆ウォークに参加したことが分かる携帯電話の画

面を健康福祉課窓口で提示する。 

※ポイントの付与は健康福祉課のみで行います。イベントへの参加方

法等詳細は、９月１０日（金）の行政区長等文書配付で配布したチ

ラシ（生涯学習課備付）でご確認ください。 

【なすから健康マイレージ概要】 
◇対象 市内に住所を有する２０歳以上の人 

◇対象期間 ４月１日（木）～令和４年２月２８日（月） 

◇参加方法 ポイントカードを受け取り、必須事業等に参加し、ポイ

ントがたまったら健康福祉課に申請して景品を受け取る。 

◇景品 ・必ずもらえる５００円利用券 

     利用対象施設：山あげ会館、越雲書店、あすなろパン工房

「風」、パン職人いっぴ、カフェ・みつわ、彼処珈琲、ビス

トロ ペール ド ヴォ－テ 

    ・達成者の中から抽選で、３名に１万円分のお食事券、５名

に１，５００円分の利用券（上記利用対象施設で利用でき

ます） 

◇ポイントカード発行場所 健康福祉課（保健福祉センター） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、なすから健康マイレージの

ポイントを９月に改訂しています。詳細は、下記窓口備付のチラシ

（事業一覧等）でご確認ください。 
■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

子育て支援「９月の出前サロン」 
 新型コロナウイルス感染症対策のため、９月１６日（木）、３０日（木）

の移動出前サロンを中止します。 

 １０月以降の実施は、新型コロナウイルス感染症の動向により検討

します。場所は、境公民館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

令和４年度市立つくし幼稚園園児募集 
◇募集 市内在住の幼児 

 ・３歳児（平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生）３５名 

 ・４歳児（平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生）若干名 

 ・５歳児（平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生）若干名 

◇時間 午前９時～午後２時（休園：土、日曜日および祝日） 

◇保育料 無料 

◇諸経費 運動着代・新学期用品代・保護者会費・給食費・おやつ代等 

◇園児送迎 保護者対応が原則です。 

※希望者は、可能な範囲で通園バス（有料）が利用できます。 

◇預かり保育 午後２時～５時（有料） 

※夏休み等長期休業期間も利用できます。 

※市から「保育の必要性の認定」を受けた場合は無料です。 

◇願書等受付 １０月１日（金）～１５日（金）に①入園願書、②調

査書、③支給認定申請書、④生活状況調査、⑤入園希

望児の住民票抄本を下記あて提出する。受付時間は、

平日の午前１０時～午後４時です。 

※①～④は下記備付または市ホームページからも取得できます。 

※⑤は市民課（烏山庁舎・南那須庁舎）で取得してください。（有料） 

※願書提出の際は、入園を希望する幼児の面接を行いますので、必ず

一緒にお越しください。 

※不明な点は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 つくし幼稚園 ☎０２８７－８８－２１３１ 

令和４年度保育園入園児童募集 
◇保育園 

園名 開園時間・預かり年齢 

にこにこ保育園（公立） 

岩子１５２－１ 

☎０２８７－８８－５２５２ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

すくすく保育園（公立） 

野上７０３－１ 

☎０２８７－８２－２３５９ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時１５分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ５か月～ 

烏山保育園（私立） 

中央２－３－２５ 

☎０２８７－８２－３３７２ 

平日：午前７時１５分～午後７時 

土曜：午前７時３０分～午後５時３０分 

・預かり年齢 ２か月～ 

◇認定こども園（保育園部分） 

認定こども園 

烏山みどり幼稚園（私立） 

金井１－５－１６ 

☎０２８７－８２－３０８９ 

平日：午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ８か月～ 

認定こども園 

烏山聖マリア幼稚園（私立） 

南１－９－１９ 

☎０２８７－８２－３３５７ 

平日：午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜：午前７時３０分～午後４時３０分 

・預かり年齢 ８か月～ 

◇地域型保育 

みらいのKaze保育園（私立） 

滝田１７７２－１ 

☎０２８７－８２－７３７６ 

平日：午前６時３０分～午後１０時３０分 

土曜：午前６時３０分～午後１０時３０分 

・預かり年齢 ２か月～２歳児 

ゆうゆうランド 

那須烏山園（私立） 

南大和久４７３－２４ 

☎０２８７－８３－８６００ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ５か月～２歳児 

キッズランドあさひ（私立） 

宮原４５２ 

☎０２８７－８２－７３３３ 

平日：午前７時１５分～午後７時１５分 

土曜：午前７時１５分～午後７時１５分 

・預かり年齢 ２か月～２歳児 

こうのやま保育園（私立） 

鴻野山２１２－１２ 

☎０２８７－８２－７８００ 

平日：午前７時３０分～午後７時 

土曜：午前７時３０分～午後７時 

・預かり年齢 ８か月～２歳児 

あいのわ保育園（私立） 

三箇１８５－１４ 

☎０２８７－８３－８０９２ 

平日：午前７時～午後７時 

土曜：午前７時～午後７時 

・預かり年齢 ６か月～２歳児 

◇入園基準 児童の保護者および同居の親族が家庭外・家庭内労働、

出産、疾病、病人等の看護・介護、災害等により保育の

必要性が認められる場合に限ります。 

◇保育料 児童の年齢と、保護者等の市民税の課税状況により決定し

ます。同一世帯から２人以上の児童が同時に保育園・幼稚

園・認定こども園等へ入園する場合、第３子以降の児童の

場合は減免措置があります。 

◇申込 １０月１日（金）～２９日（金）（土・日曜日を除く）に、申

込書を下記あて提出する。仕事の都合等で市外の保育施設へ

入園を希望する場合も同様です。なお、受け付けは、平日の

午前８時３０分～午後５時１５分（木曜日のみ午後７時）で

す。 

※申込書は下記および各保育施設に備え付けています。ただし、仕事

の都合等で市外の保育施設へ入園を希望する場合は、こども課のみ

で配布します。 

※申込状況により希望する園に入園できない場合があります。 

※入所内定（不承諾）通知書は令和４年２月上旬に送付予定です。 

※不明な点や入所相談は、受付期間中に下記あてお問い合せください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    （〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１） 
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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。 
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。 
（総合政策課広報広聴グループ ☎0287-83-1112） 
 

 

こども館の催し物 
【敬老の日のプレゼント制作】 
◇日時 ９月１５日（水）～１７日（金）午前９時～午後４時 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 

◇制作物 来館時、先着順に配布します。 

※利用する際はマスクを着用してください。また、発熱等の症状があ

る人は利用をご遠慮ください。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

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

 

男女共同参画に関する講座の受講費補助 
 市では、男女共同参画に関する講座の受講費用（教材費・材料費は

除く）を補助します。 

◇対象講座 男女共同参画社会の実現を目的とし、国や県および国や

県所管の施設や法人、県内各市町、医療機関、特定非営

利活動法人等が主催する講座 

◇補助対象者 市内に住所を有し、男女共同参画について関心がある

人（性別は問いません） 

◇補助金額 上限５，０００円 

◇申込 所定の申請書兼請求書（下記備付、市ホームページ掲載）に

講座受講に係る領収書を添えて下記あて申し込む。 

※講座の主催者および内容により対象講座に該当しない場合もありま

すので、受講前にご相談ください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

ディンプルアート教室作品展示会 
◇日時 ９月１７日（金）正午～２９日（水）※休館日を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 荒井栄子 ☎０２８７－８４－２３６２ 

 

■防災の備え 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

樹木の管理のお願い 
 台風到来の季節になりました。この時期は、突風や強風により道路

への倒木が多く発生します。 

 皆さんが所有する樹木が、道路や歩道への倒木等により、歩行者や

自動車等の通行に支障となる場合があります。 

 日頃から、各所有者において樹木の管理をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

県内の雨量・河川水位情報が確認できます 
 出水期を迎えるにあたり、河川の急な増水や土砂災害には十分ご注

意ください。また、国や県において県内の雨量・河川水位情報や河川

監視カメラの画像等を配信しており、パソコンや携帯電話で確認でき

ます。 

◇サイト名等 

サイト名 アドレス等 

リアルタイム雨量 

・河川水位情報 
http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/ 

 

河川情報センター 

「川の防災情報」 
https://www.river.go.jp/ 

 

河川情報センター 

「川の水位情報」 
https://k.river.go.jp 

 

■問合 県河川課県土防災対策班 ☎０２８－６２３－２４４５ 

 

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行っています。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）等の場合は、これまでどおりメール配信

も並行して行いますので、引き続きご利用ください。 

◇登録用アドレス等 

スマートフォン フィーチャーフォン等 

App Store用 

  

 

 

 

 
 

 

Google Play用 

 

 

 

 
 
※App Store または Google Play

で「インフォカナル」と検索

しても登録できます。 

 

 

 

 

 

 

ＵＲＬ：bousai.nasukarasuyama 

-city@raiden3.ktaiwork.jp 

 

※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 

 

ハザードマップの再確認をしましょう 
 ハザードマップで自宅の近くにある「浸水想定区域・土砂災害特別

警戒区域・土砂災害警戒区域」を再確認しましょう。 

大切な家庭を守るため、日頃から気象情報に注意し、避難場所を確

認する等、災害に備えましょう。 

※ハザードマップは、市ホームページでも確認できます。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ととちちぎぎテテレレビビののデデーータタ放放送送ををごご覧覧くくだだささいい   

       ｄボタン    
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■広報紙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「広報なすからすやま」アンケート調査 

回答はお済みですか？ 
 「広報なすからすやま」のリニューアルに向けたアンケート調査を

実施しています。一人でも多くの人のご意見をお待ちしています。 

 ぜひ、ご回答ください。 

◇回答期限 ９月３０日（木）まで 

◇回答方法  

 ・インターネットで回答する場合 

市ホームページ（https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/mailform.p

hp?code=6）または上記ＱＲコードからアクセスしてください。 

 ・回答用紙に記入して回答する場合 

  回答用紙（烏山庁舎または南那須庁舎ロビー備付）に記入し、投

函箱に入れてください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

市婦人会「お月見お楽しみセット」を配布します 
 伝統行事のお月見を、家族で楽しみませんか。費用は無料です。 

◇日時 ９月１５日（水）～２８日（火）午前９時～午後４時３０分 

◇配布場所 こども館  

※２０日（月・祝）、２３日（木・祝）、２７日（月）は休館日です。 

※入館して遊ばなくても、お渡しできます。 

◇配布内容 お団子のレシピ、折り紙、手作り巾着、手作りマスク等 

◇対象 市内在住のお子さんのいる家族 

■問合 市婦人会（小堀） ☎０９０－４８４０－５６５８ 

 

女性への暴力を考える講演会 
 オンライン（ＺＯＯＭ）による講座です。家族による虐待やＤＶ、

性暴力等を受け自宅が危険な場所となっている１０代～２０代の女性

が増えています。若年女性たちが直面している問題や、彼女たちへの

支援について一緒に考えてみましょう。どなたでも参加できます。 

◇日時 １０月２３日（土）午後１時３０分～３時３０分 

◇内容 若年女性をとりまく現状～ステイホームできない少女たち～ 

    講師：ＮＰＯ法人ＢＯＮＤプロジェクト代表・ルポライター 

       橘ジュン 氏 

◇定員 ８０名（先着順） 

◇費用 無料 ※講座聴講の通信料は受講者の負担となります。 

◇申込 県とちぎ男女共同参画センターホームページ（https://www.

parti.jp/）から申し込む。 

■問合 県とちぎ男女共同参画センター ☎０２８－６６５－８７２３ 

    月曜日～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後５時 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 １０月２日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 国見峠第２駐車場 

◇散策コース 「山地を流れる那珂川」（約５．５ｋｍ） 

 国見峠第２駐車場 → 県道２７号 → 木戸不動尊・関東ふれあ

いの道 → 牧野 → 那珂川河原 → 国見峠第２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 

     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） 

◇持物等 動きやすい服装、飲物等 

※感染症対策のため、十分な健康管理のうえ、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        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

９月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 木 
産後サポート事業「おひさま」（要
予約）受付9：40～10：00 
窓口業務延長（～19：00） 

南那須公民館 
 
烏山庁舎・保健福祉センター 

１７ 金 
ディンプルアート教室作品展示会
（正午～29日） 

南那須図書館 
 

１８ 土   

１９ 日 【休日当番医】白寄医院（那珂川町） ☎0287-92-2710 

２０ 月 
敬老の日 
【休日当番医】水沼医院 

 
☎0287-84-0001 

２１ 火 
秋の交通安全県民総ぐるみ運動
（～30日） 

 

２２ 水 
５歳児相談（9：30～） 
４か月児・８か月児健診（13：00～） 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

こども館 
こども館 
南那須公民館 

２３ 木 
秋分の日 
【休日当番医】山野クリニック 

 
☎0287-84-3850 

２４ 金 
２歳児相談（9：30～） 
３歳児健診（13：00～） 

こども館 
こども館 

２５ 土   

２６ 日 【休日当番医】高野医院（那珂川町） ☎0287-92-2520 

２７ 月 
１歳児相談（9：30～） 
１歳６か月児健診（13：00～） 

こども館 
こども館 

２８ 火 ２歳６か月児相談（9：30～） こども館 

２９ 水   

３０ 木 窓口業務延長（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 
 
※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。     
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