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

 

こども新型コロナウイルスワクチン接種 
 接種日当日までに満１２歳を迎えるお子さんや、これまでに接種し

ていない１２歳から中学３年生までのお子さんを対象に、下記のとお

り実施しています。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（那須南病院） 

接種日 接種 

人数 
時間帯 

１回目 ２回目 

１１月１８日（木） １２月 ９日（木） １４名 

午後３時 

 ～４時 

１２月１６日（木） 
令和４年 

１月 ６日（木） 
１４名 

１２月２３日（木） 
令和４年 

１月１３日（木） 
１４名 

令和４年 

１月２７日（木） 

令和４年 

２月１７日（木） 
１４名 

※２回目の予約は不要です。（１回目の３週間後になります） 

※国の動向に合わせて日程調整していますので、上記接種日以降の接

種体制については未定となっています。また、ワクチン供給量によ

っては、日程どおりに実施できない場合もありますので、あらかじ

めご了承ください。 

■問合 こどもワクチン接種対策班（こども課） 

    ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

１６歳以上の新型コロナウイルスワクチン

集団接種は終了します 
 市が実施している新型コロナウイルスワクチン集団接種は、１１月

２０日（土）をもって終了します。体調等の理由により接種できなか

った人は、下記あてお問い合わせください。 

 ２回接種が終了した人の追加接種（３回目）は、詳細が決まり次第、

広報お知らせ版等でお知らせします。 

■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和元年東日本台風（台風１９号）による

住宅再建に係る借入支援 
 市では、令和元年東日本台風（台風１９号）により被災した住宅を

補修または市内において新たに住宅を建設・購入するために必要な資

金を借入れた人を支援します。 

◇対象住宅 令和元年東日本台風において全壊、大規模半壊、半壊ま

たは一部損壊の被害を受けた住宅 

◇対象者 市内で自ら居住するための住宅の建設・購入・補修を行う

人で、下記の①～④すべての要件に該当する人（所有者に

代わって建設等を行う２親等以内の親族を含む。ただし、

賃貸住宅を除く） 

 ①令和元年東日本台風による被害を受けた市民で、市税等に滞納が

ない人 

 ②自ら居住していた住宅に被害を受け、り災証明書を交付された人 

 ③上記の建設等を行うために金融機関等の融資を受け、その額が 

  １００万円以上の人 

 ④令和４年３月３１日（木）までに利子補給金適用申請を行う人 

◇補助額 融資額のうち１，０００万円までを対象とし、年２％以内

の金利相当額 

◇補助期間 適用決定のあった月から５年間 

◇申請期限 令和４年３月３１日（木） 

※詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１１月の税金 
 １１月３０日（火）は、下記税金の納付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 市県民税３期・国民健康保険税第５期・介護保険料第５

期・後期高齢者医療保険料第５期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１１月１５日 Ｎｏ．３８８ 

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/ 

   

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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■国保 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険

者が交通事故にあった時はすぐに連絡を 
 国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者が、交通事故等の第三

者（自分以外の人）から傷害を受けた場合の医療費は、加害者の全額

負担が原則ですが、「第三者行為による被害届」を提出することで、国

民健康保険・後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。医

療機関を受診する際は、速やかに届け出をしてください。 

※示談を済ませてしまうと国民健康保険・後期高齢者医療制度が使え

なくなる場合があります。示談の前に必ず下記あてご連絡ください。 

◇届出に必要なもの 印かん、保険証、交通事故証明書（後日可） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

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

 

「電子証明書」の更新手続きには 

事前予約が必要です 
 マイナンバーカードを持っている人で、電子証明書更新の案内が届

いた人は、電話で下記あて予約のうえ、来庁してください。 

◇受付時間 平日：午前８時３０分～午後５時 

※毎週木曜日の窓口延長業務では、更新の手続きはできません。 

■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 

 

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

 

なすから健康マイレージ 

～こどもとチャレンジ～ 
 今年度、小学１年生から中学３年生までの市民とその保護者が一緒

に参加できるマイレージ事業を実施しています。 

 健康づくりにチャレンジしポイントを貯めると、達成者の中から抽

選で１５０名に利用券１，０００円分をプレゼントします。取り組み

をした人は、１１月３０日（火）までに下記あて提出してください。 

◇利用券が使用できる施設等 

 越雲書店、山あげ会館、あすなろパン工房「風」、彼処珈琲、カフェ

みつわ、パン職人いっぴ、ビストロペールドヴォ―テ、龍門カフェ 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

特定健診・がん検診等日程 
 新型コロナウイルス感染症が気になって受診を控えている皆さん、

令和３年度の集団健康診査は１２月１１日（土）で終了します。 

 定期的な健診とがん検診等で健康状態をしっかりチェックするため

に受診をご検討ください。 

◇日程 予約が必要です。 

期日 場所 受付時間 

１２月１１日（土） 
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 

※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 

運動習慣化教室「運機アップ教室」 
 運動はしていても効果を実感できない人、体重や腹囲が増加傾向の

人向けの「改善を目指すコース」と、これから運動を始めたい人向け

の「運動習慣化コース」のコース別教室を行います。 

◇改善を目指すコース 各回定員１０名、１日のみの参加が可能です。 

日時 場所 

１２月 ６日（月） 
午前１０時１５分～ 

１１時３０分 

（受付：午前１０時～） 

南那須公民館 

多目的ホール 

（岩子６－１） 

１２月１３日（月） 

令和４年 

１月３１日（月）予備日 

◇運動習慣化コース 定員１０名、原則、継続参加とします。 

日時 場所 

１２月 ３日（金） 

午後１時１５分～ 

２時３０分 

（受付：午後１時～） 

南那須公民館 

多目的ホール 

（岩子６－１） 

１２月 ６日（月） 

１２月１３日（月） 

令和４年 

１月３１日（月）予備日 

◇対象 運動制限のない２０歳～６９歳の市民 

◇持物 室内シューズ、飲物、マスク 

※運動しやすい服装でご参加ください。 

◇申込 １１月２６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により実施できない場合は、令和

４年１月３１日（月）予備日に実施します。 

※感染症予防対策のため、受付時間前の入室はご遠慮ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 １２月７日（火）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４０分～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇内容 母親の健康チェック、赤ちゃんの体重測定、 

    ベビーマッサージ、母親のリラクゼーション 

◇今月の対象 市内在住の令和３年７月以降に出産した母親とその 

       家族（赤ちゃんのきょうだいの参加可） 先着１０名 

◇持物 母子健康手帳、バスタオル、飲物、おむつやミルク等のお出

掛けセット 

◇申込 １１月３０日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※動きやすい服装でご参加ください。 

※当日は検温し、発熱がないことを確認してからご参加ください。ま

た、マスクの着用や消毒等、感染症対策にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

妊婦・産後ママサロン「自力整体」 
◇日時 １２月１４日（火）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４０分～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇内容 自力整体。体のバランスを整え、腰痛やむくみを予防する。 

◇対象 市内在住の安定期に入った健康な妊婦および市内在住の産後

１か月以上産後１年６か月未満の人 先着８名 

※託児は要相談。妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇持物 母子健康手帳、飲物、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 １２月９日（木）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、発熱がないことを確認してからご参加ください。ま

た、マスクの着用や消毒等、感染症対策にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

「ふれあいじんけんフォーラム」参加者募集 
 県教育委員会では、人権に関する様々な課題について、正しい理解

と認識を深めることを目的として人権フォーラムを開催します。 

 ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １２月９日（木）午後１時３０分～３時３０分 

    受付：午後１時～ 

◇場所 高根沢町町民ホール（高根沢町石末１８２５） 

※実施方法がオンライン研修に変更になる場合があります。その際は、

塩谷南那須教育事務所ホームページに掲載します。 

◇対象 どなたでも ※参加無料 

◇内容 人権講演会「子どもに権利って本当に必要なの？」 

    ～子どもが一人で悩まず、生き生きと活躍できる社会をつくる～ 

    講師：認定ＮＰＯ法人国際子ども権利センター（シーライツ） 

    代表理事 甲斐田万智子 氏 

◇申込 １２月１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 塩谷南那須教育事務所ふれあい学習課 

    ☎０２８７－４３－０１７６ 

    ＦＡＸ０２８７－４３－０５３５ 

 

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

 

境小学校「小規模特認校」説明会 
 令和４年度から境小学校で始まる小規模特認校についての説明会を

開催します。 

 小規模特認校とはどのような制度なのか、対象となる児童や募集定

員はどうなっているのか等の疑問点を分かりやすく説明します。 

 なお、小規模特認校については、「広報なすからすやま」１１月号に

も掲載されていますのでご覧ください。 

◇日時 １１月３０日（火）午後７時～ 

◇場所 烏山公民館２階（中央２－１３－８） 

※感染症対策のため、健康管理には十分注意のうえ、ご参加ください。 

■問合 学校教育課指導支援グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

就学援助入学準備金を 

小中学校の入学前に支給します 
 就学援助は、義務教育期間中に必要な費用の一部を家庭の事情に応

じて援助する制度です。 

 小学校および中学校への新入学を迎える児童・生徒を持つ家庭の負

担軽減のため、就学援助費の一部である入学準備金を入学前に支給し

ます。 

◇対象 ４月に市内・市外（市外の場合は区域外就学認定者に限る）

の小学校および中学校に新入学する児童・生徒の保護者で、

下記のいずれかに該当する世帯 

    ・所得状況が生活保護に準ずる世帯 

    ・世帯全員、市県民税が非課税（原則、市県民税の申告が必

要。所得の基準は、世帯構成や年齢によって異なります） 

    ・児童扶養手当（児童手当、特別児童扶養手当、ひとり親家

庭医療費助成とは異なります）を受給している世帯 

◇支給額 小学校：５１，０６０円、中学校：６０，０００円 

◇申込 １２月１日（水）から令和４年１月２１日（金）までに申請

書（下記備付および市ホームページ掲載）に必要事項を記入

し、申請書記載の必要書類を添付のうえ、下記あて提出する。

（土・日曜日、祝日および年末年始は除く） 

※入学準備金が支給されてから要件を満たさなくなった場合は、返還

していただく場合があります。 

※受付期間以降に就学援助の申請をして認定になった人は、入学後に

支給します。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

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

 

図書館の催し物 
【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 １１月２７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 

 

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

 

「いちご一会スタンプラリー」「いちご一会検定」 

開催中 
 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会では、いちご一会と

ちぎ国体・とちぎ大会開催１年前・冬季大会開催１００日前記念企画

として、下記イベントを開催中です。応募者の中から抽選で豪華賞品

が当たります。参加費は無料です。 

【いちご一会スタンプラリー】 
◇開催期間 令和４年２月２８日（月）まで 

◇場所 県内各市町の開催競技会場 

    （市内は、①緑地運動公園多目的競技場②龍門ふるさと民芸

館③山あげ会館） 

※②と③は、どちらか一方のＱＲコードを読み取ること。 

◇内容 市町の各会場にある専用ポスターからＱＲコードを読み取り、

スタンプを貯めてください。１０スタンプごとに賞品に応募

できます。（賞品への応募は、スタンプが貯まるごとに何度で

も可能） 

◇対象 県内在住者 

◇申込 右記のＱＲコードまたはいちご一会オンライン 

    イベント（https://www.tochigikokutai2022.jp/ 

    online-event2021/）からご参加ください。 

【いちご一会検定】 
◇開催期間 令和４年２月２８日（月）まで 

◇内容 オンラインで参加できる、各市町に関する３択クイズです。

１０スタンプを獲得して、賞品に応募できます。 

◇対象 どなたでも 

◇申込 右記のＱＲコードまたはいちご一会オンライン 

    イベント（https://www.tochigikokutai2022.jp/ 

    online-event2021/）からご参加ください。 

※いちご一会オンラインイベントのページでは、１０月１６日（土）

にライブ配信されたイベントの様子もご覧いただけます。 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

コロナ禍での正社員就職を支援します 
 Ｗｅｂ研修や職場実習等を通じて未経験分野への正社員就職を支援

する「離職者等再就職支援プログラム事業」の参加者を募集します。 

◇内容 ・Ｗｅｂ研修 １２月８日（水）～１４日（火） 

           （土・日曜日を除く） 

    ・マッチング会 １２月２１日（火）・２２日（水） 

    ・職場実習 令和４年１月５日（水）～ 

◇対象 県内での就職を希望している人 ２５名 

◇申込 １２月６日（月）までに下記あて申し込む。 

※詳細は、パソナホームページ（https://pasonamypage2.force.com/E

vents?_ga=2.140452979.1340974568.1626750656-1746913343.

1543222608#/event/EP-21071550691/）でご確認ください。 

■問合 （株）パソナ パソナ・宇都宮（県離職者等再就職支援プログ

ラム事業事務局） ☎０２８－６６６－０３６５ 
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消防設備士試験（第２回） 
◇試験日時 令和４年２月１３日（日）午前９時３０分～ 

◇試験種類 甲種（特類、第１類～第５類）、乙種（第１類～第７類） 

◇試験会場 栃木県立宇都宮工業高等学校（宇都宮市雀宮町５２） 

◇受付期間 書面申請：１２月６日（月）～１７日（金） 

◇受験願書等常置場所 ・（一財）消防試験研究センター栃木県支部 

           ・那須烏山消防署、那珂川消防署 

◇受付場所 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

■問合 （一財）消防試験研究センター栃木県支部 

    ☎０２８－６２４－１０２２ 

 

広報なすからすやま・広報お知らせ版の 

掲載基準 
 市発行の広報紙に掲載する記事は、下記の基準に基づいています。 

◇掲載基準等 

区分 内容 

掲 
載 
範 
囲 

・市が主催、共催または後援する事業 

・市が委託または助成する事業 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業 

・行政区で実施する事業、地域の事業、その他話題性の高いも

の 

・市内の事業所等が社会貢献活動の一環として行う事業で、市

民に対し公益性が高いと判断できる事業等の情報 

・参加費または会費が無料もしくは材料費程度（材料費、保険

料、資料代等その事業に相応しい費用）を徴収して行われる

事業で、広く市民が参加することができる事業等の情報 

掲 
載 
記 
事 
の 
優 
先 
順 
位 

広報に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、市が主

催、共催または後援する事業の次に市が委託または助成する事

業を優先します。これらの次に優先するものは、次の項目を多

く満たすものとなります。 

・市以外の官公庁が主催、共催または後援する事業に関するも

の 

・参加費または会費が無料の事業等に関するもの 

・事業の開催場所が市内であるもの 

・市内在住者からの依頼であるもの 

・市民生活に有益な内容であるもの 

掲 
載 
除 
外 

下記の項目に該当する記事は掲載できません。 

・公共性または公益性を損なうおそれがあるもの 

・営利目的のもの 

・政治活動や宗教活動を目的としたもの 

・公序良俗に反すると認められるもの 

・協賛や寄附等、金・物品を募ることを主な内容としているも

の 

・個人の宣伝や活動を目的としたもの 

・その他、市が掲載記事として適当でないと判断するもの 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■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 
◇日時 １２月４日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 八溝県民休養公園駐車場 

◇散策コース 「遺跡とメガソーラ－と」（約８ｋｍ） 

 八溝県民休養公園駐車場 → 少年自然の家跡 → 上黒尾 → 

上川井 → 日光神社 → メガソーラー → 江川沿いの道 → 

林道 → 八溝県民休養公園駐車場 

◇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 

１１月は労働保険未手続事業一掃強化期間 
 「労働保険（労災保険・雇用保険）」は、労働者の業務上または通勤

上での負傷等や失業した場合に保険給付を行うもので、労働者（パー

ト・アルバイト含む）を一人でも雇用する事業主は法律で加入が義務

付けられています。 

 まだ加入手続きを済ませていない事業主は、労働基準監督署または

公共職業安定所で手続きをしてください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 宇都宮労働基準監督署 ☎０２８－６３３－４２５１ 

    宇都宮公共職業安定所 ☎０２８－６３８－０３６９ 

 

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

 

１１月下半期の行事予定 
 
日 曜日 行事予定 

１６ 火   

１７ 水 
５歳児相談（9：30～） 
４か月児・８か月児健診（13：00～） 
心配ごと相談 

こども館 
こども館 
南那須公民館 

１８ 木 窓口業務延長（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１９ 金   

２０ 土   

２１ 日 
リサイクルフェア9：30～13：00 
【休日当番医】上野医院（那珂川町） 

南那須図書館 
☎0287-96-5151 

２２ 月 １歳６か月健診（13：00～） こども館 

２３ 火 
勤労感謝の日 
【休日当番医】塩谷医院 

 
☎0287-88-2055 

２４ 水 
２歳６か月児相談（9：30～） 
行政相談 

こども館 
烏山庁舎 

２５ 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 

２６ 金 
２歳児相談（9：30～） 
３歳児健診（13：00～） 

こども館 
こども館 

２７ 土 おはなし会14：00～14：30 烏山図書館 

２８ 日 【休日当番医】滝田内科医院 ☎0287-82-2544 

２９ 月 特定健診・がん検診（完全予約制） 南那須公民館 

３０ 火 

市県民税第３期・国民健康保険税
第５期・介護保険料第５期・後期
高齢者医療保険料第５期納期限・
口座振替日 

 

 
※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 


