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「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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目） 

１２歳～１７歳 
【１２歳～１７歳の追加接種】 

 １２歳～１７歳の人の３回目接種を始めました。対象の人に、接種券を

順次発送します。 

◇今後の接種案内通知の発送スケジュール（１２歳以上） 

２回目接種月 発送予定時期 

令和３年１１月以前 発送済 

令和３年１２月以降 順次発送予定 

◇接種予約方法 

 市の集団接種を希望する場合は、予約を取る必要があります。予約は、

電話での予約となります。 

 ・予約先：健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

      ☎０２８７－８２－７５３５ 

 ・予約受付時間 午前９時～午後５時（平日のみ） 

◇接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１） 予約枠：各日９８人 

 ワクチンの種類：ファイザー 

接種日 時間 

５月 ７日（土） 

午後１時３０分～４時３０分 
５月１４日（土） 

５月２１日（土） 

５月２８日（土） 

※この日程以降の接種日程は決まり次第、広報お知らせ版や市ホームペー

ジ等でお知らせします。 

【１８歳以上の追加接種】 

 対象の人に、接種案内通知を発送しています。接種希望者で、接種案内

通知が届いていない人は、お問い合わせください。 

２回目接種月 
発送予定時期 

６５歳以上 ６５歳未満 

令和３年１２月以前 令和３年１１月以前 発送済 

令和４年１月以降 令和３年１２月以降 順次発送予定 

【１０代、２０代の男性のワクチン接種】 

 ファイザー社製ワクチンを接種することが推奨されています。接種を希

望する人は、ご相談ください。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室（午前９時～午後５時） 

    ☎０２８７－８２－７５３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

住宅の耐震診断・改修等の補助 
 市では耐震性の不足している木造住宅の耐震強化を進めるため、耐震診

断および耐震改修、耐震建て替えにかかる費用の一部を補助しています。

補助を受けたい人は、事前にご相談ください。 

◇対象住宅 昭和５６年５月以前の旧耐震基準で建てられた住宅 

◇補助上限額 耐震診断 ６万４千円（費用の２／３以内） 

       耐震改修、耐震建替 １００万円（費用の４／５以内） 

◇対象 昭和５６年５月以前の基準で建てられた市内の木造住宅を所有し 

在住する人で、本年度に耐震診断等を実施予定の人 

※この相談によって、補助を確約するものではありません。 

■問合 都市建設課都市計画グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■防災 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

戸別受信機を無料で貸し出しています 
 市では「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報を、音声で聞

くことができる「戸別受信機」を無料で貸し出しています。自宅に簡単に

設置でき、持ち運ぶこともできます。 

◇「防災Ｉｎｆｏなすからすやま」で配信される情報 

 火災情報、防災情報、緊急地震速報、災害・避難情報、くらし情報、 

 健康・福祉情報、学び・子育て情報、観光情報、市政情報 

◇対象 市内に居住する世帯の世帯主、市内に事業所を設置し事業活動を

行う人 

◇費用 無料 

◇貸出窓口 烏山庁舎（総務課）、保健福祉センター（健康福祉課） 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年５月１日 Ｎｏ．３９９ 

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。 

 

 

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

 

「マイナンバーカード」あなたは作りましたか？ 
 市役所窓口のタブレット端末で申請サポートを行っています。顔写真の

撮影から申請まで、職員が一緒にお手伝いします。パソコンやスマートフ

ォンを持っていない人や操作に不慣れな人も簡単に申請できます。 

◇申請サポート期間 ９月３０日（金）まで（これ以降は未定です） 

◇受付時間 平日の午前８時３０分～正午、午後１時～４時 

※１人につき２０分程度（費用は無料） 

◇場所 市民課（烏山庁舎） 

◇持物 ・「本人確認書類」（運転免許証、パスポート等顔写真付きの公的

な証明書は１点。健康保険証等、顔写真のないものは２点必要） 

    ・「個人番号カード交付申請書」（お手元にない場合は、市民課で

再発行できます） 

◇注意事項 

 ・申請および受け取りの手続きには、本人がお越しください。 

 ・１５歳未満の人、成年被後見人の人が申請する場合は、本人と法定代

理人が一緒にお越しください。 

 ・撮影した顔写真をお渡しすることはできません。申請手続き後、デー

タを消去します。 

 ・カードの受け取りは、交付申請から約１か月後になります。市民課か

らカード交付通知が届きますので、電話で受け取り日時を予約してか

らお越しください。 

 ・マイナンバーカードに関する詳細は、右記ＱＲコード 

  （マイナンバーカード総合サイト）でご確認ください。 

■問合 （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 

    （マイナンバー制度に関すること） 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

「マイナポイント第２弾」あなたは申し込みましたか？ 
◇マイナポイント事業とは 

 マイナンバーカードを取得したうえで、キャッシュレス決済サービスを

１つ選択して申し込み、その決済サービスでチャージやお買い物をすると、

利用金額の２５％分のポイントがもらえます。 

◇「マイナポイント第２弾」の対象 

 ①マイナンバーカードを取得し、マイナポイント第１弾に申し込みをし

ていない人（これから新規に取得する人も含む） 

・・・最大５，０００円相当のポイント 

  令和３年１２月末までにマイナポイント第１弾へ申し込んだ人で、 

  ２０，０００円のチャージやお買い物をしていない人（最大５，００

０円分までポイント付与を受けていない人）の令和４年１月１日以降

のチャージやお買い物に対しても、上限（５，０００円相当）までポ

イントの付与を受けられます。 

 ②健康保険証としての利用登録をした人（既に登録した人、利用申し込

みをした人を含む）・・・７，５００円相当のポイント 

 ③公金受取口座の登録をした人・・・７，５００円相当のポイント 

◇注意事項 

 ・ポイント申し込みの対象となるマイナンバーカードの申請期限は、令

和４年９月３０日（金）です。 

 ・ポイント申し込みの期限は、令和５年２月２８日（火）です。 

 ・②、③の申込開始時期は、令和４年６月頃です。詳細が決まり次第、

別途お知らせします。 

 ・令和３年５月以降にマイナンバーカードを申請し、マイナポイントの

申し込みをしていない人も対象です。 

◇マイナポイント申込支援窓口 

 市民課内（烏山庁舎） 時間：午前９時～正午、午後１時～４時 

 マイナポイント事業に関する詳細は、右記ＱＲコード 

 （マイナポイント事業）でご確認ください。 

■問合 （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 

    （マイナンバー制度に関すること） 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

住民票等のコンビニ交付サービス 

始まりました 
 マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアで各種証明書が取

得できます。ぜひ、ご利用ください。 

◇利用できるコンビニエンスストア 

 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等 

◇利用可能時間 午前６時３０分～午後１１時 

※年末年始やシステムメンテナンスを除く。 

◇取得できるもの 

種類 取得できる人 

住民票の写し 市内に住民登録がある人または同じ世帯の人 

印鑑登録証明書 市に印鑑登録している本人 

・課税証明書 

・住民税決定証明書 

・所得証明書 

市で市県民税が課税されている人 

※税の申告をしていない場合は取得できません。 

※最新年度分は、当初納付書等の発送後となります。 

◇サービス利用に必要なもの マイナンバーカード 

※マイナンバーカードを持っていても、ＩＣチップ内に利用者証明用電子

証明書が登録されていなかったり、有効期限が切れていたりする場合は、

新しく登録または更新する必要があります。 

◇注意事項 

コンビニエンスストアではご自身がキオスク端末（マルチコピー機）で

利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁）を入力して操作していた

だきます。 

■問合 （コンビニ交付、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 

    （マイナンバー制度に関すること） 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

    （各種税証明に関すること） 

    税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

マイナンバーカードの交付に伴う 

土曜日窓口の設置 
 マイナンバーカードの申請増加に伴い、下記によりマイナンバーカード

の交付を行います。交付は予約制ですので、希望する人は、必ず下記あて

電話での予約をお願いします。 

◇交付日 毎月第３土曜日（５月２１日、６月１８日、７月１６日、８月

２０日、９月１７日、１０月１５日、１１月１９日、１２月 

１７日、１月２１日、２月１８日、３月１８日予定） 

◇時間 午前８時４５分～正午 

◇交付場所 市民課（烏山庁舎） 

※県が示す感染症警戒度レベル３以上の期間は行いません。 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイバッグ・キャンペーンを実施中です 
 県では年間を通してマイバッグ・キャンペーンを実施しています。限り

ある資源を大切に使っていくためにも、マイバッグの活用を始めとした３

Ｒ（リデュース：ごみを減らす）（リユース：再使用する）（リサイクル：

ごみを原材料として再生利用する）を意識した取り組みを行ってみましょ

う。 

 マイバッグ・キャンペーンでは、「環境にやさしい買い物をしましょう」

をサブテーマにしています。特に次の点を意識して、ものを大切に、ごみ

を減らす取り組みをしてみましょう。 

・マイバッグを活用し、レジ袋や包装を減らしましょう。 

・フリーマーケットやリサイクルショップ等を利用しましょう。 

・食材等は必要な分だけ購入し、食品ロスを減らしましょう。 

・エコマーク製品やリサイクル製品を購入しましょう。 

・詰め替え用商品を購入して、容器を繰り返し使いましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
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猫よけ器を貸し出します 
 市では野良猫によるふん尿被害で困っている人に、猫よけ器（超音波を

発生させて猫を遠ざける器具）の貸し出しを行っています。 

◇貸出台数 １世帯あたり２台まで 

※数に限りがあるので、事前に電話で貸し出し状況の確認をお願いします。 

◇期間 貸し出しを受けた日から起算して１５日以内（期間の延長はしま

せん。原則、同一年度において１世帯１回限りの貸し出しです） 

◇料金 無料（ただし、使用に必要な乾電池は借受者の負担となります。

１台当たり単２形乾電池４本を使用します） 

◇申込 申請書（下記備付および市ホームページ掲載）を記入し、下記あ

て提出する。 

◇注意事項 

 ・使用場所は借受者の市内の所有地または借地とします。 

 ・猫の被害軽減対策以外の目的で使用しないでください。 

 ・超音波の効き目は猫の個体差によって変わるため、全ての猫に効果を

発揮するわけではありません。 

 ・試用目的での貸し出しです。効果が認められた場合は、ご自身で製品

の導入をご検討ください。 

※詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■国保・後期高齢者医療 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

後期高齢者医療保険制度の保険料 
 本年度の後期高齢者医療保険料は次のとおり見直されます。 

◇令和４年４月からの後期高齢者医療制度の保険料率等 

 保険料率は、高齢化の進展や医療技術の進歩等の影響による１人あたり

の医療費の増加等に対応するため、２年に一度見直されることになってい

ます。令和４・５年度の保険料率等は、次のとおりです。 

 令和２・３年度 令和４・５年度 

均等割額 ４３，２００円（変更なし） 

所得割率 ８．５４％（変更なし） 

賦課限度額 ６４０，０００円 ６６０，０００円 

・均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただくものです。 

・所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額を 

算出するために用いる割合のことです。 

・賦課限度額とは、賦課される保険料（年額）の上限額のことです。 

◇軽減措置 

 所得の低い人に対する均等割軽減、後期高齢者医療被保険者の資格を取

得する前日まで被用者保険の被扶養者であった人に対する保険料軽減措

置は、本年度も継続されます。 

■問合 県後期高齢者医療広域連合 ☎０２８－６２７－６８０５ 

    税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

個別健康診査（７５歳以上の人） 
 後期高齢者医療保険に加入する人（７５歳以上の人および６５歳以上で

一定の障がいがある人も含む）の個別健康診査を、市内の医療機関（一部

を除く）において無料で実施します。 

 対象者には受診券（ピンク色）を５月中旬に郵送しますので、受診の際

には必ず受診券を持参してください。 

※受診券は市の特定健康診査（集団健診）の受診券と兼用になりますので、

どちらかを選択して受診してください。重複して受診することはできま

せん。 

※人間ドックまたは脳ドックの補助を受ける人は、健康診査の対象ではあ

りませんのでご注意ください。 

◇実施期間 ６月1日（水）～９月３０日（金）の４か月間 

※ただし、医療機関の休診日を除く。 

◇実施場所 市内医療機関（詳細は受診券をご覧ください） 

◇持物 後期高齢者医療被保険者証、郵送された受診券（ピンク色） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

 

集団健診には受診券をご持参ください 
 特定健康診査(集団健診)の対象者に受診券を５月中旬に郵送します。集

団健診受診の際には受診券が必要となりますので、必ず持参してください。 

 なお、人間ドックまたは脳ドック補助を受ける人は、集団健診と重複し

て受診することはできません。 

※受診券は、国民健康保険の加入者はクリーム色、後期高齢者医療保険の

加入者はピンク色です。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■雇用等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

税務課会計年度任用職員の募集 
◇募集内容 

職種 一般事務員 

任用期間 ７月１日（金）～令和５年３月３１日（金） 

人数 １名 

業務内容 課税事務、確定申告受付事務、書類作成補助等 

勤務時間 
月～金曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

※７時間勤務、土・日曜日および祝日を除く。 

勤務地 税務課（烏山庁舎） 

賃金 
時給１，１１９円 

※通勤手当が支給される場合があります。 

資格等 パソコン操作（ワード・エクセル等）ができる人 

◇採用試験 ５月２７日（金）予定 

※詳細は応募者に別途通知します。 

◇応募方法 ５月２０日（金）までに履歴書（写真貼付）に必要事項を記

入し、下記あて郵送または持参する。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分、郵送の

場合は、５月２０日（金）必着です。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

消費税のインボイス制度説明会・登録相談会 
 事業者向けに消費税のインボイス制度説明会およびインボイス発行事

業者の登録申請相談会を開催します。 

◇日時 ５月１８日（水）・２４日（火）、６月９日（木）・１４日（火） 

午後１時３０分～３時 

◇場所 氏家税務署２階会議室 

◇定員 各回１５名（事前登録制） 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により説明会の開催を延期ま

たは中止する場合があります。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

自動車を所有している人へ 
 自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点で運輸支局に登録されている

自動車の所有者に対して課税される県税です。 

 本年度の自動車税（種別割）納税通知書を発送しましたので、納期限の

５月３１日（火）までに必ず納めましょう。 

 なお、自動車税は、銀行や郵便局等の金融機関のほか、コンビニエンス

ストア、クレジットカード、ペイジー、スマートフォン決済アプリでも納

付できます。 

 詳細は、矢板県税事務所のホームページでご確認ください。 

■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７１ 

    受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

    （土・日曜日および祝日を除く） 
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軽自動車税の減免申請 
 下記の要件のいずれかに該当する人は、軽自動車税の減免を受けられる

場合があります。なお、減免申請は毎年必要となります。 

◇資格要件 

１．身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている人または当該身体障がい者等と生計を一にする人、身体

障がい者等（身体障がい者等のみで構成される世帯に属する人に限る）を

常時介護する人が所有する軽自動車で次の項目に該当すること。 

※ただし、各種手帳に記載されている級別によっては該当しない場合があ

ります。 

 ①身体障がい者等本人が運転する場合 

 ②身体障がい者等と生計を一にする人が運転する場合 

 ③身体障がい者等を常時介護する人が運転する場合 

※②と③については専ら介護等のために運転する場合 

※減免を受けられる軽自動車は上記の手帳交付を受けている人１人につ

き１台です。普通自動車（自動車税）の減免を受ける場合は軽自動車の

減免は受けることができません。 

２．構造が専ら身体障がい者等が利用するための軽自動車である場合 

３．公益のために利用するための軽自動車である場合 

◇申請期間 ５月９日（月）～３１日（火） 

※申請は、軽自動車税納税通知書が届いてからお願いします。 

※受け付けは、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。 

◇申請に必要なもの 

 ・身体障害者手帳等 

 ・軽自動車を運転する人の運転免許証 

 ・減免申請する軽自動車税の納税通知書（納付書） 

 ・減免申請する軽自動車の車検証 

 ・常時介護証明書（介護する人のみ） 

 ・軽自動車の写真（構造が身体障がい者等が利用する構造の軽自動車の

場合のみ。構造や車両番号が確認できるもの） 

◇方法 申請用紙（下記備付）に必要事項を記入し、納税通知書を添付の

うえ、下記あて提出する。 

※烏山庁舎のみでの受け付けとなります。 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■道路管理 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国道・県道の除草に除草剤の活用を 

試行します 
 烏山土木事務所が管理する国道・県道では、これまで草刈り機による除

草を実施して来ましたが、交通への影響を抑制し道路を利用する皆さんの

負担軽減や良好な道路環境を維持するため、本年から次の道路では年数回

の除草剤を使用した除草作業を試験的に実施します。 

 なお、薬剤は登録農薬を使用し希釈倍数を順守します。また、散布にあ

たっての範囲は限定的とし、看板等による事前予告や風の強い日は避ける

等留意しながら作業を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。 

◇対象路線 一般国道２９３号、一般国道２９４号、主要地方道宇都宮 

      那須烏山線の一部区間 

※詳細は、烏山土木事務所ホームページ（https://www.pref.tochigi.lg.

jp/h58/index.html）をご確認ください。 

■問合 烏山土木事務所保全部 ☎０２８７－８３－１３２４ 

 

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

 

農作業に伴う公道の泥汚れ防止 
 トラクター等での農作業後に、田畑から公道に出る際は、必ず泥を落と

してから走行するようお願いします。道路に付いた泥は通行の妨げになる

だけでなく、滑りやすく交通事故の原因にもなり大変危険です。誤って汚

してしまった場合は、速やかに泥の撤去や清掃をお願いします。 

 環境美化や交通安全のためにもご協力をお願いします。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

豚熱ウイルスの拡散防止 
 野生イノシシの間で豚熱という病気が広がっています。人間に感染する

ことはありませんが、豚に感染して養豚業に大きな被害を与えます。次の

点について特にご注意ください。 

・農場関係者以外の人がみだりに農場に立ち入らないこと 

・登山者、キャンパー等が野生イノシシの餌となる残飯やごみを放置し 

ないこと 

・下山時や帰宅時には靴の履き替えや洗浄・消毒を実施すること 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

果樹の霜対策で燃焼や送風を行います 
 霜や凍結から梨の花を守るため、燃焼資材の使用や防霜ファンによる送

風等の霜対策を実施します。実施期間中は、燃焼の煙や臭い、防霜ファン

の作動による騒音等が生じる場合があります。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。 

◇期間 ４月上旬からおおむね１か月間 

※氷点下が予想される前日夜から早朝にかけて実施します。 

■問合 ＪＡなす南営農部園芸販売課 ☎０２８７－９６－６１７０ 

 

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

 

薬物問題に悩む家族の集い 
 薬物問題に対する不安や子どもの将来に対する不安等、誰にも相談でき

ずに悩んでいる家族が集まり、不安や悩みを語り分かち合える家族の集ま

りです。 

◇日時 ５月１２日（木）、７月１４日（木）、９月８日（木）、 

１１月１０日（木）、１月１２日（木）、３月９日（木） 

※原則、奇数月第２木曜日の午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇内容 家族の情報交換・情報提供 

◇対象 薬物問題にお悩みのご家族 ※匿名でも参加できます。 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

※スタッフは薬剤師、保健師、栃木ダルク職員。秘密は厳守します。 

※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 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２３６４ 

 

性感染症検査 
◇日時 毎週火曜日 午前９時～１０時（要予約） 

◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇検査内容 ①ＨＩＶ感染症検査（血液検査） 

      ②性感染症検査（血液検査、尿検査） 

※ＨＩＶ感染症検査を希望する人は、梅毒検査（血液検査）、性器クラミ

ジア感染症検査（尿検査）・淋菌感染症検査（尿検査）も併せて受検で

きます。また、①・②とも匿名で受検することができます。 

◇検査料金 原則、無料 

◇検査結果通知 

 ①ＨＩＶ感染症検査 

 ・採血してから約１時間後以降に本人に直接通知する。（ただし、判定

保留となった場合は、１週間後以降に改めて通知日を設定する） 

 ②性感染症検査 

 ・梅毒検査：採血してから約１時間後以降に本人に直接通知する。（た

だし、判定保留となった場合は、１週間後以降に改めて通知日を設定

する） 

 ・性器クラミジア感染症、淋菌感染症検査：１週間後以降に通知日を設

定し、本人に直接通知する。 

◇検査予約時の注意点 

 ＨＩＶ感染症検査は、感染直後は正確な結果が出ないため、感染の可能

性のあった日から１２週間以上経過してから検査ください。 

※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。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 
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献血（全血）にご協力を 
 血液の安定的な確保を図るため、献血へのご協力をお願いします。 

◇日時 ５月２４日（火） 烏山庁舎：午前９時３０分～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、４００ｍｌを推進しています。 

※この事業は「なすから健康マイレージ事業」の対象です。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

骨髄提供希望者登録のお願い(予約制) 
◇日時 毎週火曜日 午前１１時～１１時３０分 ※閉庁日を除く。 

◇場所 県北健康福祉センター本館（大田原市住吉町２－１４－９） 

◇内容 問診、血圧測定、採血 

◇登録要件 

 ・骨髄、末梢血幹細胞の提供内容について十分理解されている人 

 ・年齢が満１８歳以上５４歳以下で健康状態が良好な人 

 ・体重が男性で４５ｋｇ以上、女性で４０ｋｇ以上の人 

 ・骨髄、末梢血幹細胞の提供について家族の同意を得ている人 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 

 

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

 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 

◇日時 毎週水曜日 午前１０時～１０時４５分 

◇内容 親子体操・手遊び・遊び（絵本の読み聞かせ・制作等） 

親子体操：ラーメン体操 手遊び：サンドイッチパンパン 

※親子体操および手遊びは月替わり、遊びは毎週内容を変えて実施します。 

【親子でヨガを楽しもう】 

◇日時 ５月１３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 親子でできるヨガの基本ポーズ、身体ほぐし 

◇講師 満田美佐子 先生 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者 先着３組 

◇申込 ５月１１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※場所はすべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。 

※利用する際はマスクを着用してください。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

こども館移動出前サロン 
◇日時 毎週木曜日 午前９時３０分～午後１時３０分 

◇場所 藤田公民館（藤田７８４） 

◇内容 季節の手遊びや親子体操、外遊び等で子育て支援員と一緒に遊び

ましょう！ 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者（申込不要） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に利用できる人数は３組程

度を目安とし、利用時間は１組１時間程度とします。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

ひまわりきっず「開講式 お友達を作ろう」 
 家庭教育オピニオンリーダーによる子育て支援事業です。 

◇日時 ５月１８日（水）午前１０時～１１時 

    受付：午前９時４５分～ 

◇場所 烏山公民館１０４会議室（中央２－１３－８） 

◇内容 開講式、体操・手遊び・工作等 

◇対象 市内在住の２歳以上の幼児と保護者 先着６組 

◇費用 １組：１００円（保険料等） 

◇持物 飲物 

◇申込 ５月１３日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※こども館は、月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

児童扶養手当 
 児童扶養手当は、父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしない児

童を育成する家庭（ひとり親家庭等）の生活安定・自立促進を目的に支給

される手当です。 

◇対象期間 原則、申請月の翌月からお子さんが満１８歳になった後の 

      ３月３１日まで 

◇手当月額（令和４年４月分から適用） 

扶養児童数 支給額 

１人目 
全部支給：４３，０７０円 

一部支給：１０，１６０円～４３，０６０円 

２人目 
全部支給：１０，１７０円を加算 

一部支給：５，０９０円～１０，１６０円を加算 

３人目以降 
全部支給：６，１００円を加算 

一部支給：３，０５０円～６，０９０円を加算 

※受給資格者の所得額に応じて、手当の支給額が決まります。 

◇所得制限 受給資格者、扶養義務者のそれぞれの所得が制限額を超過し

た場合は、手当の支給が停止となります。 

◇支給条件 下記あてお問い合わせください。公的年金を受給される人は、

併給調整等がありますのでご相談ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

ひとり親家庭のためのパソコン講習 
 就業のためのパソコン技術について必要な知識を習得し、ひとり親家庭

の親の自立促進を目的に開催します。 

◇期間 毎週火曜日～金曜日の午後１時１５分～４時３０分の間で随時

開催。各講習は１回１時間３０分を５回受講できます。 

◇場所 パルティ１階（宇都宮市野沢４－１） 

◇内容 

ワード基礎講座 文字入力・編集・表作成・図形描画 等 

エクセル基礎講座 データ入力・表計算・グラフ作成 等 

◇対象 ひとり親家庭の母・父 

◇費用 受講料無料 

◇申込 県母子家庭等就業・自立支援センター（パルティ内 ☎０２８－６６５

－７８０１）あて電話で申し込む。 

※詳細は、県母子家庭等就業・自立支援センターホームページ（http://

www.tochiboshicenter.jp/）をご確認ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

妊婦サロン「母親学級」 
◇日時 ５月３０日（月）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 「赤ちゃんとの生活および産後の過ごし方」 

    赤ちゃんの抱き方、お風呂の入れ方等の演習、赤ちゃんの日用品

（哺乳瓶・おむつ・衣類等）の説明 

◇対象 市内在住の妊婦 ※夫婦での参加も可能です。 

◇持物 母子健康手帳、筆記用具、飲物 

◇申込 ５月２７日（金）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 

 

こども食生活相談 
 「離乳食の始め方を確認したい」、「将来、肥満や糖尿病等の生活習慣病

が心配」等、毎日の食事で気になることはありませんか？  

◇日時 ５月１１日（水）午前９時～正午の予約制 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇対象 ０歳～１８歳未満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（電話での相談も利用できます） 

◇申込 ５月６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※乳幼児期の相談は、当日、バスタオル、母子健康手帳、家庭で食べてい

る離乳食をお持ちください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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乳幼児健診・相談 
 受付時間は、時間帯を区切って案内します。詳細は、個別通知でご確認

ください。会場は保健福祉センター（田野倉８５－１）です。 

【４・８か月児健診】 

◇日時 ５月２６日（木）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年１月、令和３年９月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 ５月２４日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年４月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 ５月２３日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年３月、令和２年４月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 ５月２５日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和元年１０月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ５月２３日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 平成３１年４月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ５月２６日（木）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年５月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

産後サポート事業「おひさま」 
 「おひさま」は月に1回、産後４か月までの母親やその家族を対象に、

母親同士で育児について語り、母親のリラクゼーションや赤ちゃんのベビ

ーマッサージを体験しながらゆったりとした時間が過ごせる場です。 

◇日時 ５月１１日（水）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇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４年１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 

※動きやすい服装で参加ください。 

◇申込 ５月２日（月）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 
 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園  

ひよこ教室 
◇日時 ５月１６日（月）午前１０時～１１時頃 

◇場所 認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

◇内容 リフレッシュしよう！親子ヨガ！！ 

◇対象 未就園児と保護者 

◇持物 親子とも上履き ※費用は無料です。 

◇申込 ５月１０日（火）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 烏山聖マリア幼稚園 ☎０２８７－８２－３３５７ 

 

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 ５月２４日（火）午前１０時１５分～１１時 

◇場所 認定こども園 烏山みどり幼稚園 

◇内容 リトミック、パネルシアター 

◇対象 未就園児（１歳６か月～）と保護者 

◇持物 ゴム底の上ぐつ（幼児・保護者用） ※費用は無料です。 

◇申込 ５月１７日（火）までに電話で下記あて申し込む。 

※受付日時は月～金曜日の午前９時～午後５時です。 

■問合 烏山みどり幼稚園 ☎０２８７－８２－３０８９ 

子育て支援センターきらきら 

５月のお誕生日カード作り 
◇内容 子育て支援センター利用時に親子でお誕生カードを作ります。５

月生まれの旨を申し出ください。（申込不要） 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用する際はマスクを着用 

（２歳未満のお子さんは不要）してください。なお発熱・体調不良 

等の症状がある人は利用をご遠慮ください。 

※利用時間・入室人数等を制限させていただく場合があります。事前 

に下記あてお問い合わせください。利用時間等をご案内できます。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

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

 

ジオパーク構想教室「化石発掘隊」参加者募集 
 市内外の化石産地を巡り、化石の発掘やクリーニングを体験します。 

◇日時 ５月２１日（土）午前９時～正午 

◇場所 集合場所：市役所南那須庁舎 

    観察会場：森田～万行（観察会場まではバスで移動します） 

◇内容 海進の始まりを示す不整合と化石の観察 

◇講師 柏村勇二 氏（栃木県立博物館名誉学芸員） 

◇対象 どなたでも 

◇定員 先着３０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 （必須）歩くのに適した服装、長靴または水没してもよい靴、化

石を包むための新聞紙、ビニール袋 

    （任意）ハンマー、たがね（マイナスドライバーで代用可能）、

瞬間接着剤、着替え、レジャーシート 

※観察会場は水につかる場所です。汚れてもよい服装でご参加ください。 

◇申込 ５月２日（月）～１８日（水）の午前８時３０分～午後５時に電

話等で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

地域ふれあい活動事業補助金 
 自治会や地域のコミュニティ団体が中心となり実施する、幅広い世代間

の交流活動を通した明るく住みよい地域社会をつくるための地域活動に

対して、その経費の一部を補助します。 

◇期間 ４月１日（金）～令和５年２月２８日（火） 

◇対象 市内の自治会等の団体が、世代間交流を図りながら１年間計画的

に行う、地域ふれあい活動事業 

 （対象経費）報償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、使用料・賃借料等 

 （事業例） ・職員出前講座（必ず１回以上行う） 

       ・地域の運動会 

       ・お祭り、レクリエーション大会 

       ・農業体験や環境美化運動、ボランティア活動 

       ・昔遊びや伝統芸能の伝承等 

※市職員出前講座メニューは、「おたのしみプラン」の９～１０ページを

参照してください。 

◇補助額 年間総事業費（税抜）の１／２以内（限度額３０，０００円） 

◇要件 ・地域全体で活動に取り組むための組織を作ること。 

    ・活動は子どもから大人までのあらゆる年齢層を対象とし、特に

地域での体験活動に重点をおくこと。 

    ・年間を通して４回以上の活動を行うこと。その内１回以上の活

動で、市職員出前講座を利用すること。（花づくり推進事業交

付金対象の花づくり活動は除く） 

    ・将来にわたり市の助成に頼らず、自主的・継続的に行えるよう 

な活動に取り組むこと。 

※令和２年度から数えて３年連続同じ内容での申し込みはできません。 

１つ以上の新規事業が必要です。 

◇申込 ８月３１日（水）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。 

※申請書は生涯学習課（南那須庁舎）と烏山公民館の窓口に備え付けます。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
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花づくり推進事業参加団体交付金 
 花づくり推進事業に参加申し込みをした団体で下記の要件を満たす場

合は、交付金の対象となります。 

◇交付要件 

・花壇の面積は２５㎡以上であること。 

・プランターの場合は、３０個以上であること。 

・花壇整備・景観維持をすること。 

※除草等の手入れがされておらず、著しく荒れた花壇等は対象外とする。 

◇交付金 限度額１５，０００円 

交付金額 ５，０００円 １０，０００円 １５，０００円 

花壇面積 
 ２５㎡以上 

１００㎡未満 

１００㎡以上 

２００㎡未満 
２００㎡以上 

プランター ３０～５９個 ６０～８９個 ９０個以上 

◇対象 市内の自治会・いきいきクラブ・育成会・公民館等の団体 

または各種団体・サークル等の構成員５名以上の各種団体 

◇申込 ６月３０日(木)までに交付金等申請書（下記備付）に必要事項を

記入し、下記あて提出する。（花づくり推進事業計画書と一緒に

提出してください） 

※活動完了後、実施報告書を提出していただき、交付確定をします。 

※花付の良い時期や、年間を通しての作業（花壇の手入れ・花植え）風景

や季節ごとの花壇等を撮影し、実施報告書へ写真を添付してください。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

    烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、日・月曜日、祝日および年末年始は休みです。 

※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してください。 

 

公民館講座 

「インドカレーを作ろう!」参加者募集 
 スパイス香る本格的なインドカレーを作ってみませんか。 

◇日時 ６月２２日（水）午前９時～午後１時 

◇場所 保健福祉センター栄養指導室（田野倉８５－１） 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名 

◇内容 数種のスパイスを調合したインドカレーを作る。 

チャパティ（パンの一種）とチャイ（スパイス入りミルクティ

ー）の作り方を学ぶ。（作ったカレーは持ち帰り） 

◇講師 鈴木眞由美 氏（サラスヴァティ店主） 

◇持物 エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル、筆記用具 

◇費用 １，０００円程度（材料費実費） 

◇申込 ５月７日（土）～２１日（土）午前９時～午後５時に電話等で下

記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座 

「やさしいインド舞踊教室」参加募集 
 インド舞踊とサリーの試着を通してインド文化に触れてみませんか。 

◇日時 ①６月４日（土） ②６月１８日（土） 

午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 南那須公民館１階多目的室（岩子６－１） 

◇内容 ①インド舞踊の話、ステップ教習 

    ②サリーの試着、踊りの演習 

◇講師 マチコラクシュミーインド舞踊スタジオ那須烏山教室 

    渡邉浩子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名程度 

◇持物 飲物、フェイスタオル、筆記用具、動きやすい服装、マスク、 

 ②では、着物の着付けに使うような布の腰ひも 

◇費用 無料 

◇申込 ５月７日（土）～２１日（土）の午前９時～午後５時に電話等で

下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

公民館講座「いきいき健康づくり」参加者募集 
 お口とおなかの健康等、健康長寿のためのヒントを学びましょう。 

◇内容 

 日時 内容・講師 

① 
５月２６日（木） 

午後１時３０分～３時 

みんなで延ばすべ！健幸＆健口寿命 

品田ゆかり 氏（栃木県歯科衛生士会） 

② 
６月２３日（木） 

午前１０時～１１時３０分 

おなかの健康と乳酸菌・腸を元気に 

する腸トレ体操 碓井希実 氏 

（宇都宮ヤクルト販売管理栄養士） 

③ 
７月２１日（木） 

午前１０時～１１時３０分 

フレイル予防 食生活を見直そう 

碓井希実 氏 

（宇都宮ヤクルト販売管理栄養士） 

④ 
８月２５日（木） 

午前１０時～１１時３０分 

けが防止に役立つストレッチ体操 

柏村勇二 氏（日本体育協会公認指導者） 

◇場所 烏山公民館１０４会議室（中央２－１３－８） 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名 

◇持物 筆記用具、④では、ヨガマットなど床に敷けるもの 

◇申込 ５月７日（土）～２１日（土）午前９時～午後５時に電話等で下

記あて申し込む。 ※１回だけでも参加できます。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■国体 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国体デモスポウォーキング大会開催に 

かかる交通規制 
 国体デモスポウォーキング大会開催に伴い、ルート上の一部を交通規制

します。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇規制日時 ５月７日（土）午前８時～午後１時３０分（予定） 

◇場所 市内特設コース 烏山中央公園（スタート・ゴール） 

    ７ｋｍコース・１１ｋｍコース 

◇規制区域 「通行止め」愛宕台運動場から島崎酒造どうくつ酒蔵まで

の林道 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ５月７日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作等 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 

◇日時 ５月７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、かんたん工作等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

こどもの読書週間企画展示 
【南那須図書館】 

◇日時 ４月１６日（土）～５月１２日（木） 

◇場所 南那須図書館 

◇内容 画家のｊｕｎａｉｄａさんの絵本作品のパネルを展示します。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館】 

◇日時 ４月１６日（土）～５月１２日（木） 

◇場所 烏山図書館 

◇内容 「乙女の本棚」シリーズのパネルを展示します。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
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あかちゃんタイム 
 「子どもが騒いだらどうしよう」と心配でゆっくり本を見られないとい

う小さいお子さん連れの保護者に、気兼ねなく図書館を利用していただく

よう「あかちゃんタイム」を実施します。 

◇日時 ５月１１日（水）午前１０時～正午 

◇場所 南那須図書館 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

■広報紙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市公式ＬＩＮＥ 友だち登録をお願いします 
 本市の情報を多くの皆さんにお届けするため、公

式ＬＩＮＥアカウントを開設しています。市政情報

のほか、イベント情報・観光情報・災害情報等を配

信します。 

◇アカウント情報 

・アカウント名：那須烏山市 

・アカウントＩＤ：＠nasukara-1112 

※ＬＩＮＥを利用するには、スマートフォン、タブレット端末、パソコン

等のＬＩＮＥアプリを起動できる環境が必要です。アプリのインストー

ル方法は、ＬＩＮＥホームページ（https://guide.line.me/ja/signup

-and-migration/line-install.html）でご確認ください。 

※原則、返信・回答はしません。お問い合わせは、各担当部署またはトー

ク画面のメニューにある広聴箱からお願いします。 

※配信時間は、原則平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。（緊急

情報の場合は、この時間以外でも配信します） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

広報なすからすやま・広報お知らせ版の 

掲載基準をお知らせします 

◇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 

次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 

皆さんが撮影した写真を 

広報なすからすやまに掲載しませんか？ 
 「広報なすからすやま」の大幅リニューアルにより、新コーナー「みん

なの自慢の１枚」が始まります！このコーナーでは、皆さんが撮影した自

慢の写真をどしどし掲載していきます。匿名での掲載も可能です。 

◇対象 市内に住所を有する人 

◇募集内容 ・子どもの写真（中学生以下） 

      ・市内のイチオシ風景や穴場スポットの写真 

      ・ペットの写真 

      ・偶然撮れたおもしろい写真（珍百景） 等 

◇掲載内容 写真、応募者の氏名（ペンネームや匿名も可）、写真のタイ

トル、写真について一言（５０字程度） 

◇写真規格 スマートフォンやデジタルカメラ等で撮影した画像データで、

加工していないもの（ファイル形式はＪＰＥＧ、ファイルサ

イズは３００キロバイト～３メガバイトを推奨） 

◇応募方法 必要事項を記載し、写真を添付のうえ、下記あてＥメールで

応募する。（下記窓口への持ち込みも受け付けます） 

      ・件名：広報なすからすやま写真応募 

      ・本文：①応募者の住所・氏名・連絡先、②掲載する際の名

前（氏名・ペンネーム・匿名のいずれかを記載）、③写真

のタイトル、④写真について一言（５０字程度） 

※応募条件等詳細は、市ホームページで確認いただくか、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 

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

 

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

 

知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム 

ｉｎ那須烏山 参加者募集 
 県民の皆さんと知事が直接話し合うフォーラムを開催します。 

◇日時 ６月１８日（土）午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山公民館（中央２－１８－８） 

◇対象 県内に在住または通勤・通学している人 ５０名 

◇申込 ６月１日（水）までに申込書兼参加アンケート（県ホームページ 

掲載または総合政策課備付）に記入のうえ、下記あてＦＡＸ、 

メール、郵送で申し込む。 

※託児、手話通訳・要約筆記を希望する人は申込書に要記載。 

※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 県広報課 ☎０２８－６２３－２１５８ 

    〒３２０－８５０１ ※住所記入不要 

    ＦＡＸ：０２８－６２３－２１６０ 

    Ｅメール：kocho@pref.tochigi.lg.jp 

 

光回線サービスの変更は、内容をよく理解してから 
 今般、消費生活センターに寄せられている苦情相談において、光回線サ

ービスの契約に関する被害相談が多くなっています。契約する際は次の内

容に注意し、困ったときは下記消費生活センターまたは消費者ホットライ

ンへご相談ください。 

・光回線サービスは、ＮＴＴ東日本から光回線を借り受けた光コラボレー

ション事業者との契約であり、ＮＴＴ東日本との契約ではありません。 

・「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だっ

た場合、今の料金より高くなることもあります。 

・勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契

約内容を確認しましょう。内容が理解できない、必要がないと思った場

合は、きっぱり断りましょう。 

・光回線サービスは、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除

制度」の対象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション

事業者に申し出ましょう。 

■問合 市消費生活センター ☎０２８７－８３－１０１４ 

    消費者ホットライン ☎１８８（局番なし） 



- 9 - 

 

共同募金「地域福祉活動助成金」申請 
 社協では、安心して暮らせる思いやりのあるまちづくりのために、地域

活動を行う団体へ地域福祉活動費の助成をします。 

◇対象 地域福祉活動を実施する住民組織・福祉団体・ボランティア団

体・民間福祉施設等 

◇対象活動の範囲 交流・見守り活動、健康や生きがいづくり活動、子育

て支援活動、地域福祉に関する普及啓発活動等 

◇内容 事業費の助成 

※福祉活動の事業計画、使途を明確にすること。 

◇期間 助成期間は単年度。ただし、継続助成申請は３年(３回)を限度と

する。 

◇助成対象外の活動 

 ・既に公的機関等から事業の助成を受けている場合 

 ・活動費に相当する財源がすでに確保されている場合 

 ・政治または宗教を目的とした活動の場合 

◇申込 ５月１８日(水)までに所定の用紙（下記備付）に必要事項を記入

し、下記あて申し込む。(社協ホームページからダウンロードで

きます) ※期限厳守 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

 

観光拠点施設「龍門の滝案内所」運営支援 

ガレージセール 
 なすからジオの会プチェーロは、那須烏山ジオパーク構想推進協議会で

実施する教育活動や観光事業に協力することを目的に、市内外へ向けてジ

オパーク構想に関連したガイドやボランティア活動を行っている団体で

す。 

◇日時 ５月３日（火・祝）午前１０時～午後３時 

◇場所 龍門の滝案内所（滝１１７－１） 

◇内容 持ち寄った物品等の販売 

※バザーの売上金は、案内所運営資金とさせていただきます。 

※販売して欲しい物品を寄附いただける人がいましたら、当日の午前９時

以降に案内所にご持参ください。売れ残った場合は、案内所で適正に処

分させていただきます。 

※下記あて問い合わせる際は、留守番電話またはショートメッセージを残

してくださるようお願いします。 

■問合 なすからジオの会プチェーロ事務局（中山） 

    ☎０８０－６７８６－７３９８ 

 

暮らしの保健室「あいさん家」 
 医療・介護の悩み相談を受け付けます。 

◇日時 ５月８日（日）午前１０時～正午 

◇場所 まるごとケアの家あいさん家（神長４２２－１） 

◇内容 薬剤師さんのお話 脱水症に注意！自分の身を守ろう 

    脱水症、多剤服薬の弊害について 

◇費用 無料（おいしいお茶をご用意しています） 

■問合 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス烏山（横山） 

    ☎０２８７－８３－８２２８ 

 

地元のおいしいを食べよう！「烏山朝市」 
 那須烏山市内の農産物を集めた朝市を開催します！ 

◇日時 ５月１５日（日）午前８時〜１１時 

◇場所 ＪＲ烏山駅前広場 

◇内容 市産の農産物やそれらを使用した飲食物を販売します。地元の 

旬な農産物を食べて、おいしく健康的な朝を迎えませんか？  

◇協力 金井連合自治会 

■問合 ＮＰＯ法人クロスアクション（高橋） 

    ☎０９０－３１０９－１７８４ 

    フェイスブック：https://www.facebook.com/ 

    crossaction.nasukarasuyama/ 

 

アキュム（烏山線）に乗って 

ピクニックに出かけよう！  
◇日時 ５月２２日（日）午前９時３０分～午後１時３０分頃 

    受付時間：午前９時１５分～ 

※午前９時３９分発の烏山線に乗車するため、時間厳守です。 

※荒天時は中止します。 

◇集合場所 ＪＲ烏山駅 

※途中乗車・小塙駅で合流する人は、申し込み時にお知らせください。 

◇コース 烏山駅（午前９時３９分発） → 小塙駅 → 芳朝寺（座禅

体験） → 小塙駅（午後１時１３分発） → 烏山駅 

◇内容 アキュムに乗って小塙駅まで行き、下車後、片道約２ｋｍ 

    （４０分程度）のウォーキングをします。途中、芳朝寺で座禅体

験をしたり、各自昼食を食べたりします。 

※変更する場合があります。 

◇対象 市内在住の未就学児・小学生の親子 １５組程度 

※保護者の同伴が必要です。 

◇費用 子ども1人につき２００円（団体保険料等） 

※乗車券は当日、各自で購入してもらいます。 

◇持物 お弁当、飲物、レジャーシート等 

◇申込 ５月２０日（金）までにＥメールで下記あてまたは団体の公式Ｌ

ＩＮＥアカウントで友だち登録して申し込む。 

※感染症の状況により内容が変更または中止になる場合があります。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

■問合 なすから子結び団（平野） 

    Ｅメール：komusubi2020@outlook.jp 

 

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 

 

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

ンで下記の画像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.ktaiwor

k.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 
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安心と安全をサポート！ 
三井住友海上代理店 

(有)しおや保険事務所 
◇損害保険：自動車・火災・企業賠責（サイバー） 他 
◇生命保険：新総合収入保障・新医療・ガン保険 他 
◆お問合せ 〒321－0526 那須烏山市田野倉３８３ 

  ＴＥＬ：０２８７－８８－９８７０ 
ＦＡＸ：０２８７－８８－０２３４ 

 

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 

 

洪水・土砂災害ハザードマップを更新しました 
 県により、江川、木須川の浸水リスク想定図が作成されたことや、土砂

災害警戒区域の見直しがあったことに伴い、市のハザードマップを更新し

ました。 

 更新後のハザードマップは市ホームページや総務課窓口で確認できる

他、今後の行政区長文書配付等を通して、市民の皆さんへ配付する予定で

す。 

 大切な家族を守るため、日頃から防災気象情報に注意するとともに、ハ

ザードマップを活用して自宅近くにある「浸水想定区域・土砂災害警戒区

域・土砂災害特別警戒区域」や避難場所を確認し、災害に備えましょう。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

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

 

５月の各種相談事業 
【心配ごと相談】 
◇日時 ５月１８日（水）午前９時～正午 

◇場所 保健福祉センターボランティア室（田野倉８５－１） 

■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 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 

◇日時 ５月２日（月）午前１０時～午後５時 

◇場所 大金駅前観光交流施設 

※電話相談は毎日受け付けています。下記あてお電話ください。 

■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村） 

    ☎０９０－４２４２－０１４７ 

 

福祉サービスの苦情相談 
 栃木県運営適正化委員会は、福祉サービスの利用者や家族等からの苦情

や相談を受け、助言や事業所への調査、話し合いによるあっせん等を行い、

苦情の解決を図ります。 

 相談は電話や来所のほか、文書やメールでも受け付けています。 

◇相談時間 平日の午前９時～午後４時（祝日・年末年始は除く） 

※相談料等はすべて無料です。 

※秘密は厳守します。 

※来所の際は事前にお電話ください。 

■問合 栃木県運営適正化委員会（宇都宮市若草１－１０－６） 

    ☎０２８－６２２－２９４１ 

    Ｅメール：asu.sw@dream.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

七合診療所の５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 ５月７日（土） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

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

 

５月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 日 【休日当番医】坂本クリニック（那珂川町） ☎0287-92-1166 

２ 月 
４月分水道料金等納入期限 

固定資産税第１期納期限・口座振替日 

 

 

３ 火 
憲法記念日 

【休日当番医】近藤クリニック 

 

☎0287-83-2250 

４ 水 
みどりの日 

【休日当番医】佐野医院 

 

☎0287-84-1616 

５ 木 
こどもの日 

【休日当番医】上野医院（那珂川町） 

 

☎0287-96-5151 

６ 金   

７ 土 

デモンストレーションスポーツ

(ウォーキング)大会 

おたのしみ会14：00～14：30 

おはなし会14：00～14：30 

 

 

南那須図書館 

烏山図書館 

８ 日 【休日当番医】塩谷医院 ☎0287-88-2055 

９ 月   

１０ 火   

１１ 水 
ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～12：00 

こども館 

南那須図書館 

１２ 木 
移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長 

藤田公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

１３ 金 親子でヨガを楽しもう10：30～11：30 こども館 

１４ 土   

１５ 日 【休日当番医】滝田内科医院 ☎0287-82-2544 
 
※ＱＲコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平屋をお探しの方へ…新築建売情報！広い４LDK！ 

              販売価格（税込）２３００万円 

                     【住所】那須烏山市東原81-7 

                      つくし幼稚園近く 大金駅まで500ｍ 

                      敷地面積334.91㎡ 延床面積116.76㎡ 

（104坪）    （35.25坪） 

(有)岡建築工業  〒321-0512 栃木県那須烏山市高瀬535-1 

TEL０２８７－８８－７１９８ お気軽にお問い合わせ下さい 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 

 

 


