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■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

（オミクロン株対応） 
 新型コロナウイルスのオミクロン株（ＢＡ．１型）と従来型に対応した

２価ワクチンを使用した追加接種（３回目以降の接種）を実施します。 

 接種時期や対象等、詳細は９月２５日発行の広報お知らせ版臨時号また

は市ホームページでご確認ください。 

■問合 健康福祉課新型コロナワクチン接種対策室 

    ☎０２８７－８２－７５３５（午前９時～午後５時） 

 

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 

１０月 ９日

（日） 
熊田太々神楽 

中止 
生涯学習課文化財グループ 

☎０２８７－８８－６２２３ １０月１６日

（日） 
興野ささら獅子舞 

※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 

 

■入札・施設関係 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５・６年度 

競争入札参加資格審査申請の受付 
 市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等および物品製造・

役務の提供等の競争入札に参加を希望する業者は、下記により申請をお願

いします。 

◇受付期間 １０月３日（月）～２８日（金） 

◇申請区分 ・建設工事 

      ・測量・建設コンサルタント等 

      ・物品製造・役務の提供等 

◇申請方法 郵送（簡易書留またはレターパックプラス） 

◇申請条件等 「競争入札参加資格審査申請書記載要領」を確認してくだ

さい。 

※記載要領、申請様式等は市ホームページから取得するか、烏山庁舎総務

課窓口（２階）で申し出てください。 

◇有効期間 令和５年４月１日～令和７年３月３１日（２年間） 

※更新年度となるため、全業者とも申請が必要です。 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

ベンチャープラザ那須烏山解体工事 
 解体工事を令和５年２月末まで実施します。 

 解体工事に伴う騒音・震動・粉塵等により地域住民の皆さんには大変ご

迷惑をおかけしますが、できる限りの対策を講じて実施しますので、ご理

解ご協力をお願いします。 

■問合 総務課契約管財グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

烏山体育館の閉鎖 
 老朽化に伴い、烏山体育館を令和５年４月１日から閉鎖します。市民の

皆さんには大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

マイナンバーカード申請・交付窓口の開庁 
 烏山庁舎では毎月第３土曜日の午前中に、南那須庁舎では毎月最終日曜

日の午前中にマイナンバーカードの申請および交付窓口を設置していま

す。申請は予約不要ですが、交付は予約制となりますので、希望する人は

必ず電話で下記あて予約をしてください。 

【烏山庁舎】 

◇開庁日時 毎月第３土曜日午前９時～正午（１０月１５日、１１月１９

日、１２月１７日、１月２１日、２月１８日、３月１８日） 

【南那須庁舎】 

◇開庁日時 毎月最終日曜日午前９時～正午（１０月３０日、１１月２７

日、１２月２５日、１月２９日、２月２６日、３月２６日） 

※県が示す感染症警戒度レベルが３以上の期間は開庁しません。 

※交付は、予約なしで来庁されても交付できませんのでご注意ください。 

■問合 （土曜交付について）市民課市民窓口グループ 

    ☎０２８７－８３－１１１６ 

    （日曜交付について）市民課南那須分室  

    ☎０２８７－８８－０８７０ 

 

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

 

学校教育課会計年度任用職員の募集 
◇募集内容 

職種 事務員 

任用期間 １２月１日（木）～令和５年３月３１日（金） 

人数 １名 

業務内容 総務担当事務 

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きます。 

勤務地 学校教育課（南那須庁舎） 

給料（報酬） 
時給１，１１９円 

※通勤手当が支給される場合があります。 

応募要件 
・普通自動車運転免許を有する人 

・パソコン操作（ワード・エクセル等）ができる人 

◇試験日 １０月下旬予定 ※詳細は応募者に別途通知します。 

◇応募方法 １０月２１日（金）までに履歴書（写真貼付）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１０月２１日（金）必着です。 

■問合 学校教育課総務教育グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

令和４年１０月１日 Ｎｏ．４０９ 

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/ 
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■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。 

◇「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主、市内に事業所を設置し事業活動を行う人 

◇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 

 

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

 

市農業者原油価格・物価高騰対策支援交付金 
 原油価格や農業生産資材、化学肥料、農薬等の物価高騰の影響による農

業者の負担軽減と本作および次期作に向けての農業経営支援を図るため、

交付金を交付します。 

◇対象 次のすべてを満たす農業者が対象となります。 

 ・市内に住所を有し農業を営む個人または市内に主たる事業所を置き 

  農業を主たる事業とする法人 

 ・令和４年４月１日現在、営農・販売を行っている人 

 ・次の交付要件に該当する人 

◇交付要件および交付額 

・肥料、農薬等購入費補助 

交付対象者 対象資材等 交付額 

水稲、麦、大豆、そば、

園芸作物、果樹、飼料作

物を栽培する認定農業

者、新規認定就農者、生

産組合、農業生産法人 

令和４年１月から

１２月までに購入

した化学肥料、土壌

改良剤、農薬、除草

剤等 

肥料、農薬等の購入

費に対し、１経営体

あたり上限５万円 

・燃料購入費補助 

交付対象者 対象資材等 交付額 

パイプハウス等の園芸施

設において、園芸作物を

栽培する全ての農業者、

生産組合、農業生産法人 

令和４年１月から

１２月までに園芸

施設で使用した重

油代 

園芸施設で使用した

重油代の高騰分 

２７．８円／Ｌ 

・園芸施設設置費補助 

交付対象者 対象資材等 交付額 

園芸作物栽培のためパイ

プハウスや果樹棚の設置

を行う全ての農業者、生

産組合、農業生産法人 

令和４年１月から

１２月までに設置

したパイプハウス、

果樹棚の園芸施設

設置費用 

園芸施設設置費用の

５０％または１５０

万円（上限）のいず

れか少ない額を補助 

・飼料購入費補助 

交付対象者 対象資材等 交付額 

畜産（酪農、肉用牛、養

豚、採卵鶏）を営む全て

の農業者、農業生産法人 

令和４年２月の家

畜伝染病予防法に

基づく定期報告に

より飼養している

家畜 

飼養頭数１頭あたり 

乳用牛 ５００円 

肉用牛 ４００円 

豚   ２００円 

鶏   １００円 

◇必要書類 

 ・購入費用、設置費用が確認できる領収書、見積書等 

 ・販売先が確認できる出荷伝票、販売証明書等 

 ・振込先口座（申請書名義）の通帳の写し 

 ・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写

し） 

◇申請方法 １２月１５日（木）までに申請書兼請求書（下記備付）に必

要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、直接持参または郵

送で下記あて申請する。 

※申請書は市ホームページからも取得できます。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

市農業者支援交付金 
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、農業収入が減少した農業

者の継続的な農業経営を支援することを目的に、交付金を交付します。 

◇対象 次のすべてを満たす農業者が対象となります。 

 ・市内に住所を有し農業を営む個人または市内に主たる事業所を置き農

業を主たる事業とする法人 

 ・平成３０年１２月までに市内において農業経営を開始しており、令和

４年４月１日現在も継続して営農・販売を行っている人 

 ・農業の税申告をしている人 

◇交付要件および交付額 

交付要件 交付額 

令和３年分の農業収入

が平成３０年分の農業

収入と比較して２０％

以上減少していること 

個人 法人 

専業農家  １０万円 

２０万円 第一種兼業農家   ５万円 

第二種兼業農家 ２万５千円 

◇必要書類 

 ・令和３年分および平成３０年分の農業収入が分かるもの（確定申告書

の写し等） 

 ・振込先口座（申請者名義）の通帳の写し 

 ・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写

し） 

◇申請方法 １０月２８日（金）までに申請書兼請求書（下記備付）に必

要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、直接持参または郵

送で下記あて申請する。 

※申請書は市ホームページからも取得できます。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

    〒３２１－０５９５ 大金２４０ 

 

秋の栃木県農作業安全確認運動 
 農作業の安全確保は農業経営の基本です。 

 本県では農作業中の事故による死亡者は過去１０年間に６８名おり、そ

の４０％が乗用型トラクターによるものです。年齢別では約８割が６５歳

以上となっています。乗用型トラクターの死亡事故低減のため、シートベ

ルトおよびヘルメットの着用徹底に重点を置いた、秋の農作業安全確認運

動を１１月３０日（水）まで実施します。 

 農作業を行う際は、家族や仲間同士で声かけを行い、安全確保を意識し

ましょう。 

 なお、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

を落としてください。また、たい肥等の運搬の際は、道路に落とさないよ

う適切に運搬してください。道路についた泥等は通行の妨げとなるだけで

なく、滑りやすく交通事故の原因にもなり大変危険です。誤って落として

しまった場合は、速やかに泥等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 

 

八溝そば街道スタンプラリー 
◇期間 １０月１日（土）～１２月３１日（土） 

◇内容 下記のスタンプラリー参加店で５００円以上の食事または買い

物をすると、台紙に１個（１回の会計で１個）スタンプを押しま

す。異なる店舗のスタンプを３個集めて応募すると、抽選で八溝

そば街道参加市町の特産品詰め合わせ等をプレゼントします。 

※同じ店舗のスタンプは、２つ以上あっても１つとカウントします。 

※スタンプ用台紙は、下記の参加店に備え付けてあります。 

◇参加店 田舎そば処長山、手打ちそば花町そば店、松月庵、手打ちそば

石川屋、そば処つねや、そば処はん田、そば処もり食堂、そば

夢サロン梁山泊、蕎川庵高瀬、興野農産物直売所、山あげ会館、

パン職人いっぴ 

※那珂川町、茂木町、市貝町の一部店舗でも実施しています。 

■問合 八溝そば街道推進協議会（農政課内） 

    ☎０２８７－８８－７１１７ 
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■市営住宅 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市営住宅入居者募集 
◇募集住宅 

 ・神長４０２号室 １戸（神長７５２－１） 

  間取り：和室２室・台所・浴室（浴槽なし）・トイレ（水洗）・押入れ 

  家賃：月額５，２００円～７，８００円 

 ・野上１０１号室 １戸（野上１１３５） 

  間取り：和室３室・洋間１室・台所・洗面・浴室（浴槽あり）・トイ

レ（水洗）・物置 

  家賃：月額２１，８００円～３２，５００円 

◇入居資格 ※最短の場合、１１月上旬に入居可能です。 

 ・市内在住または在勤で、同居する親族がいる人 

  （６０歳以上または身体障がい者は単身入居できる場合あり） 

 ・収入が基準額以下で現に住宅に困窮している人 

 ・入居者および同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号」に規定する「暴力団員」でない人 

 ・原則、市内在住者の連帯保証人がいること 

◇敷金 決定家賃の３か月分 

◇申込 １０月３日（月）～１４日（金）に下記あて申し込む。 

■問合 都市建設課管理グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

【事業者向け】 

新型コロナウイルス感染症経済対策の個別支援会 
 那須烏山商工会では、新しい生活様式に対応する事業展開を図るための

事業計画等の策定を支援する個別支援会を実施します。費用は無料です。 

◇日時 １０月１８日（火）・２５日（火）、１１月８日（火）・１５日（火）・

２２日（火） 各日とも午前１０時～午後４時 

※１事業者あたり１時間です。希望する時間を事前に申し込んでください。 

◇場所 那須烏山商工会本所（金井２－５－１１） 

◇内容 ・経営革新計画および補助事業計画書等の作成支援 

    ・その他、経営相談全般 

◇申込 商工会会員：商工会から送付される通知に従い申し込む。 

    商工会非会員：那須烏山商工会あて問い合わせる。 

※商工会非会員でも支援会に参加できますが、補助金等の申請に際しては、

商工会への加入が必要となる場合があります。 

【市事業革新取組支援金の申請】 

 支援金の支給を受けるには、新型コロナウイルス感染症経済対策の個別

支援会に参加し、計画を策定する必要があります。 

◇内容 那須烏山商工会の指導を受けて、コロナ禍における社会情勢の劇

的な変化に対応する内容で経営革新計画等を策定した場合、その

計画の実施に要する費用として２０万円を支給します。 

※申請者多数の場合、審査により不支給または減額支給の場合があります。 

◇申請方法 個別支援会でお知らせします。 

■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

    商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１０月は全国不正軽油撲滅強化月間です 
 不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に軽油の代替燃料として灯油や

重油を混和する等して使用するものです。知事の承認を受けずに自動車の

燃料として灯油や重油等を使用すると、罰則が適用されることがあります。 

※不正軽油に関わった人はすべて罰則の対象になります。 

※不正軽油に関する情報は、下記あてご連絡ください。 

■問合 県税事務所軽油引取税調査担当（不正軽油１１０番） 

    ☎０２８２－２３－３８６２ 

消費税インボイス制度説明会 
 事業者向けに消費税のインボイス制度説明会を開催します。 

◇日時 １０月２０日（木）・２１日（金）、１１月２１日（月）・２２日（火） 

    課税事業者向け：午前１０時～１１時３０分 

免税事業者向け：午後１時～３時 

◇場所 氏家税務署２階会議室 

※来場する場合は公共交通機関をご利用ください。 

◇定員 各回１５名（事前登録制） 

※新型コロナウイルス感染症の動向により延期または中止する場合があ

ります。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 （課税事業者向け）氏家税務署法人課税部門 

     ☎０２８－６８２－６６８４ 

    （免税事業者向け）氏家税務署個人課税第一部門 

     ☎０２８－６８２－３３１３ 

 

■国保・後期高齢 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

国民健康保険運営協議会委員の募集 
 市の国民健康保険事業の運営に関する重要な事項を審議する委員を募

集します。 

◇人数 ４名 

◇任期 ３年（令和４年１１月２４日～令和７年１１月２３日） 

◇会議回数 年４回程度 

◇応募資格 １０月１日現在で次の条件をすべて満たす人 

 ・市内在住で昭和２５年４月２日～平成１４年４月１日生まれの人 

 ・市国民健康保険に加入している人で、今後２年以上継続して加入する

見込みの人 

 ・国民健康保険税の滞納がない世帯に属する人 

 ・平日の日中の会議に出席できる人 

◇報酬 年額：２７，０００円（会長職は３３，０００円） 

◇応募方法 １０月１８日（火）までに所定の応募申込書（下記備付およ

び市ホームページ掲載）に記入のうえ、下記あて郵送、Ｅメ

ールまたは持参する。郵送の場合は１８日（火）必着。 

◇選考 応募申込書を基に選考します。なお、応募書類は返却しません。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

 

傷病手当金の支給適用期間延長 
 新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険および後期高齢者医

療保険の傷病手当金の適用期間が１２月３１日（土）まで延長されました。 

◇対象 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入し、給与等の支払

いを受けて雇用されている人 

◇支給要件 下記のすべての条件を満たす人 

 ・新型コロナウイルス感染症等の療養のため仕事を４日以上休業した。 

 ・休業した期間に就業予定があり、勤務ができなかったため給与の全額

または一部が支給されなかった。 

 ・休業する前の直近３か月間の勤務があり、会社等から給与を受けてい

た。(複数の事業所に勤務でも可) 

◇適用期間 令和２年１月１日(水・祝)～令和４年１２月３１日(土)（入

院が継続する場合は、最長1年６か月） 

◇申請方法 世帯主用、被保険者用、事業主記入用、医療機関記入用の４

種類すべての申請書(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、下記あて提出する。 

※国民健康保険と後期高齢者医療保険で申請書の様式が異なりますので、

申請の際にはお間違えのないようご注意ください。 

※郵送で申請する場合は、対象者の保険証の写しおよび振込先の口座番号

が分かる部分の写しを同封してください。 

※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。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 
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■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１０月は「正しい犬の飼い方強調月間」です 
 ペットの飼い方について見つめ直し、マナー順守に心掛けましょう。 

◇放し飼いの禁止 

 ・犬はつないで飼いましょう。（室内で飼う場合も、逃げることがない

よう気を付けましょう） 

 ・散歩の時にも、引き綱をつけましょう。 

◇登録と狂犬病予防注射 

 ・犬は必ず登録しましょう。また、登録した飼い犬が死亡した場合、ま

ちづくり課（烏山庁舎）に必ず連絡をしましょう。 

 ・狂犬病予防注射は毎年１回必ず受けましょう。 

◇飼い主明示 

 首輪に名札（飼い主の名前や連絡先等）を付け、迷子になった時のため

に備えましょう。また、犬鑑札、狂犬病予防注射済票が、飼い主を探す

手がかりとなりますので、必ず装着しましょう。脱着の心配がないマイ

クロチップを装着すると、より効果的です。 

◇ふんの後始末 

 ・散歩中にふんをした時は、必ず持ち帰りましょう。 

 ・道路や公園等、公共の場所を汚さないようにしましょう。 

◇飼育頭数のコントロール 

 繁殖を望まないのであれば、オス・メスを問わず早期の去勢・避妊手術

をしましょう。 

◇無責任なエサやりの禁止 

 野犬に無責任にエサを与える行為はやめましょう。エサがあると野犬が

増加し、地域内でのトラブルに発展する可能性があります。エサを与え

るだけの行為は不幸な犬を増やすことに繋がります。エサを与えるなら

ば、責任をもって犬を飼いましょう。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

    県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

 

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

 

那須烏山市戦没者追悼式 
 先の大戦で亡くなられた戦没者および遺族の皆さんに哀悼の意を表す

るとともに平和を願う決意を表明することで、戦争を風化させることなく

戦争の悲惨さ平和の尊さを後世に伝えることを目的に開催します。 

◇日時 １０月２８日（金）午前１０時～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

※当日は彰徳神社（中央公園内）や英霊殿（南大和久９８４－１８）を参

拝できます。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により延期または中止する場合があ

ります。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

ずっと、イキイキ！プロジェクト 

栃木「ロコモ対策講演会」 
 骨や関節、筋肉等の運動器に障害が起きるロコモ（ロコモティブシンド

ローム）は、フレイルを招く要因の一つで、早い年代からの取り組みが大

切です。正しい知識と対策法を学んでみませんか。費用は無料です。 

◇日時 １１月１日（火）午後１時３０分～３時 

◇場所 南那須公民館２階研修室 

◇内容 講演会「ロコモ対策で健康寿命を延ばそう！」 

    講師：自治医科大学整形外科准教授 井上泰一 氏 

    ミニ講話：（株）ピノキオ薬局管理栄養士 

◇対象 どなたでも 先着８０名（粗品あり） 

◇申込 １０月２５日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

◇共催 大塚製薬（株） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ・高齢いきがいグループ 

    ☎０２８７－８８－７１１５ 

「いきいきサロン」サポーター募集 
 いきいきサロンは、介護予防を目的に市内３６か所、３４人の市民サポ

ーターの協力により運営しています。今年度、いきいきサロンを地域で広

め、一緒に活動していただくサポーターを募集します。自分の介護予防（フ

レイル予防）に興味がある人や地域の活動に興味がある人は、ぜひ、講座

に参加してみませんか。全４回のコースです。 

◇日時・内容 

期日 時間 内容 

１０月２１日（金） 

午後 

１時３０分

～３時 

・市の介護予防の現状と課題について 

・市で行っている地域の活動について 

１０月２８日（金） 

・高齢者の心身の特徴について 

講師：日本健康財団健康運動指導士 

・介護予防の体操しよう 

１１月 ８日（火） 

・運動指導を実際にやってみよう 

講師：日本健康財団健康運動指導士 

・サポーターとの情報交換会 

１１月１５日（火） 
・認知症について正しい知識を知ろう 

・修了式 

◇場所 保健福祉センター検診室 

◇対象 おおむね７５歳未満の市民 先着１０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 １０月１９日（水）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 

 

なすから健康マイレージ 
 １０月１日（土）～３１日（月）に開催する（一財）アールビーズスポ

ーツ財団主催で「オクトーバーラン＆ウォーク２０２２」に参加すると、

なすから健康マイレージのポイントを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２０２２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の

詳細は、９月９日（金）の行政区長等文書配付で配付したチラシ（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】 

◇対象期間 ４月１日（金）～令和５年２月２４日（金） 

◇対象 市内に住所を有する２０歳以上の人 

◇参加方法 応募用紙を受け取り、必須事業等に参加し、１００ポイント

貯まったら健康福祉課に申請して景品を受け取る。 

◇景品 ・必ずもらえる利用券５００円～１,０００円分 

     利用対象施設：山あげ会館、龍門カフェ、越雲書店、あすなろ

パン工房「風」、パン職人いっぴ、ビストロペールドヴォーテ 

    ・１００ポイントを達成後、更に６０ポイントを貯めると近隣運

動施設利用券の抽選に応募できます。 

◇応募用紙発行場所 健康福祉課（保健福祉センター） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

骨髄バンク推進月間 
 １０月は「骨髄バンク推進月間」です。骨髄、末梢血幹細胞を必要とす

る 1 人でも多くの患者さんに移植ができるよう骨髄バンクへのドナー登

録にご協力をお願いします。 

◇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（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している人 

 ・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 電話または来所等により下記あて申し込む。（予約制です） 

■問合 県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２６７９ 



- 5 - 

 

高齢者インフルエンザ予防接種 
◇対象 市に住所を有する６５歳以上の人および６０歳以上６５歳未満

の人で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能に障害を有する人（身体障害者手帳１級相

当） 

※年齢基準日は接種日当日 

◇実施期間 １０月１日（土）～令和５年２月２８日（火） 

※有効性を高めるため、１２月中旬までに接種することをお勧めします。 

◇実施機関 市内および那珂川町の医療機関または栃木県定期予防接種

の相互乗り入れ事業協力医療機関 

◇助成金額 上限３，５００円（助成回数は１回のみ） 

※３，５００円を超える分は自己負担となります。 

※市外の栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外で接

種した場合、窓口負担を助成します。（上限３,５００円） 

◇接種方法 予診票は医療機関に請求するか、健康福祉課（保健福祉セン

ター）または市民課（烏山庁舎）で取得し、必要事項を記入

のうえ、医療機関に提出してください。 

※対象者への個別通知はありません。 

※栃木県定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関以外で接種した

場合は、接種日からおおむね１か月以内に「領収書、印かん、予診票、

振込先の通帳等」を下記まで持参し、請求してください。（期間が過ぎ

た場合、助成対象にならないことがあります） 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

毒キノコの食中毒に十分注意しましょう 
 毎年、夏の終わりから秋にかけて、毒キノコによる食中毒が多く発生し

ています。栃木県では、一昨年度毒キノコが原因の食中毒が２件発生しま

した。（うち１件は死亡事例） 

◇毒キノコによる食中毒を防ぐ４つのポイント 

 間違いなく食用だと判断できないキノコは、絶対に「採らない！」「食

べない！」「売らない！」「人にあげない！」。 

 キノコ食中毒のほとんどは９月～１１月に集中していて、家庭だけでな

く、販売店や飲食店等の食品営業施設で発生することもあります。食中毒

の原因になるキノコ等の詳細は、県や厚生労働省ホームページに掲載され

ていますので、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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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 １０月２６日（水）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年２月、６月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 １０月２５日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和３年９月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 １０月２５日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年３月生まれの幼児 

【２歳児相談】 

◇日時 １０月２８日（金）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年９月、１０月生まれの幼児 

【３歳児健診】 

◇日時 １０月２８日（金）受付：午後１時～ 

◇対象 令和元年９月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 １０月２６日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成２９年１０月生まれの幼児 

■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 

◇実施期間 １０月１日（土）～令和５年２月２８日（火） 

※有効性を高めるため、１２月中旬までに接種することをお勧めします。 

◇助成金額 １回２，０００円 

※１歳～１３歳未満が２回接種する場合には、２回分助成します。 

◇接種方法 

【市内および那珂川町の医療機関で受ける場合は申請不要です】 

 ・接種費用から１回あたり２，０００円差し引いた額を支払います。 

 ・予診票は医療機関に請求するか、こども課（保健福祉センター）また

は市民課（烏山庁舎）で取得し、必要事項を記入のうえ、医療機関に

提出してください。 

【上記以外の医療機関で受ける場合は申請が必要です】 

 窓口で全額自己負担した場合、こども課（保健福祉センター）へ申請す

ることで、１回につき上限２，０００円を助成します。 

◇申請期間 接種日～令和５年３月３１日（金） 

◇申請場所 こども課（保健福祉センター） 

◇持物 

 ・領収書（原本で「インフルエンザ予防接種代」が明記されたもの） 

 ・印かん（スタンプ式以外） 

 ・接種したお子さんの保護者の金融機関の口座情報（通帳のコピー可） 

 ・接種したお子さんの母子健康手帳 

※同一家族に接種を受けたお子さんが数名いる場合、まとめて申請してく

ださい。 

◇その他 

 ・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。 

 ・事前に医療機関へ予約し、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 

 

妊婦・産後ママサロン「リラックスヨガ」 
◇日時 １０月１７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 リラックスヨガ（家でもできるエクササイズとストレッチ） 

◇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

か月から産後１年６か月未満の人 

※託児は要相談です。妊婦は、事前に主治医の許可を得てください。 

◇持物 動きやすい服装、飲物、母子健康手帳、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 

◇申込 １０月１４日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※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 

 

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

ちゃんのベビーマッサージ体験等、ゆったりとした時間を過ごせる場です。 

◇日時 １０月１９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６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 １０月１２日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※当日は検温し、マスク着用のうえお越しください。 

※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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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 １０月１２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） 

◇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） 

◇対象 ０歳～１８歳未満のお子さんとその保護者 

◇申込 １０月７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 

 

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：どうぶつでんしゃがやってきた、手遊び：どんぐりこ

ろころ、遊び：週替わりで実施 

    ５日：ジャンプ＆タッチ、１２日：ハロウィンのリース作り 

    １９日：さつまいも掘り（雨天時は２５日に延期） 

    ２６日：牛乳パックでウクレレを作ろう 

※１９日は長靴、さつまいもを持ち帰るビニール袋を持参してください。 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組程度（申込不要） 

※参加人数が多い場合には、時間を区切って事業を実施します。 

【食のおはなし】 

◇日時 １０月１８日（火）午前１０時～１０時３０分 

◇内容 保護者向け：講話「朝ごはんを食べよう」、栄養相談（子どもが

野菜を食べない等、個別に相談できます） 

    お子さん向け：絵本の読み聞かせ 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １０月１６日（日）までに電話等で下記あて申し込む。 

【音を鳴らして遊ぼう】 

◇日時 １０月２１日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 季節の歌遊び、いろいろな楽器の音を楽しもう 

◇講師 黒須千鶴 先生 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １０月１９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、小学生および保護者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時～午後１時３０分 

◇場所 境公民館（上境２９０－１）※今月から場所が変更になります。 

◇内容 手遊びや親子体操、制作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等（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時間までとします。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

ひまわりきっず「りんご狩り」 
 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 １０月１２日（水） 受付：午前９時４５分～ 

◇場所 フルーツファーム烏山（興野１５６０） ※現地集合 

    雨天時：烏山公民館１０４会議室（雨天時に連絡します） 

◇内容 お外で遊ぼう＆りんご狩りを楽しもう！ 

◇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）※りんご狩りは自費 

◇持物 飲物 

◇申込 １０月８日（土）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 

令和５年度放課後児童クラブ利用者募集 
 市内小学校に通学し、放課後、保護者および家族が就労等その他の理由

で保育できない児童が利用するクラブです。選考は、先着順でなく、期間

内に申し込みのあった低学年等の優先度の高い順に入室決定をします。な

お、定員に満たない場合は、随時受け付けます。 

◇名称（設置場所）および定員 

名称（設置場所） 定員（おおむね） 

烏山放課後児童クラブ（烏山小学校内） １１８名 

七合放課後児童クラブ（七合小学校内） ４０名 

境放課後児童クラブ（境小学校内） ４０名 

荒川放課後児童クラブ（荒川小学校内） ８０名 

江川放課後児童クラブ（江川小学校内） ８０名 

◇対象 小学校１年生～６年生の児童で放課後、保護者および家族が就労

等その他の理由で保育できない児童 

◇利用時間 

 ・月曜～金曜：下校時～午後６時３０分 

 ・土曜日、長期休業中（春・夏・冬休み）および学校行事の振替休日等：

午前７時３０分～午後６時３０分 

 ・延長時間：午後６時３０分～７時 

◇利用料 

 ・通常利用：６，０００円／月 ８月のみ１２，０００円 

 ・長期休業中 春休み（学年末）：２，０００円／期間中 

        春休み（学年始）：２，０００円／期間中 

        夏休み：１６，０００円／期間中 

        冬休み：４，０００円／期間中 

 ・一時利用 学校の登校日：６００円／日 

       土曜日、登校日以外の日：１，２００円／日 

 ・延長利用料：３００円／回 

◇おやつ代 

 ・通常利用：２，０００円／月 

 ・長期休業中 春休み（学年末）：５００円／期間中 

        春休み（学年始）：５００円／期間中 

        夏休み：３，０００円／期間中 

        冬休み：１，０００円／期間中 

 ・一時利用 学校の登校日、土曜日、登校日以外の日：１００円／日 

◇利用申込 １０月１日（土）～１１月２５日（金）までに利用申込書に

必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、各放課後児童ク

ラブまたはこども館あて申し込む。 

※申込用紙等は、１０月１日（土）から各放課後児童クラブまたはこども

館（月曜日および祝日は休館）で配布します。また、市ホームページか

らも取得できます。 

※利用申込書は、令和５年４月１日現在で記入ください。 

◇利用決定時期 令和５年１月下旬から可否決定通知を行います。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

子育て支援センターきらきら 
 期間中、センター利用時に制作できます。（申込不要） 

◇期間 １０月３日（月）～３１日（月） 

◇内容 ・１０月のお誕生日カード作り：親子でお誕生カードを作ります。 

     １０月生まれの旨を申し出ください。 

    ・きらきらカレンダー作り：１１月の季節感あふれるオリジナル

のカレンダーを作ります。材料の持ち帰りもできます。 

【子育て相談】 

◇日時 １０月１１日（火）午前９時～午後４時 

※新しいおもちゃが入りました。 

※支援室がハロウィン仕様になっています。ぜひ、お越しください。 

※利用時間・入室人数等を制限する場合があります。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します。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 
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キッズランドあさひ 子育て支援事業 
◇日時 １０月１４日（金）午前１０時１５分～１１時３０分 

             受付：午前１０時～ 

◇場所 キッズランドあさひ 

◇内容 ケーキ屋さんごっこで、木の実のカラフルカップケーキを作る。 

◇対象 未就学児とその保護者 先着１０組 

◇費用 無料 

◇申込 １０月７日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

※感染症予防のため、マスクの着用をお願いします。 

※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 キッズランドあさひ ☎０２８７－８２－７３３３ 

 

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 １０月２５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 ミニミニ運動会 

◇対象 未就園児（１歳６か月～）と保護者（費用無料） 

◇持物 親子とも上履き ※動きやすい服装でお越しください。 

◇申込 １０月１８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（関谷） ☎０２８７－８２－３０８９ 

 

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

 

境小学校「小規模特認校」相談会・授業見学会 
 境小学校で導入されている「小規模特認校制度」を検討している人を対

象に相談会・授業見学会を開催します。 

◇日時 １０月２６日（水） 

相談会：午前９時～午後０時１０分（随時受付） 

授業見学会：午前９時２５分～午後０時１０分 

◇場所 境小学校（相談会：１階会議室） 

◇相談内容 ・小規模特認校制度について 

      ・募集学年や定員について 

      ・その他疑問点や不明な点について 

※駐車場は校舎西側の職員駐車場をお使いください。（案内板有） 

※校舎西の児童用昇降口からお入りください。（受付有） 

※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 

 

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

 

ジオパーク構想教室「化石発掘隊④」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 １０月１５日（土）午前９時～正午 

◇場所 集合場所：藤田地区公民館 観察会場：藤田地内 

※観察会場までは徒歩で移動します。 

◇内容 内湾的環境の地層と化石の観察 

◇講師 県立博物館名誉学芸員 柏村勇二 氏 

◇対象 どなたでも 先着３０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 （必須）歩くのに適した服装、化石を包む新聞紙、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 

◇申込 １０月３日（月）～１３日（木）の午前８時３０分～午後５時に

電話等で下記あて申し込む。 

※雨天でも開催します。当日に、キャンセルする場合は連絡不要です。汚

れてもよい服装でご参加ください。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

■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 

「なすから自然観察会⑤」参加者募集 
 湿地や河原、高地、谷等異なる環境に生息する小動物や植物、地形や地

質等を観察します。 

◇日時 １１月５日（土）午前９時３０分～正午 

◇集合場所 南那須公民館（岩子６－１） 

※観察地への移動は市有バスを使用します。 

◇内容 落合・滝：サケの遡上観察と滝や段丘崖のでき方を概説 

◇講師 県立博物館名誉学芸員 柏村勇二 氏 

    市生涯学習課職員 小峯洋一 氏 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 先着１０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 初めて参加する人は、１０月２９日（土）までに電話等で下記あ

て申し込む。 

※一度申し込みした人は、改めての申し込みは不要です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座 

「知っておきたい相続の課題」参加者募集 
 実際に相続問題が起きてから、どうしようと悩まないために、今からや

っておくべきこと、相続の手続き等について学びませんか。 

◇日時 １１月１９日（土）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 相続の基礎知識と課題および解決策を相続問題のプロが分かり

やすくお教えします。 

◇講師 （株）足利銀行コンサルティング営業部財産コンサルタント 

    渡辺誠之 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着２０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 １０月１日（土）～１５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 

 

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

 

体力年齢を調べてみよう 
 体育・スポーツの指導と行政上の基礎資料を得ることを目的に、体力・

運動能力調査を実施します。体力に自信のある・なしに関わらず、興味の

ある人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １０月１９日（水） ※所要時間は約１時間です。 

 午前の部 受付：午前９時１５分、開始：午前９時３０分 

 夜間の部 受付：午後６時１５分、開始：午後６時３０分 

◇場所 向田体育館（向田２１８７） 

◇対象 市内在住の２０歳～７９歳の男女 

◇種目 ２０歳～６４歳：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、

２０ｍシャトルラン、立ち幅とび 

    ６５歳～７９歳：握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、

１０ｍ障害物歩行、６分間歩行 

◇費用 無料 

◇持物 体育館シューズ、タオル、動きやすい服装、飲物等 

◇申込 １０月１４日（金）午後５時までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎０２８７－８８－６２２３ 
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■国体 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

アーチェリー競技会開催 
 いちご一会とちぎ国体アーチェリー競技会が本市において１０月８日

（土）～１０日（月・祝）に開催されます。 

 栃木県の選手団のうち少年男子３名、少年女子２名は県立烏山高等学校

アーチェリー部部員です。応援に来て、大会を盛り上げましょう。 

◇競技日程 

期日 時間 競技・種別 

８日（土） 
午前９時５５分 クォリフィケーションラウンド 

午後４時 種別個人表彰式 

９日（日） 

午前９時 
１／８イリミネーション 

少年男子→少年女子 

午前１０時４０分 
１／４ファイナル 

成年男子→成年女子→少年男子→少年女子 

午後１時１０分 
セミファイナル 

成年男子→成年女子→少年男子→少年女子 

１０日 

（月・祝） 

午前９時 
ブロンズメダルマッチ 

少年男子→少年女子→成年男子→成年女子 

午前１１時４５分 
ゴールドメダルマッチ 

少年男子→少年女子→成年男子→成年女子 

午後３時 種別団体表彰式・総合表彰式 

◇おもてなし広場 

 ・選手や来場者のために市の銘菓や、市観光協会が夏のいちご園で水耕

栽培している「いちご」を各日先着３００個用意。 

 ・無料ドリンクコーナー 

 ・アーチェリー体験 

 ・国体グッズ等の売店設置 

※市内のパン販売店の出店以外では飲食物の販売はありません。昼食時を

またいで観覧を希望する人はご自身で準備してください。飲食は休憩所

でのみ可能です。 

◇国体チャンネル 

 公式映像サイト「国体チャンネル」では、国体の全正式 

競技の決勝等をライブ配信します。見たい競技をスマホや 

パソコンでいつでも視聴できます。 

 ＱＲコードを読み取り視聴してください。 

※来場方法や感染対策は、広報お知らせ版９月１５日号または市ホームペ

ージでご確認ください。 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

国体会場装花プランターの無料配布 
 いちご一会とちぎ国体アーチェリー競技会終了後、会場等に設置したプ

ランターを無料配布します。希望する人は、下記窓口へお越しください。 

◇配布日時 １０月１１日（火）～１４日（金） 

◇配布場所 生涯学習課国体推進グループ（南那須庁舎） 

※土・日曜日および祝日を除く、平日午前８時３０分～午後４時３０分に

お越しください。 

◇配布物 

 ・装花プランター（横幅６５ｃｍ、奥行２２．５ｃｍ、高さ１８ｃｍ） 

  約２５基 

 ・花の種類：マリーゴールド、ベゴニア、ペチュニア、メランポディウ

ムのいずれか 

◇注意事項 

 ・先着順のため、無くなり次第終了となります。 

 ・プランターのみの配布も行っています。（プランターのみ：１２基） 

 ・１０月１０日（月・祝）以降は管理をする者がいないため、花が元気

なうちになるべく早めにお越しください。 

 ・プランターの運搬は各自でお願いします。 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

アーチェリー競技会開催に伴う通行自粛 
 いちご一会とちぎ国体開催に伴い、多 

くの選手や観覧者が来県することから、 

競技会場付近とその周辺地域において交 

通の混雑および渋滞が予想されます。ご 

不便をおかけしますが、通行の自粛と迂 

回にご協力をお願いします。 

◇自粛期間 １０月７日（金） 

       ～１０日（月・祝） 

◇通行自粛区間 

 県道熊田喜連川線沿い（中央水辺公園）～緑地運動公園入口 

■問合 生涯学習課国体推進グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

烏山図書館特別休館（蔵書点検） 
◇休館期間 １０月２４日（月）～２８日（金） 

※２４日（月）を除き、南那須図書館は開館しますが、烏山図書館の資料

は利用できません。 

※図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。ただし、

ＣＤ・ＤＶＤは破損の恐れがあるため、開館日に直接カウンターに持参

してください。 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 １０月１日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 ボランティアによる絵本の読み聞かせ、工作会 

◇定員 当日、先着１２名 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 

◇日時 １０月１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 

◇定員 当日、先着５名程度 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 １０月１５日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 ボランティアによる絵本の読み聞かせ、かんたん工作 

◇定員 当日、先着１２名 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おたのしみ会】 

◇日時 １０月１５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 

◇定員 当日、先着５名程度 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

孫とおばあちゃんの作品展 
 色鮮やかな凸凹模様のディンプルアートをお楽しみください。 

◇期間 １０月１日（土）～１８日（火） 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 荒井友輔・荒井栄子 ☎０２８７－８４－２３６２ 

 

あかちゃんタイム 
 小さいお子さん連れの保護者を対象に実施します。 

◇日時 １０月１２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 
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■土地開発 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１０月は「土地月間」です 
 国土交通省では、毎年１０月を「土地月間」、１０月１日を「土地の日」

として定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動を地方公共団体、関

係機関と共に展開しています。適正な土地取引、土地利用を図り、豊かで

安心できる住みよい社会づくりを推進しましょう。また、大規模な土地取

引は、国土利用計画法に基づき、その利用目的等について下記のとおり届

け出が必要です。 

◇届出の必要な面積 ・都市計画区域内（那珂川より西側） 

           ５，０００㎡以上 

          ・都市計画区域外（那珂川より東側） 

           １０，０００㎡以上 

※個々の面積は小さいが、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場

合（一団の土地）は、個々の契約ごとに届け出が必要です。 

◇届出の必要な取引 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、

権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲

渡等 

◇届出者 権利取得者（土地売買の場合は買主） 

◇届出期限 契約日から２週間以内（契約日を含む） 

◇届出書類 土地売買等届出書１部 

※土地売買等届出書は下記および市ホームページから取得できます。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

一定規模以上の開発は市と事前協議が必要です 
◇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します。 

◇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 

 

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

 

ミュージックチャイムの時間変更 
 １０月１日（土）から市防災行政無線「ぼうさいなすからすやま」のミ

ュージックチャイムの放送時間を下記のとおり変更します。 

冬期（１０月～３月） 放送曲名 

午前７時 牧場の朝 

正午 那須烏山市民の歌 

午後５時 夕焼け小焼け 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

危険物取扱者保安講習会 
◇日時 １１月８日（火） ・給油取扱所の部：午前９時３０分～ 

             ・一般の部：午後１時３０分～ 

◇場所 南那須公民館（岩子６－１） 

◇受付期間 １０月１８日（火）～２５日（火）に消防本部予防消防課（神

長８８０－１）あて申し込む。（土・日曜日を除く） 

■問合 消防本部予防消防課 ☎０２８７－８３－８８０２ 

    那須烏山消防署 ☎０２８７－８２－２００９ 

「赤い羽根共同募金運動」にご協力ください 
 皆さんからの寄附金は、都道府県ごとに地域福祉活動、社会福祉団体の

事業、民間社会福祉施設の増改築や修繕等に配分されます。 

◇期間 １０月１日（土）～１２月２８日（水） 

◇内容 一戸あたり１，０００円を目安としています。 

    （無理のない範囲でお願いします） 

◇寄附方法 南那須地区は自治会単位、烏山地区は自治会または班単位で

とりまとめ、金融機関で振り込むか下記あてご持参ください。

法人・職域・学校募金は別途依頼します。 

※今年度から烏山支所（中央２－１７－１３）の住所が変更になっています。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    烏山支所（あすなろ作業所） ☎０２８７－８４－１２９４ 

 

県版図柄入りナンバープレートのデザイン投票 
 県版図柄入りナンバープレートについて、県民アン 

ケートを県ホームページ上で実施しています。あなた 

が付けたいデザインに投票しましょう。 

 詳細はＱＲコードからご確認ください。 

◇期間 １０月３１日（月）まで 

■問合 県地域振興課 ☎０２８－６２３－２２５７ 

 

河川内の樹木を伐採し、 

持ち帰っていただける人を募集します 
 県では、河川内に繁茂している樹木について、民間と協働した樹木伐採

を実施します。個人・団体を問わず、本人が伐採し無償で持ち帰っていた

だける人を募集します。 

◇募集期間 １０月７日（金）～２１日（金） 

◇応募方法 県または烏山土木事務所のホームページを確認し、所定の様

式に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。 

■問合 県河川課 ☎０２８－６２３－２４４４ 

    県烏山土木事務所企画調査課 ☎０２８７－８３－１３１６ 

 

那須烏山報徳会発足６０周年記念講話 
 江戸後期、那須烏山の救済に尽力した円応和尚と菅谷八郎右衛門、二宮

尊徳に関する講話等を開催します。 

◇日時 １０月８日（土）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇場所 天性寺（南１－４－２５） 

◇内容 講話①：「円応和尚の功績」および円応和尚の「救世済民七か年

計画書」の特別公開 

講話②：「二宮尊徳先生の教え～徳とは？分度とは？～」 

◇講師 講話①：天性寺東堂 大山勝道 氏  

    講話②：那須烏山報徳会会長 中村彰太郎 氏 

◇申込 当日現地で受け付けます。（費用無料） 

※当日午前１０時から円応和尚１８５回忌、菅谷八郎右衛門１７０回忌法

要を執り行いますので、参列希望者は午前９時５０分までに本堂にお入

りください。（参加自由） 

■問合 那須烏山報徳会事務局（髙野） ☎０８０－５１７６－８７９４ 

 

栃木県育英会 奨学生等の募集 
 （公財）栃木県育英会では、月額貸与奨学生および入学一時金奨学生、

東京学生寮入寮者を募集します。 

◇募集期間 １０月３日（月）～１１月１５日（火） 

◇対象 ・月額貸与奨学生および入学一時金奨学生：令和５年度に進学予

定の人 

    ・東京学生寮入寮者：令和５年度に大学等に進学予定の人 

◇応募方法 願書等（県内各中学校・高等学校・市町教育委員会備付）に

必要事項を記入し、下記あて申し込む。 

※願書等は育英会ホームページ（http://www.tochiiku.sakura.ne.jp/）

からも取得できます。 

■問合 （公財）栃木県育英会事務局 ☎０２８－６２３－３４５９ 
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最低賃金を確認しましょう 
 県の最低賃金（時間額９１３円）は、１０月１日から県内の事業場で働

くすべての労働者とその使用者に適用されます。一般労働者はもちろん、

臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。なお、特定の産業には、

特定最低賃金が定められています。詳細は下記あてお問い合わせください。 

■問合 県労働局労働基準部賃金室 ☎０２８－６３４－９１０９ 

    宇都宮労働基準監督署 ☎０２８－６３３－４２５１ 

 

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

 

１０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 １０月５日・１９日 午前９時～正午 

◇場所 ・５日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・１９日：保健福祉センターボランティア室（田野倉８５－１） 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

【もの忘れ相談】 

◇日時 １０月１４日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 保健福祉センター 

◇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 

【精神障がい者と家族の交流会・相談会】 

◇日時 １０月３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 

 

弁護士による市民法律相談 
◇日時 １０月２０日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

◇内容 相続、離婚、ＤＶ、交通事故、不動産等の問題 

※相談時間は１人あたり約２０分です。 

◇対象 市内在住の人（費用無料） 

◇申込 １０月３日（月）～７日（金）午後５時までに受付票（下記備付）

に必要事項を記入し、下記あて申し込む。※土・日曜日を除く。 

※申し込み多数の場合は抽選となります。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、電話相談となる場合があります。 

■問合 社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

    社会福祉協議会(あすてらす) ☎０２８７－８８－７５５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

診療所の１０月臨時休診 
 国体開催の協力のため、休診します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解

ご協力をお願いします。 

◇七合診療所休診日 １０月８日（土） 

◇熊田診療所休診日 １０月８日（土） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

    熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

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

 

１０月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 土 

いちご一会とちぎ国体（～10/11） 

孫とおばあちゃんの作品展(～10/18) 

オクトーバーラン＆ウォーク開始(～10/31) 

おたのしみ会10：30～11：00 

おはなし会14：00～14：30 

 

南那須図書館 

 

南那須図書館 

烏山図書館 

２ 日 
特定健診・がん検診（完全予約制） 

【休日当番医】山野クリニック 

保健福祉センター 

☎0287-84-3850 

３ 月   

４ 火   

５ 水 

心配ごと相談 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

烏山公民館 

保健福祉センター 

こども館 

６ 木 
移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19:00） 

境公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

７ 金 特定健診・がん検診（完全予約制） 烏山体育館・烏山公民館 

８ 土 いちご一会とちぎ国体(アーチェリー競技会)(～10/10) 緑地運動公園 

９ 日 【休日当番医】上野医院（那珂川町） ☎0287-96-5151 

１０ 月 
スポーツの日 

【休日当番医】南那須青木医院 

 

☎0287-88-6211 

１１ 火   

１２ 水 

こども食生活相談（要予約）9：00～正午 

ひまわりきっずりんご狩り受付 9：45～ 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

あかちゃんタイム10：00～正午 

保健福祉センター 

フルーツファーム烏山 

こども館 

南那須図書館 

１３ 木 
移動出前サロン9：30～13：30 

窓口業務延長（～19:00） 

境公民館 

烏山庁舎・保健福祉センター 

１４ 金 
もの忘れ相談 

特定健診・がん検診（完全予約制） 

保健福祉センター 

烏山体育館・烏山公民館 

１５ 土 
おはなし会10：30～11：00 

おたのしみ会14：00～14：30 

南那須図書館 

烏山図書館 

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 
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