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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（以下、「オミクロン株対応ワクチン」という）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 前回の接種日から５か月経過していれば接種できます。 

◇接種対象 １２歳以上で、初回接種（１・２回目）のワクチンを接種済みの人 

◇使用するワクチン ファイザー社製のオミクロン株対応ワクチン 

【１２歳～１７歳（３・４回目）の追加接種】 

◇接種予約方法 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）  

接種日 実施時間 

１０月２２日（土） １１月 ５日（土） 
午後１時３０分～４時３０分 

１０月２９日（土） １１月１２日（土） 

【１８歳以上（３・４回目）の追加接種】 

インターネットまたはコールセンターでの予約となります。 

・インターネット（https://g092151.vc.liny.jp/top） 

・コールセンター（☎０２８－６８０－６６３７） 

コールセンター受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ） 

※接種日の３日前まで予約を受け付けしています。 

※５回目接種になる人には、後日ご案内します。 

◇接種会場・日時 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１）  

接種日 実施時間 

１０月１９日（水） １１月 ２日（水） 

（水・土曜日） 

午後１時３０分～４時３０分 

（日曜日） 

午前９時～正午 

１０月２２日（土） １１月 ５日（土） 

１０月２３日（日） １１月１２日（土） 

１０月２６日（水） １１月１３日（日） 

１０月２９日（土） 
 

１０月３０日（日） 

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 実施時間 

１０月２０日（木） １１月１０日（木） 
午後２時～４時 

１０月２７日（木）  

※これ以降の接種日程は、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。 

◇接種券の発送 

・接種案内通知（接種券）を１０月下旬に発送予定です。新しい接種券が

届くまでは、お手元にある３・４回目の接種券を使用できます。新しい

接種券が届き次第、古い接種券は廃棄してください。 

・新しい接種券が届く前に接種を希望する人で、３・４回目の接種券がお

手元にない人は、健康福祉課窓口で接種券発行の申請をしてください。

申請書は下記窓口備え付けのほか、市ホームページから取得できます。 

【初回接種（１・２回目）を希望する人】 

 オミクロン株対応ワクチンは初回接種が完了していないと接種ができ

ません。初回接種を希望する人は下記あてご相談ください。なお、初回接

種は従来株のワクチンでの接種となります。初回接種用ワクチンには有効

期限がありますので年内の接種をご検討ください。 

※オミクロン株対応ワクチンの接種は１回のみとなります。 

※ワクチン接種は、国の動向により変更となる場合があります。 

■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） 

 

■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 学校生活支援員 

任用期間 １１月１日（火）～令和５年３月３１日（金） 

人数 １名 

業務内容 担任の補助、児童の生活支援 

勤務時間 

月～金曜日 午前８時～午後４時３０分のうち７時間

勤務 ※土・日曜日および祝日、冬季・学年末休業を

除きます。 

勤務地 境小学校（上境１４０４） 

給料（報酬） 
時給８９７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 

◇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 

 

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

 

あなたが申請した「マイナンバーカード」 

ちゃんと受け取りましたか？ 
 マイナンバーカードを申請した皆さん、カードの受け取りを忘れていま

せんか。烏山庁舎および南那須庁舎の市民課窓口で、マイナンバーカード

を交付しています。 

受け取りがまだの人は、電話で下記あてご予約のうえ来庁してください。 

■問合  

（烏山地区の人）市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

（南那須地区の人）市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

令和４年１０月１５日 Ｎｏ．４１０ 

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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「マイナポイント第２弾」の対象となる 

マイナンバーカード申請期限が１２月末まで延長 
 マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限に

ついて、９月末から１２月末に延長されました。まだマイナンバーカード

を申請していない人は今がチャンスです。早めに申請しましょう。 

 今なら、市が実施する申請支援窓口で申請した人に、市オリジナルマイ

ナンバーグッズをプレゼントします！ 

※数に限りがありますので、無くなり次第終了です。 

【市内スーパーでのマイナンバーカード申請支援窓口】 

期日 時間 場所 

１０月１８日（火） 
午前１０時～正午 

たいらや（金井２－８１０－１２） 

１０月２８日（金） ベイシア（城東１８８０） 

【市役所でのマイナンバーカード申請支援窓口】 

◇平日の申請支援窓口 

場所 時間 

烏山庁舎市民課 
午前９時～正午、午後１時～４時 

南那須庁舎市民課南那須分室 

◇土曜日・日曜日の申請支援特設窓口 

期日 時間 場所 

１０月１５日（土） 
午前９時～正午 

烏山庁舎市民課 

１０月３０日（日） 南那須庁舎市民課南那須分室 

【共通事項】 

◇予約 不要です。１人につき１５分程度かかります。 

◇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。健康保険証等の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不要） 

◇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、成年被後見人が申請する場合には、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、ＱＲコード（マ 

イナンバーカード総合サイト）からご確認ください。 

■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 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

合同就職説明会・面接会 参加者募集  
 市内や那珂川町での就職希望者を対象とした合同就職説明会・面接会を

開催します。 

◇日時 １１月１０日（木） 午後１時３０分～４時 

※最終受付は午後３時までです。 

◇場所 凮月カントリー倶楽部（城山２６４１） 

◇対象 市内や那珂川町での就職希望者 

◇参加企業 １５社程度 

◇申込 事前申し込みは不要です。直接会場までお越しください。なお、

当日は時間内に複数の企業と面接を行うことができますので、履

歴書を複数枚持参してください。 

※詳細はＱＲコードから市ホームページでご確認ください。 

◇主催 南那須地区雇用協会 

◇共催 那須烏山市、那珂川町、ハローワーク那須烏山 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

特殊詐欺撃退機器の設置を補助します 
 市では「振り込め詐欺」等の防止に効果を発揮する「特殊詐欺撃退機器」

の設置に対し、補助金を交付しています。この制度は今年度での終了が予

定されており、申請期限は令和５年３月３１日（金）までです。 

◇特殊詐欺撃退機器とは 

 電話をかけてきた相手に「この通話は録音されます」等のアナウンスを

流して会話を自動録音する機能や迷惑電話番号からの電話を自動判別す

る機能を持った電話機と、それらの電話機に接続可能な機器のことです。 

◇対象 次の①、②すべてに該当する人 

 ①６５歳以上の独居世帯主または同居の親族が６５歳以上で構成され

る世帯の世帯主 

 ②本人およびその同居の親族が、本市の市税および使用料、その他の税

外収入金のうち市長が別に定めるものを滞納していない人 

◇補助条件 ・購入および取付工事は市内事業者であること。 

      ・購入または取り付けをした日から１年以内に申請すること。 

◇補助額 特殊詐欺撃退機器の購入や取り付け工事費の２分の１以内で、

５，０００円を上限に助成します。（１００円未満切捨） 

※補助は原則１回限りです。 

◇必要書類 領収書、保証書、購入機器の機能が確認できるカタログまた

は取扱説明書（すべて写し可） 

◇申請方法 令和５年３月３１日（金）までに申請書兼請求書（下記備付

および市ホームページ掲載）に必要事項を記入・押印し、必

要書類を添付のうえ、下記あて申請する。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

「とちぎ再就職フェア」参加者募集  
 県では、コロナ禍で離職した人等の再就職を支援するため、｢とちぎ再

就職フェア｣を開催します。 

◇日時 １１月１４日（月）午後１時～２時：就職活動支援セミナー 

             午後２時～５時：合同企業説明会 

◇場所 ホテル東日本宇都宮（宇都宮市上大曽町４９２－１） 

◇対象 県内で就職を希望している人 

◇参加企業 ４５社程度 

◇申込 １１月１１日（金）までにＱＲコードから申し込む。 

■問合 とちぎ就活リスタート支援事業事務局 

 ☎０５０－２０００－７２７６ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１０月の税金 
１０月３１日（月）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 固定資産税第３期・国民健康保険税第４期・介護保険料第４

期・後期高齢者医療保険料第４期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

建物を取り壊した場合や 

土地の利用状況を変更した場合は届け出を 
 固定資産税は、賦課基準日（毎年１月１日）現在の所有者に課税されま

す。来年度の課税のため、次のような異動があった場合は下記あて届け出

をお願いします。 

◇届け出が必要な場合 

・住宅や倉庫・車庫等を取り壊した場合 

・未登記の建物を売買・贈与した場合 

・土地、建物の所有者が死亡し、所有者が変更になった場合 

 （所有者の変更登記済の場合を除く） 

・土地の利用状況を変更した場合 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
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税金の納付は口座振替が便利です 
口座振替は、税金の納め忘れの防止にもなり、とても便利です。金融機

関に申請することで、電気、ガス等の公共料金と同じようにあらかじめ指

定した金融機関の預金口座から、振替日に自動的に納税できます。 

◇対象金融機関 足利銀行・栃木銀行・烏山信用金庫・那須南農業協同組

合・ゆうちょ銀行 

◇税目 市県民税普通徴収・市県民税特別徴収・固定資産税・軽自動車税・

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１０月は「３Ｒ推進月間」です 
 毎年１０月は、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進に対

する理解と協力を求める３Ｒ推進月間です。この期間中は、「分ければ資

源、混ぜればごみ」の考えを普段以上に意識して、ごみの分別や３Ｒによ

るごみの減量化にご協力ください。 

 特に、茶色の一升ビンやビールビン等は、リターナブルビンとして個別

の収集日を設けているため、他のビンと分別して出していただくようお願

いします。また、１０月から資源物の店頭回収等を実施している店舗情報

を市ホームページに掲載していますので、ご活用ください。 

◇リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ）ごみの発生抑制 

 ・詰め替えできる商品を選び、容器を繰り返し使う。 

 ・マイボトルを活用し、ペットボトルの排出量を減らす。 

 ・３切り（使い切り、食べ切り、水切り）をして生ごみの排出量を減らす。 

◇リユース（Ｒｅｕｓｅ）資源の再使用 

 ・まだ使えるものは、大切に繰り返し使用する。 

 ・リサイクルショップやフリーマーケット等を利用し、新品だけでなく、

まだ使えるものも購入する。 

◇リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）資源の再生使用 

 ・リサイクルのために、資源ごみを正しく分別する。 

 ・リサイクル製品を積極的に使用する。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

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

 

木工体験教室 
 図書館まつりに併せて、木工体験教室を開催します。会場では緑の募金

も行いますので、ご協力をお願いします。 

◇日時 １０月２３日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 南那須図書館ウッドデッキ 

◇内容 簡単！枝脚の小物棚づくり 

◇定員 先着１００名（事前申込不要） ※費用は無料です。 

■問合 那須烏山市緑化推進委員会（農政課内）  

    ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

市農業者支援交付金 

市農業者原油価格・物価高騰対策支援交付金 
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ため、また、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、各種交付金を交付します。 

◇申請期限 

 ・市農業者支援交付金：１０月２８日（金） 

 ・市農業者原油価格・物価高騰対策支援交付金：１２月１５日（木） 

※詳細は１０月１日発行の広報おしらせ版または市のホームページでご

確認ください。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

農業者年金 
農業者年金は、国民年金の給付と相まって農業者の老後生活の安定を図

り、農業者の確保を目的として設けられた「積立方式の確定拠出型年金」

で、加入者・受給者数の増減に左右されない、安定した公的年金制度です。 

将来受け取る年金額は、加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わ

せた額により事後的に決まります。次の３つの要件を満たす人ならどなた

でも加入できますので、ぜひ、ご検討ください。 

◇加入資格 ・年間６０日以上農業に従事（兼業農家の人も可） 

      ・国民年金第１号被保険者（保険料納付免除者を除く） 

・２０歳以上６０歳未満の人 

※年間６０日以上農業に従事する６０歳以上６５歳未満の国民年金の任 

 意加入者も加入できます。 

※農業者年金に加入する場合は国民年金付加年金への加入（月々４００

円）が必要です。 

■問合 農業委員会事務局（農政課内） ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

なすから健康ゼミ２０２２ 
生活習慣病予防のための教室を開催します。この機会に生活習慣を見直

してみませんか？興味がある人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時・内容 

 ①１０月２７日（木）午前１０時～１１時３０分 

   医師講話：知っているようで知らない？！～高血圧のアレコレ～ 

 ②１１月７日（月）午前１０時～１１時３０分 

   運動実技：無理なく姿勢を整え血液サラサラ 

 ③１１月２２日（火）午前１０時～１１時３０分 

   栄養講話：食生活改善や「適塩」のポイント 

 特別回：１１月１６日（水）午前中 

     「頸動脈エコー検査（動脈硬化の程度を調べる検査）」（無料） 

※特別回の「頸動脈エコー検査」は①、②、③を受講できる人が対象です。

「頸動脈エコー検査」のみの申し込みは受け付けていません。 

◇場所 保健福祉センター多目的室・栄養指導室等 

◇対象 次に該当する２０歳～６９歳の市民 各日１５名程度（先着順） 

    ・令和３～４年度特定健康診査で血圧・脂質・血糖・腎機能の結

果が要指導の人 

    ・血圧に不安がある人 

    ・教室に興味がある人 

◇費用 尿中塩分測定検査料３００円（①で実施） 

※教室に参加せず、尿検査のみを希望する人は５００円です。 

◇申込 １０月２１日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※原則、３日間すべてに参加してください。 

※この教室は生活習慣病予防を目的としています。すでに治療中で、内服

や食事制限等がある人は、食生活・健康相談をご利用ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

健康長寿セミナー 

「ノルディックウォーク教室」参加者募集 
ノルディックウォークは、両手で専用のポールを突きながら歩くウォー

キング法です。フレイル予防として始めてみませんか？  

◇日時 １１月２日（水）・９日（水）・１６日（水）・３０日（水） 

    各日とも午後１時３０分～３時（予定） 

◇場所 南那須公民館多目的室（岩子６－１） 

◇内容 ノルディックウォーク 講師：日本健康財団健康運動指導士 

◇対象 おおむね６５歳以上の市民 先着１５名 

◇費用 無料 

◇持物 室内履き、飲物 

※ノルディックポールは教室開催期間中、貸し出しします。 

◇申込 １１月１日（火）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 
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運動習慣化教室～運動習慣づくり教室～ 
 メタボリックシンドロームや生活習慣病を予防するために、運動習慣を

身に付けるための教室を実施します。 

◇期日 １１月１４日（月）、１２月１６日（金）、令和５年１月２０日（金）、

２月２７日（月）、３月１６日（木） 

◇時間 午前１０時～１１時３０分 受付：午前９時４５分～ 

◇場所 保健福祉センター多目的室・検診室 

◇内容 ノルディックウォーキング、エアロビクス、筋力トレーニング、

サーキットトレーニング等 

◇対象 次に該当する２０歳～６９歳の市民 先着１０名 

    ・健康診断の結果が要指導の人 

     （特に腹囲・ＢＭＩ・血圧・脂質・血糖の結果が要指導の人） 

    ・教室に興味がある人  

◇費用 無料 

◇持物 飲物、タオル、運動靴・室内シューズ、筆記用具 

※動きやすい服装でお越しください。 

◇申込 １１月４日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※マスクの着用、検温、手指消毒にご協力ください。 

※全５回のコースです。できるだけ全日程に参加してください。 

■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 
 健診会場では新型コロナウイルス感染症の予防に努め実施しています。 

◇日程 ※全て予約（申込）が必要です。 

期日 場所 受付時間 

１１月４日（金） 

【女性の日】 

◎婦人検診のみ 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午後５時３０分 

    ～７時 

１１月６日（日） 

◎婦人検診等あり 

保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

午前８時１０分 

～１０時３０分 

１１月１４日（月） 

◎婦人検診等あり 

烏山体育館・烏山公民館 

（中央２－１３－１２） 

１１月２８日（月） 
保健福祉センター 

（田野倉８５－１） 

※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動向により、中止する場合があります。 

■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 
【消化器系疾患】 

◇日時 １１月１０日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院消化器内科医師 小野友輔 氏 

◇主な疾患 潰瘍性大腸炎、クローン病、原発性胆汁性胆管炎、自己免疫

性肝炎 

◇申込 １１月７日（月）までに下記あて申し込む。 

【神経・筋疾患】 

◇日時 １１月１７日（木）午後１時～４時 

◇医師 自治医科大学附属病院脳神経内科医師 小出玲爾 氏 

◇主な疾患 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く）、筋ジストロフィー、

もやもや病、重症筋無力症、多系統萎縮症、多発性硬化症／

視神経脊髄炎、ハンチントン病、大脳皮質基底核変性症、パ

ーキンソン病、進行性核上性麻痺、筋萎縮性側索硬化症（Ａ

ＬＳ） 

◇申込 １１月１４日（月）までに下記あて申し込む。 

※受付時間は月～金曜日の午前１０時～正午、午後１時～４時です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

那須烏山市見守りシール交付事業 
 市では行方不明になる可能性のある認知症高齢者を早期に発見・保護す

ることを目的とした「那須烏山市見守りシール交付事業」を実施していま

す。このシールにはＱＲコードが印字されており、高齢者の衣服や持ち物

に貼って使用します。発見者がスマートフォンで読み取ると、家族や介護

者に現在の場所が通知され、発見者と家族がインターネットの伝言板を通

して連絡を取ることができます。 

 

 

 

 

  事業詳細の動画はこちら       見守りシール原寸 

◇対象 1人歩き（徘徊）の症状がある人の家族 

◇費用 無料 

※耐洗シール２０枚・蓄光シール１０枚を配付します。 

◇申込 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 

 

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

 

子宮頸がん予防ワクチン 
 子宮頸がんは若い女性に増えているがんで、ワクチンを接種することで

原因となるウイルス(ＨＰＶ)の感染が予防できると言われています。 

 下記に当てはまる人は、令和７年３月３１日まで公費でワクチンを接種

することができますので、接種をご検討ください。 

◇対象 次のすべての条件を満たす人 

 ・平成９年４月２日～平成１８年４月１日に生まれた女子 

 ・これまでに子宮頸がん予防ワクチンの接種を計３回受けていない人 

※対象者には接種の案内通知を出しています。届いていない場合や転入者

等は下記あてお問い合わせください。 

【予防接種費用の償還払い】 

 上記予防接種の措置に伴い、過去に自費で接種した子宮頸がん予防ワク

チンの接種費用を全部または一部助成します。 

◇対象 次のすべての条件を満たす人 

 ・平成９年４月２日～平成１８年４月１日までの間に生まれた女子 

 ・１７歳となる日の属する年度の４月１日～令和４年３月３１日に、日

本国内の医療機関で子宮頸がん予防ワクチン接種を自費で受けた人 

 ・令和４年４月１日時点で本市に住民票がある人 

◇助成金額 接種１回あたりの金額は接種日により異なります。 

 ・平成２３年４月１日～平成２６年３月３１日接種分：１５，９３９円 

 ・平成２６年４月１日～令和２年３月３１日接種分：１６，０００円 

 ・令和２年４月１日～令和４年３月３１日接種分：１７，０００円 

※助成は１人につき３回分までです。 

※定期予防接種として接種した回は対象となりません。 

◇申請方法 

 申請書（下記備付）に必要事項を記入し、母子健康手帳および通帳（振

込先が分かるもの）の写しを添えて下記あて提出する。 

※母子健康手帳に予防接種を受けた記録がない場合は、接種医の証明が必

要です。記入用紙（下記備付）に接種医の証明を受け、母子健康手帳の

代わりに提出してください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

子育て支援アプリ「なすから♡ファミて」配信中 
 妊婦さんや子育て中の家族に向けて、妊娠・出産・育児を応援する子育

て支援アプリを配信しています。妊娠中の体重管理、お子さんの予防接種

管理、日々の成長記録等多くの機能があります。詳細は市ホームページの

子育て支援サイトでご確認ください。ＱＲコードからア 

プリをインストールできます。ぜひ、ご利用ください。 

■問合 こども課こそだて支援グループ 

    ☎０２８７－８８－７１１６ 
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不妊等治療費助成制度 
 令和４年度から不妊等治療に対して保険が適用されたことを受けて、令

和３年度までに国内指定医療機関等で保険適用外の不妊・不育症に係る検

査や治療（人工授精、体外受精、顕微授精および男性不妊）を受けた夫婦

に、検査および治療費の一部を助成します。 

◇対象 次のすべてに該当し、かつ、法律上の婚姻をしている夫婦 

 ・夫婦の双方が補助金を申請する日の１年以上前から本市に住民登録し

ていること。 

 ・健康保険等の医療保険に加入していること。 

 ・国および県の制度、加入健康保険組合等からの給付を受けることがで

きる場合には、当該給付の決定を受けていること。 

 ・市税および上下水道料等を滞納していないこと。 

◇助成内容 治療費の２分の１とし、１年度あたり上限３０万円 

      （通算５年分まで） 

※不育治療は年数制限がありません。 

※令和３年度以前に不妊等の治療を開始し、令和４年度中に終了する年度

またぎの治療は対象となります。 

※令和４年度からは保険適用となるため、本事業の対象となりません。 

◇申請 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 

 

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

 

県立博物館市町連携事業 

ジオパーク構想教室 参加者募集 
 ジオパーク構想教室「火山灰は宝石箱」を開催します。 

◇日時 １１月１２日（土）午前１０時～１１時３０分 

    受付：午前９時３０分～ 

◇場所 烏山公民館１０４会議室 

◇内容 火山の説明のあと、火山灰から造岩鉱物を取り出して顕微鏡で観

察します。 

◇講師 栃木県立博物館 吉田貴洋 氏 

◇対象 小学校３年生以上 

※小学生は保護者同伴で参加してください。 

◇定員 先着２０名程度 

◇費用 無料 

◇申込 １０月１７日（月）～３１日（月）の午前８時３０分～午後５時

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、中止する場合があります。 

※ジオパークとは、大地の歴史を物語る市内の地形や地質を守りながら、

観光や学習に活用できる場所です。 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

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

 

運動施設利用者の登録 
 現在使用している利用者番号（ＩＤ）の有効期限は令和５年３月３１日

（金）です。令和５年度も施設を利用する場合は、利用者番号（ＩＤ）の

更新が必要ですので、必ず手続きをお願いします。 

 令和５年度運動施設の大会や定期利用の申し込みは、対象団体あてに通

知します。 

◇対象 運動施設および学校開放施設を利用する団体、個人   

◇受付期間 令和５年３月３１日（金）まで（有効期限満了日まで） 

※大会や定期利用の申し込みは、１１月３０日（水）までです。 

◇受付場所 下記窓口 

※対象となる利用者（団体・個人）には、別途通知します。 

■問合 生涯学習課スポーツ振興室 ☎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 

「季節を味わう料理教室」参加者募集 
 お正月を祝う料理や「しもつかれ」作りで季節を感じる食事を楽しみま

しょう。ふるさとに伝わる民話もお聞かせします。 

◇期日・内容等 

期日 内容・講師 

①１１月２２日（火） 
おせち料理にも使える料理を２～３品作る 

講師：池田枝美子 氏 

②令和５年２月１日（水） 

・しもつかれを作る 

 講師：相澤美砂子 氏 

・那須烏山市の民話を聞く 

 講師：烏山語りの会 

◇時間 午前９時～正午 

◇場所 烏山南公民館３階調理室（野上７０３－１） 

◇対象 市内在住または在勤の人  

◇定員 先着１０名 

◇費用 ①１，０００円程度、②５００円程度 

◇持物 マスク、エプロン、三角巾、持ち帰り容器、タオル 

※鬼おろしがある人は②の開催時に持参してください。 

◇申込 １０月１５日（土）～２９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 

「味噌づくり教室」参加者募集 
 こだわりの材料と伝統の技で作る味噌を、あなたも手作りしてみません

か。ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 １２月８日（木）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇場所 保健福祉センター栄養指導室（田野倉８５－１） 

◇内容 味噌の材料を混ぜ、樽に入れて持ち帰ります。 

（１樽約８ｋｇ、１人２樽まで） 

※初めての人は１樽での味噌づくりをお勧めします。 

◇講師 秋葉糀味噌醸造（株） 秋葉節夫 氏  

◇対象 市内在住または在勤の人 

◇定員 先着２４名 

◇費用 １樽４，８００円 

※材料費（国産大豆・天日塩使用）、樽代３００円を含みます。 

※樽を持参した人には、樽代を返金します。 

◇持物 マスク、エプロン、三角巾、タオル、新聞紙（１日分程度） 

◇申込 １０月１５日（土）～２９日（土）の午前９時～午後５時に電話

等で下記あて申し込む。 

※仕込み済み味噌の注文は受け付けません。 

※この講座は「なすから健康マイレージ」の対象事業です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

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

 

あかちゃんタイム 
 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け

るよう「あかちゃんタイム」を実施します。 

◇日時 １０月１９日（水）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 
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図書館まつり 
 １０月２３日（日）に図書館まつりを開催します。ぜひ、ご参加ください。 

【リサイクルフェア】 

◇時間 午前９時３０分～午後３時 

◇場所 南那須図書館・烏山図書館 各館で実施 

◇内容 除籍等不要になった図書、雑誌合わせて１０冊までお持ち帰りで

きます。エコバッグをお持ちください。 

◇費用 無料 

【クイズラリー】 

◇時間 午前９時３０分～午後３時 

◇場所 南那須図書館・烏山図書館 各館で実施 

◇内容 図書館内に貼ってあるクイズを見つけて答えよう！ 

※全問正解者にはプレゼントがあります。 

◇対象 小学生以下 

◇費用 無料 

【おはなしフェスティバル】 

◇時間 午前１１時～正午 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 アトリエびっき 

◇内容 パネルシアター、絵本の読み聞かせ等 

◇定員 先着３０名 

◇費用 無料 

◇申込 事前に南那須図書館カウンターまたは電話で申し込む。 

【ディンプルアート体験講座】 

◇時間 午後１時～２時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 ウエルカムボードの作成 

◇講師 ディンプルアートインストラクター 荒井栄子 氏 

◇定員 先着１０名 

◇費用 無料 

◇申込 事前に南那須図書館カウンターまたは電話で申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

ディンプルアート教室作品展 
 ディンプルアートは、色鮮やかなステンドグラスのような作品で、自動

車のフロントガラスをリサイクルして作られた、本市発祥の絵具を使用し

ています。ぜひ、ご覧ください。 

◇期間 １０月１９日（水）～３０日（日） 

※図書館休館日（月曜日）を除く。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 ディンプルアートインストラクター 荒井栄子  

    ☎０２８７－８４－２３６２ 

 

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

 

市長と話そう！ 

なすからタウンミーティング参加者募集 
 市民協働のまちづくりを目指して、市政について、皆さんの声をお聞か

せください。あなたの意見が市の未来を変えるかもしれません。 

◇日時 １１月２０日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 防災～○○で緊急時の備え～について市長が説明し、参加者と直

接、話し合いをします。 

◇対象 市内に在住、通勤・通学している人 

◇申込 １１月１４日（月）までに電話等で下記あて申し 

    込む。申し込みはＱＲコードからもできます。 

※詳細は市ホームページでご確認ください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

困ったら一人で悩まず行政相談 

（行政相談週間） 
 １０月１７日（月）～２３日（日）は行政相談週間です。 

 行政相談は、道路や公共施設、役所の手続き、医療保険、年金、雇用、

社会福祉等、幅広い相談に対応しています。 

 皆さんも何か困っていることはありませんか？費用無料・秘密厳守です

ので、ぜひ、気軽にご相談ください。 

◇相談実施日等 

区分 時間 場所 行政相談委員 

第１水曜日 

午前９時～正午 

烏山公民館 

赤羽 幸雄 

萩原 宣子 

樋山  隆 

第３水曜日 保健福祉センター 

第４水曜日 烏山庁舎市民室 

※毎月第１、第３水曜日は「心配ごと相談」と同時開催しています。 

※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

広報・発信・コミュニケーションの 

極意を学ぶ講習会 
 地域活動における共感を得やすい情報発信の方法やコミュニケーショ

ンを（一社）えんがおの事例から学ぶ講演会を開催します。 

◇日時 １１月５日（土）午前１０時～１１時４５分 

◇場所 烏山公民館２階研修室（中央２－１３－８） 

◇講師 （一社）えんがお代表理事 濱野将行 氏 

◇対象 市内在住の人 

◇定員 ４０名（費用無料） 

◇申込 １１月２日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

※当日の参加も可能です。 

■問合 社会福祉協議会烏山支所（あすなろ作業所内） 

    ☎０２８７－８４－１２９４ 

 

地元のおいしいを食べよう！「烏山朝市」 
 地元の旬な農産物を食べて、おいしく健康な朝を迎えませんか？ 

 市内の農産物を集めた朝市を開催します。ぜひ、お越しください。 

◇日時 １０月１６日（日）午前８時～１１時 

◇場所 ＪＲ烏山駅前広場 

◇内容 市で生産された農作物やそれらを使用した飲食物の販売等 

◇協力 金井連合自治会 

※詳細はＱＲコードからご確認ください。 

■問合 ＮＰＯ法人クロスアクション（高橋） 

    ☎０９０－３１０９－１７８４ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 １１月５日（土）午前９時集合 

◇集合場所 八溝県民休養公園駐車場 

◇散策コース 「三箇の里山、田園景観を楽しむ」（約６ｋｍ） 

       駐車場 → 南那須牧場 → 少年自然の家跡 →林道 

       → 三箇・松原寺 → 乾徳寺 → 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 



- 7 - 

 

建設業退職金共済制度 
 建設業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働

者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された

退職金制度です。 

 事業主が労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳

に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建設業退職金共

済から退職金が支払われます。 

◇加入できる事業主 建設業を営む人 

◇対象となる労働者 建設業の現場で働く人 

◇掛金 日額３２０円 

◇特徴 ・国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。 

    ・経営事項審査で加点評価の対象となります。 

    ・掛金の一部を国が助成します。 

    ・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経

費として扱われ、税法上全額非課税となります。 

    ・掛金はインターネットを利用した電子申請での納付も可能です。 

    ・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。 

※地震等により災害救助法が適用された皆さんに対し、各種手続きの特例

措置を実施しています。 

※詳細は機構ホームページ（https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp）

をご覧ください。 

■問合 （独）勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部栃木支部 

    ☎０２８－６３９－２６１１ 

 

広報なすからすやま・広報お知らせ版の 

掲載基準 
◇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 

 

アプリやサイトから広報紙が見られます 
【アプリ マチイロ】 

 スマートフォンやタブレット端末から「広報なすからすやま」が見られ

ます！ 

右記の画像を読み取るか、下記アドレスを直接入力して 

「マチイロ」をダウンロードしてください。 

アプリのダウンロード、利用は無料ですが、通信料は利 

用者負担になります。 ＵＲＬ：https://machiiro.town/ 

※アプリ運営のため広告が表示されますが、市とは関係ありません。 

【ＴＯＣＨＩＧＩ ｅｂｏｏｋｓ】 

ＴＯＣＨＩＧＩ ｅｂｏｏｋｓ（栃木イーブックス）とは、インターネ

ット上で、栃木県の電子書籍を無料で閲覧できる地域特化 

型電子書籍ポータルサイトです。通信料は利用者負担にな 

りますが、会員登録などは不要ですので、ぜひ、ご利用く 

ださい。 ＵＲＬ：https://www.tochigi-ebooks.jp/ 

【マイ広報紙】 

 気になる広報紙をパソコンやスマートフォンでまとめて 

チェック。自分に合った活用法で地域の情報をもっと身近 

にもっと便利に！ ＵＲＬ：https://mykoho.jp/ 

【お知らせ版メールマガジン】 

 毎月１日、１５日発行のお知らせ版をメールで配信します。 

「nasukarasuyama@req.jp」「info@city.nasukarasuyama. 

lg.jp」から受信できるようメール受信設定のうえ、メール 

マガジンの登録をしてください。詳細は市ホームページで 

ご確認ください。 ＵＲＬ：nasukarasuyama@req.jp 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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 

 

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 
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■統計調査 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

就業構造基本調査  

調査への回答はお済みですか？ 
 就業構造基本調査の調査対象となった世帯の皆さんには、９月中旬頃か

ら調査員が各世帯を訪問し、調査票を配付しました。 

 この調査は１５歳以上の人１人につき１枚の調査票を配付して回答を

お願いしています。 

 まだ回答が済んでいない人は、配付している調査書類をご確認ください。 

【調査の方法】 

◇調査票配付 

 調査員が調査世帯ごとに調査書類を配付します。 

◇回答方法 

 調査票は、次のいずれかの方法により回答できます。 

 ・スマートフォンやパソコンで回答する方法 

 ・紙の調査票を郵送で回答する方法 

 ・紙の調査票を調査員に提出する方法 

【コールセンター】 

 就業構造基本調査コールセンター 

◇電話 （ナビダイヤル）☎０５７０－０１－７１３９ 

    （ＩＰ電話）☎０３－６６２６－００４１ 

◇設置期間 ９月１日（木）～１０月３１日（月） 

◇受付時間 午前８時～午後９時 

※土・日曜日および祝日も利用できます。 

■問合 県統計課人口労働統計担当 ☎０２８－６２３－２２４６ 

    総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

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

 

診療所の臨時休診 
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇熊田診療所休診日 １０月２９日（土）、１１月２日（水） 

◇七合診療所休診日 １０月３１日（月） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

    熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

１０月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 日 【休日当番医】阿久津クリニック ☎0287-83-2021 

１７ 月 ママサロン「リラックスヨガ」（要予約）受付 9:40～10:00  保健福祉センター 

１８ 火 食のおはなし10：00～10：30 こども館 

１９ 水 

心配ごと相談 

特定健診・がん検診（完全予約制・女性の日） 

ディンプルアート教室作品展(～10/30) 

産後サポート事業「おひさま」（要予約）受付 9：40～10：00 

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 

烏山体育館・烏山公民館 

南那須図書館 

保健福祉センター 

こども館 

烏山図書館 

２０ 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 

２１ 金 音を鳴らして遊ぼう10：30～11：30 こども館 

２２ 土   

２３ 日 
図書館まつり9：30～15：00 

【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） 

南那須図書館・烏山図書館 

☎0287-92-2034 

２４ 月 烏山図書館特別休館（～10/28）  

２５ 火 
１歳児相談9：30～ 

１歳６か月児健診13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２６ 水 

行政相談 

５歳児相談9:30～ 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

４か月児・８か月児健診13:00～ 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

こども館 

保健福祉センター 

２７ 木 

１０月水道料金等口座振替日 

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 

２８ 金 

２歳児相談9：30～ 

市戦没者追悼式10：00～ 

３歳児健診13：00～ 

保健福祉センター 

南那須公民館 

保健福祉センター 

２９ 土 いちご一会とちぎ大会(全国障害者スポーツ大会)(～10/31)  

３０ 日 

いちご一会とちぎ大会（アーチェリー競技会） 

１０月水道料金等納入期限 

固定資産税第３期・国民健康保険税

第４期・介護保険料第４期・後期高

齢者医療保険料第４期納期限・口座

振替日 

【休日当番医】烏山台病院 

緑地運動公園 

 

 

 

 

 

☎0287-82-2739 

３１ 月   

※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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