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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） 
 オミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種（３回目以降の接種）は、

３月で終了する予定です。なるべく早期の接種をご検討ください。 

 ３月の接種日程は、２月１日発行の広報お知らせ版や市ホームページ等

でお知らせします。予約は２月１日（水）から受け付けします。 

※接種回数に関わらず、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（平日の午前９時～午後５時） 

    土・日曜日の接種当日の予約キャンセル受付 

    ☎０２８７－８３－１１１１（午前８時３０分～午後５時） 
 

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

 

傷病手当金の支給適用期間の延長 
 新型コロナウイルス感染症に関連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３月３１日（金）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

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５年３月３１日（金）（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を確認するか、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

投票区（投票所）の変更を希望する人へ 
 選挙における投票区は選挙人の住居の住所地番に基づいて決定されて

いますが、投票区の境界の住民が選挙の際に最寄りの投票所よりも遠方の

投票所に行かざるを得ない等、不便な事態が発生することがあります。 

 そこで、このような選挙人の便宜を図り、投票率の向上を目指すため、

投票区の変更を希望する選挙人は投票区を変更することができます。 

◇対象 市選挙人名簿に登録されている選挙人で、投票区の境に住む人 

◇手続方法 「投票区変更希望届」に必要事項を記入し、下記あて提出する。 

◇受付期間 随時受け付けます。 

※投票区の変更は世帯ごとです。届け出に基づき審査し、決定します。 

※「投票区変更希望届」は、烏山庁舎総務課窓口で配付するほか、市ホー

ムページからも取得できます。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内） ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

ごみの排出についてのお願い 
 市ではごみの減量や、ごみの排出の適正化に取り組んでいます。皆さん

のご協力をお願いします。 

◇燃やすごみの多量排出について 

 ごみステーションに出すのは、１度に３袋程度にしてください。大量の

燃やすごみを出す場合は、保健衛生センターへ直接持ち込んでください。 

◇事業系ごみはごみステーションに出せません 

 事業系ごみ（店舗、事業所等で出たごみ）は家庭ごみと異なり、ごみス

テーションに出すことはできません。保健衛生センターに直接持ち込むか、

一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託してください。 

 ごみステーションに出すと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の違反

となる場合があります。 

◇ごみ分別アプリ 

 那須烏山市ごみ分別アプリでごみの収集日や分別方法を確認できます。

アプリは、ＱＲコードを読み取るか、 

「Ａｐｐ Ｓｔоｒｅ」または 

「Ｇооｇｌｅ Ｐｌａｙ」から 

「那須烏山市ごみ分別アプリ」と 

検索することでダウンロードできます。  Android版   iPhone版 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
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■税金・確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

所得税確定申告・住民税申告の受付 
 令和４年分の所得税の確定申告および住民税の申告を受け付けます（税

務署で納税相談する人や青色申告等の人は除く）。待ち時間を均等にする

ため、地区別に割り当て日を設けましたが、都合がつかない場合は他の日

でも受け付けます。なお、「令和４年分収支内訳書」を事前に提出した人

も、必ず確定申告または住民税の申告をしてください。 

◇受付 午前の部：午前８時４５分～１１時 

    午後の部：午後１時～４時 

※番号札の配布は午前８時３０分からです。市役所始業前の受け付けはで

きません。 

◇場所 烏山庁舎２階第４・５会議室（待合室は第２会議室） 

※申告受付は烏山庁舎のみで実施します。南那須庁舎では行いませんので

ご注意ください。 

期日 午前の部 午後の部 

２

月 

１６日（木） 中央 旭 

１７日（金） 熊田 月次・大金台 

２０日（月） 向田・落合・滝 神長 

２１日（火） 八ケ代・福岡 鴻野山・小白井・西野・芦生沢 

２２日（水） 南大和久 田野倉・小倉・宇井 

２４日（金） 藤田 三箇（上・中） 

２７日（月） 志鳥上 志鳥（中・下） 

２８日（火） 上境 下境 

３

月 

１日（水） 中山・八ケ平・白久・平野 初音・城東・表・愛宕台 

２日（木） 高瀬・大里・小塙 大金・東原・小河原 

３日（金） 谷浅見 大桶 

６日（月） 興野（上・下一）・滝田 興野（中・下二） 

７日（火） 小木須・小原沢・横枕 大木須・大沢・宮原 

８日（水） 三箇下・上川井 下川井 

９日（木） 南 金井 

１０日（金） 野上（下・野上台・舟戸） 野上（上・第四） 

１３日（月） 森田宿・輪之内・こぶし台 曲田・曲畑 

１４日（火） 予備日 

１５日（水） 予備日 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

給与支払報告書の提出期限は１月３１日（火）です 
 令和４年中に給料、賃金、賞与、俸給、またはこれらの性質を有するそ

の他の給与等を支払った事業者は、必ず「給与支払報告書」を提出してく

ださい。パートやアルバイト、年の途中で退職した人、外国人に支払った

場合も同様です。 

 なお、青色申告・白色申告の別に関係なく個人事業主が専従者への給与

や従業員への賃金等を支払った場合や、土地改良区・直売所等の任意団体

が手当等を支払った場合も、受給者住所（１月１日現在）のある市町村へ

漏れなく「給与支払報告書」の提出をお願いします。 

◇提出期限 １月３１日（火）必着 

※可能な限り早めの提出をお願いします。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

収支内訳書（農業所得・営業所得・不動産

所得）の事前提出 
 市の確定申告会場で農業所得および営業所得や不動産所得の確定申告

を行うにあたり、収入と経費をまとめた収支内訳書を事前に提出しておく

ことができます。事前提出いただくと申告当日の受け付けはスムーズにな

りますのでご検討ください。 

 収支内訳書は市役所烏山庁舎・南那須庁舎（各収支内訳書）、那須南農業

協同組合本店、烏山支店、南那須支店および南部経済店舗（農業所得用の

み）で配布しています。２月３日（金）までに下記あて提出してください。 

※収入と経費をまとめていない状態では、市での申告受け付けはできませ

ん。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

スマートフォン申告・住宅ローン控除 

申告相談会 
 令和４年分の所得税の確定申告について、スマートフォンとマイナンバー

カードを使った「申告相談会」を開催します。自分でスマートフォンを操作

して申告します。還付申告を予定している人は、ぜひ、ご参加ください。 

◇日時 ２月９日（木）午前９時３０分～１１時３０分 

           午後１時～３時３０分 

◇場所 南那須庁舎２階大会議室（大金２４０） 

◇対象所得・控除 ・所得の種類が給与、公的年金 

         ・控除の種類が住宅ローン控除（初年度）、医療費控除、

寄附金控除（ふるさと納税）、その他の所得控除 

◇持物 ・スマートフォン 

    ・マイナンバーカードと暗証番号が分かるもの 

    ・令和４年分の所得金額がすべて分かる書類（源泉徴収票等） 

    ・控除関係書類（住宅ローン控除関係書類、医療費控除の明細書、

寄附金控除（ふるさと納税）の証明書等） 

    ・振込口座が分かるもの（普通預金通帳等） 

※当日、直接会場へお越しください。先着順です。なお、申告内容や書類

不足等で申告を受け付けできない場合があります。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

    税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

太陽光発電に関する所得のある人へ 
 太陽光発電による売電や土地の貸付によって得た収益は、所得税や住民

税の対象となります。収入金額および取得代金等の経費が分かる書類を用

意して確定申告をお願いします。 

 申告の要否や必要な手続き等について不明な点は、下記あてお問い合わ

せください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

国保税等の納付確認書が必要な人は窓口へ 
 所得税の確定申告時に、社会保険料控除として使用する国民健康保険税、

介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付確認書が必要な人は、下記

の窓口で申請をお願いします。 

◇発行窓口 税務課（烏山庁舎） 

◇持物 本人確認ができるもの（マイナンバーカード等） 

※烏山庁舎以外での発行はしません。 

※本人または同一世帯の人が来られない場合は委任状が必要です。 

※電話での回答はできませんので、ご了承ください。 

※いずれの納付確認書も普通徴収分です。特別徴収（年金差引き）分は対

象としません。 

※市で確定申告をする場合は不要です。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

１月の税金 
 １月３１日（火）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 市県民税第４期・国民健康保険税第７期・介護保険料第７

期・後期高齢者医療保険料第７期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

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

関にて申請することで、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 
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■雇用・就職 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和５年度那須烏山市会計年度任用職員の募集 
【総務課受付：事務員・事務補助員】 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 任用期間 応募要件 試験日 担当課（問合先） 

事務補助員 

（障がい者枠） 
１人 

行政グループ（事務処理センター事務） 

・月～金曜日の週５日 

 午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

９２２円～ 

９６３円 

４月１日～ 

令和６年３月３１日 

障害者手帳を有

する人 

２月４日（土） 

総務課（烏山庁舎） 

☎0287-83-1117 

事務員 １人 

市民税グループ（賦課・窓口事務） 

・月～金曜日の週５日 

 午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，１３７円～ 

１，１９９円 

４月１日～ 

８月３１日 

パソコン操作（ワ

ード・エクセル）

の経験がある人 

税務課（烏山庁舎） 

☎0287-83-1114 

◇勤務条件 詳細は電話等で上記記載の担当課（問合先）あて問い合わせるか、各職の「募集案内」（総務課備付または市ホームページ掲載）でご確認ください。 

◇試験方法 面接・適性試験 ※試験時間等は、募集期間終了後に総務課から通知します。 

◇応募方法 １月２６日（木）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（総務課備付または市ホームページ掲載）に必

要事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、総務課人事グループ（〒３２１－０６９２ 中央１－１－１）あて提出

する。直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時まで、郵送の場合は１月２６日（木）必着です。 

■問合 業務内容、応募要件、勤務形態等の詳細は上記記載の担当課（問合先）あてお問い合わせください。 

    （その他のお問い合わせ 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７） 

【こども館受付：子育て支援員】 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 任用期間 応募要件 試験日 勤務地 

子育て支援員 １人 

親子ふれあい活動事業、

こども館事業補助、施設

環境整備等 

時給 

９７６円 

４月１日～ 

令和６年３月３１日 

・地域子育て支援拠点事業研修の

修了書を有する人（もしくは保

育士・幼稚園教諭免許を有する

人）または子育て経験のある人 

・普通自動車運転免許 

２月１０日（金） こども館 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、火～日曜日のうち週５日、午前８時３０分～午後５時のうち７時間勤務です。 

◇試験方法 面接・適性試験 ※試験時間等は、別途通知します。 

◇応募方法 １月３１日（火）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（こども館備付または市ホームページ掲載）に必

要事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ、下記あて持参または郵送する。郵送の場合は１月３１日（火）必着です。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 〒３２１－０６２７ 南１－５６２－１２（月曜日・祝日は休館です） 

【共通事項】 

 ・令和２年度～４年度中に本市の会計年度任用職員としての経験を有する人は、給料（報酬）が加算される場合があります。 

 ・通勤手当は、自動車等の使用距離が２ｋｍ以上であれば支給されます。 

 ・期末手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場合に支給されます。 

 ・上記、勤務条件の際は、社会保険の加入対象となります。 

 ・採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより上記内容が変更になる場合があります。 

 

令和５年度こども館保育補助員の募集 
 

職名 人数 業務内容 謝金 任用期間 応募要件 勤務地 

保育補助員 ２人 

子育て支援業務補助、こども館事業補助、施設

環境整備等 

・土曜日または日曜日のどちらかの週１日 

 午前８時３０分～午後５時のうち６時間 

時給 

９２２円 

４月１日～ 

令和６年３月３１日 

・子育て経験のある人 

・普通自動車運転免許 
こども館 

◇試験方法 面接 ※日時等は別途通知します。 

◇応募方法 １月３１日（火）までに、履歴書（写真貼付）を下記あて持参または郵送する。郵送の場合は１月３１日（火）必着です。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 〒３２１－０６２７ 南１－５６２－１２（月曜日・祝日は休館） 

 

令和５年４月１日採用 那須南病院職員募集 
◇採用職種等 

採用職種 人数 応募資格 

薬剤師 ２名 
・昭和５２年４月２日以降に生まれた人で、既に薬剤師免許を取得している人 

・令和５年春までに薬剤師免許の取得が見込まれる人 

看護師 若干名 
・既に看護師免許を取得している人 ・令和５年春までに看護師免許の取得が見込まれる人 

・夜間勤務ができる人 

准看護師 若干名 
・既に准看護師免許を取得している人 ・令和５年春までに准看護師免許の取得が見込まれる人 

・夜間勤務ができる人 

看護助手 若干名 
・昭和６２年４月２日以降に生まれた人で、介護職員初任者研修を修了した人または介護福祉士の資格を取得している人 

・夜間勤務ができる人 

◇応募期間 ２月３日（金）まで。郵送の場合は２月３日（金）必着です。 

◇採用試験 ２月中旬 

※詳細はＱＲコード（南那須地区広域行政事務組合ホームページ）からご確認いただくか、下記あてお問い合せください。 

■問合 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１ 
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令和５年度南那須地区広域行政事務組合会計年度任用職員の募集 
◇任用期間 ４月１日～令和６年３月３１日 ・条件付き採用期間は任用後１か月です。 
                     ・勤務成績（人事評価等）が良好な場合、翌年度以降も再採用（４回まで）を行う場合もあります。 

◇募集内容 

職種 人数 給料・報酬（予定） 勤務日・勤務時間 業務内容・応募要件等 所属（勤務地） 

看護師 

（フルタイム） 
若干名 

月額 

１９７，０００円～ 週５日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

・病棟での看護業務 

・夜間勤務ができる人または夜勤業務ができる人 

・看護師免許（准看護師免許） 

那須南病院 

准看護師 

（フルタイム） 
若干名 

月額 

１７５，６００円～ 

看護師 

（パートタイム） 
若干名 

時給 

１，２１０円～ 週３７時間３０分以内 

午前８時３０分～午後５時 

・外来、手術室または病棟での看護業務 

・看護師免許（准看護師免許） 准看護師 

（パートタイム） 
若干名 

時給 

１，０７８円～ 

看護助手 

（フルタイム） 
若干名 

月額 

１４４，８００円 

週５日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

・病棟での看護補助業務 

・夜間勤務ができる人 

看護助手 

（パートタイム） 
若干名 

時給 

９１６円 

週３７時間３０分以内 

午前８時３０分～午後５時 
・外来または病棟での看護補助業務 

事務補助 

(パートタイム) 
若干名 

時給 

９２２円 

週３７時間３０分以内 

午前８時３０分～午後５時 

・医事事務補助業務 

・看護部の事務補助業務 

◇勤務条件 勤務時間帯は、勤務する所属および職種により異なる場合があります。また、上記給料・報酬（予定）のほか、通勤手当、期末手当等が支給され

る場合があります。なお、フルタイム会計年度任用職員は、一定の条件のもと、退職手当の支給があります。 

◇試験方法 選考試験は２月に実施します。試験時間等は、募集期間終了後に通知します。 

◇応募方法 １月３１日（火）までに会計年度任用職員任用願（下記備付または南那須地区広域行政事務組合ホームページ掲載）に必要事項を 

      明記し、応募要件等に記載のある資格等は、その写しを添付のうえ、下記あて提出してください。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

※郵送の場合は、書類一式を入れた封筒の表に「会計年度任用職員受験申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所・氏名を明記してください。１月３１日（火）

必着です。 

◇合格者発表 最終合格者は、郵送で通知します。（合否結果について、電話によるお問い合わせには回答できません） 

※採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより上記内容が変更になる場合があります。 

■問合 那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１ 〒３２１－０６２１ 中央３－２－１３ 

 

■商工・農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

求職者のための巡回セミナー＆巡回相談会 
 キャリアカウンセラーによる巡回セミナー・巡回相談会を開催します。

巡回セミナーのみ、巡回相談会のみの参加も可能です。 

◇日時・内容等 ２月１０日（金） 

 ・巡回セミナー：午前１０時３０分～正午 

  内容：面接の受け方とメンタルトレーニング 

  講師：ジョブモールキャリアカウンセラー 

 ・巡回相談会：午後１時～４時 

  内容：就職活動、スキルアップに関するアドバイス、職業適性診断、

履歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス 

     （相談時間は１人当たり１時間程度） 

◇場所 烏山庁舎２階第４会議室（中央１－１－１） 

◇費用 無料 

◇定員 ・巡回セミナー 先着１５名 

    ・巡回相談会 先着３名 

◇申込 ２月９日（木）午後４時までに電話で下記あて申し込む。 

※土・日曜日および祝日を除く。個別相談会は、申し込み時に相談希望内

容をお伝えください。詳細はＱＲコードからご確認ください。 

※巡回セミナー・巡回相談会は雇用保険受給中の就職活動の実績になります。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

市農業者経営継続支援交付金 
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による各種農産物の価格低迷や

原油・資材価格高騰対策として、令和５年の次期作に向けた農業経営継続

支援交付金を交付します。申請期間は２月１５日（水）までです。 

 詳細は令和４年１２月１５日発行の広報お知らせ版または市ホームペ

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 

 

市内一斉しば焼きの実施 
 越冬病害虫の撲滅と火災予防のため、市内一斉しば焼きを実施します。

実施にあたっては、事故防止にご協力ください。 

◇実施日 １月２２日（日）午前９時～午後1時 

◇予備日 １月２９日（日）※予備日に実施できない場合は中止します。 

◇場所 市内全域（大沢・小原沢・こぶし台・大金台地区を除く） 

◇注意事項 

 ・実施当日は、必ず地元消防団待機のうえ、各自治会の責任で実施して

ください。 

 ・実施範囲は農地（田畑）の畦畔、農道、あぜ道に限ります。屋敷周辺

や山林・原野等の隣接農地の危険個所では絶対に行わないでください。 

 ・上記実施時間を厳守し、終了１５分前には鎮火するようお願いします。 

 ・作業に際しては、監視をつけるとともに消火器具を準備し、風下より

一定の面積を保ちながら実施してください。 

 ・強風等により火災延焼のおそれのある時は中止してください。 

 ・電柱、標識等については、あらかじめ草を刈り取り損傷が生じないよ

う注意してください。 

 ・鎮火が確認できるまで絶対に現場を離れないでください。 

 ・風向き等に考慮し、歩行者や車両の通行、周辺住民に支障をきたさな

いよう注意してください。 

 ・重大な火災につながるおそれがあるので、ＪＲ烏山線沿いのしば焼き

については絶対に行わないでください。 

  対象自治会：田野倉、小倉、宇井、大金、高瀬、大里、小塙、鴻野山、 

        芦生沢、森田宿、神長下、神長川西、滝 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

八溝そば手打ち体験 
 市内のそば店の店主を講師に迎え、八溝地域特産の八溝そば粉を使った

そばの手打ち体験教室を行います。できあがったそばは茹でずに持ち帰り

ます。体験参加後は、八溝そばの魅力発信等のＰＲにご協力ください。 

◇日時・場所 

 ・２月２日（木）午前１０時～正午（予定） 

  南那須公民館調理室（岩子６－１） 

 ・２月１８日（土）午後２時３０分～４時３０分（予定） 

  そば夢サロン梁山泊（城東２１５－１） 

◇対象 １８歳以上の市民 

◇募集人数 ５組（２名１組） ※１人でも参加できます。 

◇費用 無料 

◇持参品 エプロン、三角巾、マスク、持ち帰り用容器 

◇申込 １月３１日（火）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

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

 

マイナンバーカードを自宅で受け取ろう！ 
 マイナンバーカードの申請時に必要な書類をすべて持参した場合に、完

成したカードを自宅に郵送する受取方法を開始します。この方法で申請す

ると、カードの受け取りに市役所へ来庁する必要がなくなります。ぜひ、

ご利用ください。なお、申請時および受け取り時の２回、市役所に来庁す

る従来の受取方法も引き続き利用できます。 

◇申請受付日時・場所 

期日 時間 場所 

１月２１日（土） 
午前９時～正午 

烏山庁舎市民課 

１月２９日（日） 南那須庁舎市民課南那須分室 

◇申請に必要なもの 

 ・個人番号カード交付申請書（お手元にない場合は不要） 

 ・通知カード（マイナンバーが記載された通知） 

 ・本人確認書類（以下の要件を満たすもの） 

◇本人確認書類 

 下記枠の中から２点を持参してください。組み合わせによって、マイナ

ンバーカードの受取方法が異なります。 

Ａ 

（写真付） 

・運転免許証 

・パスポート 

・運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降交付） 

・住民基本台帳カード（写真付） 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・在留カード 

Ｂ 

・健康保険証 

・後期高齢者医療被保険者証 

・介護保険証 

・年金証書 

・年金手帳 

・こども医療費受給資格証 

・特定医療費（指定難病）受給者証 

・自立支援医療受給者証 

・母子健康手帳（１５歳未満） 

・生活保護決定通知書 

・社員証 

・学生証 

◇組み合わせ ・Ａ２点           ⇒郵送で受け取り 

（必要な書類） ・Ａ１点とＢ１点       ⇒郵送で受け取り 

       ・Ｂ２点で「通知カード」あり ⇒郵送で受け取り 

       ・Ｂ２点で「通知カード」なし ⇒市役所窓口で受け取り 

◇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、法定代理人が持

参する書類等がありますので、事前にご連絡ください。 

 ・カードの自宅への郵送方法は、本人限定受取郵便または簡易書留（転

送不可）となります。 

■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 

マイナポイントの対象となる 

マイナンバーカードの申請期限が２月末に延長！ 
 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。 

【市内スーパーでの申請支援窓口】 
期日 時間 場所 

１月１９日（木） 

午前１０時～正午 

たいらや（金井２－８１０－１２） 

１月２４日（火） かましん（田野倉１７２－１） 

１月２６日（木） ベイシア（城東１８８０） 

【市役所での申請支援窓口】 

◇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 

※左記記事の要件を満たす人は、郵送で受け取り可能な申請ができます。 

期日 時間 場所 

１月２１日（土） 
午前９時～正午 

烏山庁舎市民課 

１月２９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、交付予約サイトまたは電話で受

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 

 

（要予約）毎週火曜日は夜７時まで 

マイナンバーカードを受け取れます！ 
 １月、２月の毎週火曜日、午後５時１５分～７時（最終受付：午後６時

４５分）に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、

希望する人は必ず交付予約サイトまたは電話から予約をしてください。こ

の時間の業務は予約した人のマイナンバーカード交付のみです。マイナポ

イントの手続きや各種証明書の発行はしませんので、ご注意ください。 

◇開庁日 １月、２月の火曜日 

     １月１７日・２４日・３１日、 

     ２月７日・１４日・２１日・２８日 

◇開庁時間 午後５時１５分～７時 

◇交付場所 烏山庁舎市民課 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

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

 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 
 対象の世帯には、市から確認書を既に送付しています。確認書の受け付

けは１月３１日（火）まで（郵送は消印有効）です。まだ返送していない

世帯の人は、同封の記入例により必要事項を記入し、必要書類がある場合

は写し等を添付して提出してください。直接持参する場合は、保健福祉セ

ンターへお越しください。 

■問合 健康福祉課臨時特別給付金担当（午前９時～午後５時） 

    ☎０２８７－８２－７５３９ 

交付予約サイト 
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運動や骨密度検診、展示販売会もあります！ 

第１４回 元気あっぷ市民の集い 
 毎年２月２２日は「那須烏山市こころを元気にする日」、２月２０日～

２６日は「こころを元気にする週間」です。今年は３年ぶりに「元気なこ

ころ」をつくる集いを実施します。ぜひ、お越しください。 

◇日時 ２月２５日（土） 午前９時～正午 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

【栃木ブレックスチアチームＢＲＥＸＹと楽しく運動しよう！】 

◇時間 午前９時３０分～正午 

◇対象 市内に住所を有する人 

◇定員 ・未就学児～小学生の親子（午前９時３０分～１０時３０分） １５組 

    ・中学生～３９歳以下（午前１１時～正午） １５名 

    ・４０歳～６４歳（午前１１時～正午） ２０名 

    ・６５歳以上（午前９時３０分～１０時３０分） ２０名 

◇費用 無料 

◇申込 ２月１０日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

【骨密度検診】 

◇時間 受付：午前９時～１１時３０分 

◇対象 市内に住所を有している２０歳～８０歳の市民 

◇定員 先着１００名 

※今年度、骨密度検診を受けていない人に限ります。 

◇費用 ６００円 

※事前予約は必要ありませんので、直接会場へお越しください。 

※氏名・住所・生年月日を確認します。健康保険証や運転免許証等を持参

ください。 

【展示販売会】 

◇時間 午前９時３０分ごろ～正午（なくなり次第終了） 

◇出店 パン職人いっぴ、ビストロぺールドヴォーテ、カフェ・みつわ等 

■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・オンライン(ＺＯＯＭ)での医療相談 
 予約時間には電話に出られる状態でお待ちください。相談は無料です。 

【神経・筋疾患】 

◇日時 ２月９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 田中亮太 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（ＡＬＳ） 

◇申込 ２月６日（月）までに下記あて申し込む。 

【消化器系疾患】 

◇日時 ２月１８日（土）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 小林卓真 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 ２月１５日（水）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 

 

要介護認定者に係る障害者控除対象者認定 
 要介護認定者で一定の基準を満たす場合は、市が認定書を発行し、所得

税等の確定申告の際に障害者控除を申告することができます。ただし、障

害者手帳を所持している人を除きます。 

 認定書の発行は、確定申告をする前に下記受付窓口で申請してください。 

◇発行証明書 障害者控除対象者認定書 

◇受付窓口 健康福祉課（保健福祉センター） 

※証明書等は後日郵送します。余裕を持って手続きしてください。 

※健康福祉課のみで受け付けします。郵送での申請も可能です。 

※市ホームページから申請書を取得できます。 

■問合 健康福祉課介護保険グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

介護用おむつに係る費用の医療費控除証明 
 所得税等の確定申告の際に、おむつ代の医療費控除を申告するためには、

医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 

 要介護認定者で一定の基準を満たすおむつ使用者には、２年目以降の申

告に、「おむつ使用証明書」に代わり使用できる証明書を市が発行できる

場合があります。なお、証明書の発行には、要介護認定時の主治医意見書

の記載部分で、一定の基準を満たす必要があります。 

 証明書の発行は、確定申告をする前に下記受付窓口で申請してください。 

◇発行証明書 おむつに係る費用の医療費控除証明書 

◇受付窓口 健康福祉課（保健福祉センター） 

※証明書等は後日郵送します。余裕を持って手続きしてください。 

※健康福祉課のみで受け付けします。郵送での申請も可能です。 

※市ホームページから申請書を取得できます。 

■問合 健康福祉課介護保険グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

配食サービス事業委託事業者募集 
令和５年度の配食サービス事業のお弁当作りおよび配送、利用料金の徴

収業務を一括して受託できる市内および近隣市町の事業者を募集します。 

◇内容 ・毎週火曜日・木曜日のお昼にお弁当を作り、各利用者宅へ配 

     達する。 

    ・利用者から負担金を徴収する。 

◇申込 １月２７日（金）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。 

■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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

妊婦・産後ママサロン「産後ヨガ」 
◇日時 ２月６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 産後ヨガ 

◇対象 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。 

◇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 ２月３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 

 

こども食生活相談 
 「離乳食の始め方を確認したい」等、ご相談ください。 

◇日時 ２月８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 ２月３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 子育てママのおしゃべり会  
◇日時 ２月７日（火）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇場所 こども館２階研修室（南１－５６２－１２） 

◇内容 育児の不安等、みんなでおしゃべりしてリフレッシュしましょう。 

◇講師 親学習プログラム那須烏山支部のメンバー 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 １月３１日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 こども館 ☎０２８７－８０－０２８１（月曜日休館） 
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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。制作時間は１５分程度です。 

【鬼のお面とまめ入れを作ろう】 

◇期間 １月１６日（月）～２月３日（金）（申込不要） 

【バレンタインのクラフトチョコを作ろう】 

◇期間 １月１６日（月）～２月１４日（火）（申込不要） 

※今月から身長と体重が測れます。記録カードをプレゼントします。 

※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 

 

那須南病院病児保育所 

令和５年度の利用登録受付 
 病児保育所とは、病気やけがで集団生活が困難な児童を仕事や病気等で

保護者が看病できないときに、一時的に看護・保育する専用施設です。施

設を利用するには、年度ごとの事前登録が必要です。 

◇受付 随時受け付けています。 

◇場所 那須南病院総務課または市役所こども課（保健福祉センター） 

◇対象 市内居住者または保護者が市内在勤者で、病気または病気の回復

期であり、かつ、当面の病状の急変が認められない場合で、家庭

保育が困難な生後１０か月～小学６年生の児童 

※詳細は下記あて問い合わせるか、市ホームページでご確認ください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    那須南病院総務課 ☎０２８７－８４－３９１１ 

 

認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

ひよこ教室 
◇日時 １月２４日（火）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 認定こども園 烏山聖マリア幼稚園 

◇内容 節分にちなんで、お菓子をまいて鬼退治！ 

◇対象 未就園児と保護者（費用無料） 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 １月１９日（木）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 

 

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

 

「文化財活かし隊」隊員募集 
 市には多数の文化財があります。古墳や城跡、化石産地、景勝地等屋外

の文化財の中には整備が行き届かず、訪れにくいものもあります。これら

の文化財を活かし、後世に残すための環境整備を一緒に行いませんか。 

◇対象 どなたでも 

◇活動内容 下草刈り、枝打ち、案内看板の点検等 

◇活動時期 平日の午前中２時間・月２回程度を想定していますが、参加

者と相談しながら実施します。 

◇申込 随時受け付けています。電話で下記あて申し込む。 

※なお、申し込みと活動内容等の打ち合わせを兼ねた発足会を下記のとお

り開催しますので、ぜひ、ご参加ください。 

 日時：１月２０日（金）午前１０時～ 

 場所：烏山公民館（中央２－１３－８） 

■問合 生涯学習課文化財グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

１月２６日は「文化財防火デー」です 
 消防庁と文化庁は、昭和２４年１月２６日に法隆寺金堂壁画が焼損した

ことから、１月２６日を「文化財防火デー」と定め、この日を中心として

文化財を火災、震災等の災害から守ることを目的とした「文化財防火運動」

を全国的に展開しています。 

 文化財は、地域の歴史や文化等の正しい理解、文化向上発展の基礎をな

すものです。文化財保護にご理解ご協力をお願いします。 

■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⑥」 
 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 ２月４日（土）午前９時３０分～正午 

◇集合場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

※観察地への移動は市有バスを使用します。 

◇内容 小塙・猿久保田んぼ公園で水辺の植物の観察と谷津地形の形成に

ついて概説 

◇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３０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 初めて参加する人は、１月２８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 

 

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

 

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 １月１８日（水）午前１０時～正午 

◇場所 烏山図書館（中央１－１８－３９） 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 

◇日時 １月２１日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇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 １月２１日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー（中央１－１８－３９） 

◇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 

 

読み聞かせボランティア養成講座 
【初心者向け】 

◇日時 １月２６日（木）午前１０時～正午 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇内容 絵本の持ち方等、読み聞かせの基礎について学ぶ 

◇講師 アトリエびっき 加藤美智子 氏 

◇対象 読み聞かせボランティアに興味がある人 

◇定員 ２０名（費用無料） 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

【経験者向け】 

◇日時 ２月５日（日）午前１０時～正午 

◇場所 南那須図書館多目的ホール（田野倉６５－１） 

◇内容 選書や紙芝居の演じ方について学ぶ 

◇講師 アトリエびっき 加藤美智子 氏 

◇対象 学校等で読み聞かせをしている人で、スキルアップを図りたい人 

◇定員 ２０名（費用無料） 

◇申込 電話等で下記あて申し込む。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 
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■パブリックコメント 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

那須烏山市第３次総合計画（原案）の 

パブリックコメントを募集します 
 総合計画は市の総合的かつ計画的な行財政運営の方向性を示す「まちの

設計図」となる重要な計画です。ぜひ、皆さんの意見をお寄せください。 

◇募集期間 １月１６日（月）～２月１４日（火） 

◇意見を提出できる人 ・市内に在住、通勤、通学している人 

           ・市内に事業所等を有する人 

           ・市税の納税義務者 

           ・当該計画（原案）に利害関係のある人 

◇閲覧場所 市役所烏山庁舎・南那須庁舎、保健福祉センター、南那須図

書館、烏山図書館、烏山公民館 

※市ホームページにも掲載しています。 

◇提出方法 意見応募用紙（閲覧場所備付）に必要事項を記入し、意見募

集箱に投かんするか、下記あて郵送、ＦＡＸ、Ｅメールまた

は直接持参してください。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

    ＦＡＸ：０２８７－８４－３７８８ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

 

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

 

市外で生活する学生に特産品を無料送付します！ 

（学生応援ふるさと便） 
 市では、本市出身の学生等を支援するとともに、Ｕターンによる地元就

職を促進するため、企業版ふるさと納税を有効活用し、市の特産品を無料

で送付します。 

◇内容 米や加工品等食料品を中心とした市の特産品（５，０００円相当） 

◇対象 市出身で、現在市外で生活をしている学生（大学生および専門学

生等） 

◇申込 １月３１日（火）までに、「学生応援ふるさと便申込書」（市ホー

ムページに掲載）に必要事項を記入のうえ、メールまたは郵送で

下記あて申し込む。 

※市内にお住まいのご家族等から対象となるお子さんにご連絡ください。

また、知り合いに該当する人がいる場合は周知にご協力をお願いします。 

※詳細は市ホームページをご確認ください。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

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

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 ２月４日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 烏山野球場（下野大橋西側河川敷） 

◇散策コース 

「那珂川沿い散策、霧ヶ峰の眺望を楽しむ」（約７．５ｋｍ、山道あり） 

烏山野球場 → 那珂川沿いの道 → 国道２９４号 → 向田橋 → 

霧ヶ峰 → 国道２９４号 → 那珂川沿いの道 → 烏山野球場 

◇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 

聴こうよクラシックが再開します 
 レコード盤で音楽鑑賞をします。どなたでも、ご参加いただけます。 

◇日時 ２月５日（日）午後２時～４時 

◇場所 烏山南公民館３階音楽室（野上７０３－１） 

■問合 大久保數 ☎０９０－４７１０－００３６ 

 

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

 

１月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 月   

１７ 火 親子でヨガを楽しもう 10：30～11：30 こども館 

１８ 水 

心配ごと相談 

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 

こども館 

烏山図書館 

１９ 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 

２０ 金   

２１ 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 

２２ 日 【休日当番医】熊田診療所 ☎0287-88-2136 

２３ 月   

２４ 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 

２５ 水 

行政相談 

２歳６か月児相談9：30～ 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

烏山庁舎 

保健福祉センター 

こども館 

２６ 木 

５歳児相談9：30～ 

移動出前サロン9：30～13：30 

読み聞かせボランティア養成講座 10：00～正午 

４か月児・８か月児健診13：00～ 

窓口業務延長（～19：00） 

保健福祉センター 

境公民館 

南那須図書館 

保健福祉センター 

烏山庁舎・保健福祉センター 

２７ 金 
２歳児相談9：30～ 

３歳児健診13：00～ 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２８ 土   

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

３０ 月   

３１ 火 

市県民税第４期・国民健康保険税第

７期・介護保険料第７期・後期高齢

者医療保険料第７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。 
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