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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 

２・３月分の接種日程 
 新型コロナワクチン接種は３月で終了の予定です。早期の接種をご検討

ください。 

◇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 

【１８歳以上（３～５回目）の追加接種】 

◇接種会場・日時（予約状況により中止となる場合もあります） 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１）  

接種日 実施時間 

２月 ４日（土） ３月１１日（土） 

（水・土曜日） 

午後１時３０分～４時 

※３月は午後３時３０分まで 

（日曜日） 

午前９時～１１時３０分 

２月 ８日（水） ３月１５日（水） 

２月１２日（日） ３月２５日（土） 

２月１８日（土） 

 
２月２２日（水） 

２月２５日（土） 

２月２６日（日） 

●那須南病院（中央３－２－１３） 

接種日 実施時間 

２月 ９日（木） ３月 ２日（木） 

午後２時～４時 ２月１６日（木） ３月１６日（木） 

 ３月３０日（木） 

【１２歳～１７歳（３・４回目）の追加接種】 

◇接種会場・日時（予約状況により中止となる場合もあります） 

●市保健福祉センター（田野倉８５－１）  

接種日 実施時間 

２月 ４日（土） ３月１１日（土） 
午後２時～４時 

※３月は午後３時３０分まで 
２月１８日（土） ３月２５日（土） 

２月２５日（土）  

◇予約方法（３月分の予約受付開始日：２月１日（水）午前９時～） 

 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） 

  インターネット受付時間：２４時間受付（メンテナンス時を除く） 

 ・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） 

※上記の日程において、接種回数ごとに予約可能数が異なるため、予約が

埋まっていることがあります。 

※電話は混雑しますので、インターネット予約がおすすめです。代理の人で

も予約できます。予約サイトは市ホームページのバナーからも入れます。 

※予約は接種日の３日前まで受け付けています。受け付け後のキャンセル

は下記あてご連絡ください。 

※オミクロン株対応ワクチンの接種は、接種回数にかかわらず１人１回の

みとなります。市の集団接種では９月２５日からオミクロン株対応ワク

チンを使用しています。９月２５日以降に集団接種で接種済みの場合は、

次回接種はありません。（例：４回目でオミクロン株対応ワクチンを接

種した場合は、５回目の接種はありません） 

※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・日曜日および祝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） 

新型コロナウイルスワクチン接種証明書

のコンビニ交付 
 新たに全国のコンビニエンスストア「ファミリーマート」で新型コロナ

ワクチンの接種証明書が交付できるようになります。 

発行には、マイナンバーカードと発行手数料１２０ 

円が必要です。 

◇証明書 「国内用」のみ発行できます。 

※「海外用」は健康福祉課窓口か、アプリで海外用 

 の証明書を取得してください。アプリはＱＲコー    Android版 

 ドから取得できます。             

※その他の発行可能なコンビニ等店舗は、厚労省の 

 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  

    （平日の午前９時～午後５時）         iPhone版 

 

■防災・安全 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

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。 

※本体に電池を入れておくと、停電時にＬＥＤ照明が点き大変便利です。 

◇「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月１日 Ｎｏ．４１７ 

広 報   おお  知知  らら  せせ  版版   
■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２ 

■ホームページアドレス httpｓ://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 

   

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 
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■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（任用期間：４月１日～令和６年３月３１日） 
【総務課受付：業務補助員】 

職名 業務内容 給料（報酬） 応募要件 人数 試験日 担当課（問合先） 

業務補助員 

契約管財グループ（工事検査、設計図

書検算、車両管理、施設巡回等） 

・月～金曜日のうち週３日 

 午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

９２２円～ 

９６３円 

・公共工事の工事検査、設計図書の検

算、パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘ

ｃｅｌ）の基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

１人 
２月８日 

（水） 

総務課 

☎0287-83-1117 

◇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、「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 ２月６日（月）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の写しを添付のうえ、総務課契約管財グループ（〒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２月６日（月）午後５時必着です。 

【都市建設課受付：作業員・事務員・事務補助員】 

職名 業務内容 給料（報酬） 応募要件 人数 試験日 担当課（問合先） 

作業員 

市道および公園の維持管理業務 

・月～金曜日の週５日 

 午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，０７７円～ 

 １，１５８円 

・普通自動車運転免許（マニュアル車

の運転ができる人） 
４人 

２月２７日

（月） 

都市建設課 

☎0287-88-7118 
事務員 

地籍調査事業に関する事務 

・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 

・地籍調査の業務経験を有する人 

・普通自動車運転免許 
１人 

事務補助員 

地籍調査事業に関する事務の補助 

・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 

・パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ｌ）の基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

１人 

◇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、「募集案内」（都市建設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、募集期間終了後に都市建設課から通知します） 

◇応募方法 ２月１５日（水）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（都市建設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の写しを添付のうえ、都市建設課（〒３２１－０５９５ 大金２４０）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２月１５日（水）午後５時必着です。 

【こども課受付：保育士・保育補助員・家庭相談員】 ※人数は、現時点での予定人数です。 
職名 業務内容 給料（報酬） 応募要件 人数 試験日 担当課（問合先） 

保育士 

にこにこ保育園の学級経営、保育業務 

・月～金曜日の週５日 

 午前８時３０分～午後５時１５分 

時給 

１，１９９円～ 

１，２５４円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 
２人 

募集期間 

終了後に通知 

こども課 

☎0287-88-7116 

保育補助員 

つくし幼稚園の園児の生活支援、保育

補助 

・月～金曜日の週５日 

 午前８時３０分～午後５時１５分 

時給 

９２２円～ 

９６３円 

・普通自動車運転免許 １人 

家庭相談員 

子育て家庭の相談・支援・指導、児童

虐待対応に関する業務、児童虐待防止

啓発の活動 

・月～金曜日の週５日 

 午前９時１５分～午後５時１５分 

時給 

１，２１９円 

・大学等で児童福祉、児童学、心理学、教

育学等を修めた人または家庭児童福祉

に関する識見を有する人 

・パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）

の基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

１人 
２月２１日 

（火） 

◇勤務条件 勤務地や職種により勤務時間の違いや土曜日勤務があります。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」（こども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（試験日時等は、募集期間終了後にこども課から通知します） 

◇応募方法 家庭相談員の応募は２月１０日（金）までに、それ以外の応募は２月１５日（水）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の写しを添付のうえ、こども課

（〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１）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１５分までです。郵送の場合

は、家庭相談員の応募は２月１０日（金）午後５時必着、それ以外の応募は２月１５日（水）午後５時必着です。 

※併願は２つの職種まで可能です。併願する場合は、職種ごとに履歴書および必要書類を用意してください。 

【生涯学習課受付：作業員】 

職名 業務内容 給料（報酬） 応募要件 人数 試験日 担当課（問合先） 

作業員 

市スポーツ施設等の維持管理業務 

各種スポーツ事業の運営補助 

・月～金曜日の週５日 

 午前８時３０分～午後４時３０分 

時給 

１，０７７円 
・普通自動車運転免許 １人 

２月２８日

（火） 

生涯学習課 

☎0287-88-6223 

◇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、「募集案内」（生涯学習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、募集期間終了後に生涯学習課から通知します） 

◇応募方法 ２月１５日（水）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（生涯学習課備付または市ホームページ掲載）

に必要事項を明記し、運転免許証の写しを添付のうえ、生涯学習課（〒３２１－０５９５ 大金２４０）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１５分まで、郵送の場合は２月１５日（水）午後５時必着です。 
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【学校教育課受付：講師Ａ・講師Ｄ・学校事務補助員・図書館司書】 

職名 業務内容 給料（報酬） 応募要件（必要資格） 人数 試験日 担当課（問合先） 

講師Ａ 
【小学校】 

担任の補助や児童の個別指導 

時給 

１，３２７円 

・小学校の教員免許状 

・普通自動車運転免許 
２人 

２月下旬予定 
学校教育課 

☎0287-88-6222 

講師Ｄ 
【適応指導教室】※週３日勤務 

児童生徒の指導支援や個別相談 

時給 

１，２１９円 

・小・中学校の教員免許状 

・普通自動車運転免許 
１人 

学校事務 

補助員 

【中学校】 

事務補助および業務補助 

学校施設環境整備等 

時給 

９２２円 
・普通自動車運転免許 １人 

図書館司書 
【中学校】 

図書館司書業務 

時給 

１，１３７円 

・図書館司書 

・普通自動車運転免許 
１人 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日の午前８時～午後４時３０分（うち７時間）です。配属先により勤務時間帯は異なります。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、「募集案内」（学校教育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（試験日時等は、募集期間終了後に学校教育課から通知します） 

◇応募方法 ２月１５日（水）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（学校教育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の写しを添付のうえ、学校教育課（〒３２１－０５９５ 大金２４０）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１５分まで、郵送の場合は２月１５日（水）午後５時必着です。 

【会計年度任用職員の募集 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。 

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

上下水道課水道検針員の募集 
◇任用期間 ６月１日～ ※ただし、３月末に事前説明会があります。 

◇募集内容 

人数 業務内容 検針地区 賃金 応募要件 

１人 

水道メーターの検針業務 

・偶数月の１日～１０日のうち検針業務完了まで 

※担当地区により必要な時間が異なります。 

烏山地区：約３００件 

※時期により件数は前後します。 

１件あたり９０円 

※交通費込み・損害保険加入あり 

簡単な機械操作（検針端末

の操作）ができる人 

◇採用面接 随時（詳細は応募者に通知します） 

◇応募方法 ２月２８日（火）までに履歴書（写真貼付）に必要事項等を記入し、下記あて提出する。直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５

時１５分まで、郵送の場合は２月２８日（火）午後５時必着です。 

※応募状況により募集は早期に終了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 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 〒３２１－０６２２ 城東１８－３ 

 

市農業再生協議会臨時事務員の募集 
◇雇用期間 ４月１日～令和６年３月３１日 

人数 業務内容 勤務条件 賃金 応募要件 勤務地 

１人 

経営所得安定対策に

係る計画書等窓口受

付および電算処理業

務等 

原則、月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

・月１５日以内の勤務 

・土・日曜日および祝日は休み。年次休暇あり 

・社会保険等の加入はありません。 

日額 

７，２００円 

・パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ｌ）の基本的な操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

市役所 

南那須庁舎 

農政課内 

◇試験方法 面接・筆記試験等（詳細は応募者に通知します） 

◇応募方法 ２月１５日（水）までに市販の履歴書（写真貼付）に必要事項を記入し、下記あて提出する。直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午

後５時１５分まで、郵送の場合は２月１５日（水）午後５時必着です。 

■問合 市農業再生協議会（農政課内） ☎０２８７－８８－７１１７ 〒３２１－０５９５ 大金２４０  

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

消費者ホットライン「１８８（いやや！）」

啓発グッズを配布します 
 市消費生活センターでは、令和４年の成年年齢引き下げに伴う若者の消

費者被害の未然防止・早期発見を図るため、下記の対象者に啓発グッズを

配布します。 

◇対象 市内在住の平成１７年４月２日～平成１８年４月１日生まれの人 

※烏山高等学校の２年生には、学校で配布しました。 

◇配布物 消しゴム、小冊子（くらしの豆知識）、チラシ３種、パンフレ

ット１種、手提げ袋（小冊子は無くなり次第配布終了） 

◇配布方法 直接下記窓口までお越しください 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

合同就職説明会・面接会 参加者募集  
 市内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 ２月１７日（金）午後１時３０分～４時 受付：午後１時～ 

※最終受け付けは午後３時までです。 

◇場所 凮月カントリー倶楽部（城山２６４１） 

◇対象 市内での就職を希望する人 

◇参加企業 １５社程度（決まり次第、市ホームページに掲載） 

◇申込 ハローワーク那須烏山（☎０２８７－８２－２２１３）あて電話

で申し込む。（事前申込制） 

※空きがある場合は当日参加も可能です。 

※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。 

◇主催 那須烏山市 

◇共催 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 
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チャレンジショップ那須烏山 

「ここカラ」入居者募集 
商工会では、市内で新規に事業を始める人等に低廉な料金で一定期間事

業場を貸与するチャレンジショップ那須烏山「ここカラ」に新しく入居を

希望する人を募集しています。入居後は、商工会や関係機関の助言・支援

を受けながら、独立を目指すことができます。入居者を募集する部屋は４

つです。詳細はＱＲコード（商工会ホームページ）からご確認ください。 

◇対象者 市内で新規に事業を始める人、創業後５年未満の人、新規分野

に進出を志す人（入居には審査があります） 

◇所在地 中央２－１２－２６（足利銀行烏山支店付近） 

◇入居料 １５，２００円～２１，０００円 

◇設備等 冷暖房完備、Ｗｉ－Ｆｉ設備、２４時間対応警備 

◇入居日 ４月１日（原則３年間まで） 

◇申請期間 ２月２８日（火）まで 

◇申請方法 商工会ホームページに掲載されている入居申請書に必要書

類を添えて下記あて持参または郵送する。 

■問合 那須烏山商工会 ☎０２８７－８２－２３２３ 

〒３２１－０６２８ 金井２－５－１１ 

 

城下町からす山 雛めぐり２０２３ 

スタンプラリー 
市内店舗に雛人形が飾られます。様々な雛人形を見て回れるこの機会に、

スタンプラリーに参加してお店を巡ってみませんか？ 

◇期間 ２月４日（土）～３月３日（金） 

◇参加店 のぼり旗を掲示したお店が目印です。 

◇参加方法 参加店のスタンプを１０個（重複不可）集めて商工会（土・

日曜日および祝日は閉館）まで持参してください。先着５０

名にプレゼントを差し上げます。 

■問合 烏山商店会連合会（金井２－５－１１ 那須烏山商工会内）  

    ☎０２８７－８２－２３２３  

 

「ＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく）とちぎ」

をご活用ください 
 県が運営する就職支援サイト「ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」には、求職者

に向けて県内企業の求人や県主催のイベント・セミナー等就職活動に役立

つ様々な情報を掲載しています。 

また、「ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」には企業の求人情報を無料で掲載す

ることができます。さらに、東京圏から栃木県に移住して就職した人が「移

住支援金」の支給対象となる「移住支援金対象求人」に登録すると、ＵＩ

Ｊターン就職希望者に求人情報が届きやすくなりますので、ぜひ、ご登録

ください。詳細は「ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」のホームページ（https:/

/workwork-tochigi.jp/）をご確認ください。  

■問合 県産業労働観光部労働政策課 ☎０２８－６２３－３２２４ 

 

家内労働委託状況届の提出は 

４月３０日（日）までです 
 家内労働者へ内職等を委託している事業主は、家内労働法による「委託

者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。これは毎年４月

１日現在の家内労働者数等の現況について、労働基準監督署を経由して栃

木労働局に届け出るものです。届出用紙は最寄りの労働基準監督署、また

は栃木労働局ホームページからダウンロードできますので、労働基準監督

署に４月３０日（日）までに提出してください。 

 なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、物品の提供を受け、他人

を使わず自己ひとり、または同居の家族だけで物品の製造・加工に従事し

工賃を得ている人をいいます。したがって、宛名書きのような事務の代行、

ホームページの構築等の物の加工を伴わない委託は原則として該当しま

せん。詳細は栃木労働局のホームページでご確認いただくか、下記あてお

問い合わせください。 

■問合 栃木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 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

２月は「正しい猫の飼い方推進月間」です 
 ２月は「正しい猫の飼い方推進月間」です。猫の飼い方について見つめ

直し、マナー順守を心掛けましょう。 

◇飼養頭数のコントロール 

 猫の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・不妊

手術を行いましょう。 

◇終生飼養 

 猫の寿命は１５年程度と言われています。飼い主にはその一生を見届け

る責任があります。容易に捨てることはせず、やむをえず飼えなくなった

場合には新しい飼い主を探してあげてください。 

◇飼い主の明示 

 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。脱落の心配がないマイクロチップも装着すると、より効

果的です。 

◇室内飼養 

 猫は十分なエサと過ごしやすい環境を整えれば、広い場所を必要とせず、

元気に生活できます。 

 室内で飼うことで、迷子や交通事故、病気の感染やふん・鳴き声による

ご近所トラブルも防止できます。 

◇無責任なエサやりの禁止 

 野良猫に無責任にエサを与える行為はやめましょう。エサがあると野良

猫はどんどん増え、地域内でのトラブルに発展する可能性があります。エ

サをあげるならば、責任をもって猫を飼いましょう。 

■問合 県動物愛護指導センター ☎０２８－６８４－５４５８ 

    まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■上下水道 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

水道料金（基本料金）の減免 
 コロナ禍における原油・物価高騰の影響を受けた市民や事業者の経済的

負担の軽減を図るため、水道料金の基本料金を減免します。 

◇内容 水道料金の内「基本料金」を減免 

※水道料金の従量料金と下水道使用料は減免対象外です。 

※定期調定以外の精算分等は減免対象外です。 

◇対象者 全ての市営水道使用者 

◇減免対象 ２月検針分 

◇減免額 ※減免のための手続きは不要です。 

口径 基本料金(税込) 
減免額(税込) 

２月検針分 

１３ｍｍ １,９８０円 △１,９８０円 

２０ｍｍ ３,３４４円 △３,３４４円 

２５ｍｍ ５,７２０円 △５,７２０円 

３０ｍｍ ９,２４０円 △９,２４０円 

４０ｍｍ １１,８８０円 △１１,８８０円 

５０ｍｍ ２０,２４０円 △２０,２４０円 

７５ｍｍ ２７,７２０円 △２７,７２０円 

※２月検針時の「検針のお知らせ」には、基本料金が差し引かれた金額が

表示されます。なお、請求予定額が「＊円」で表示されている場合は、

請求額が０円のため納付書の発送および口座振替がされません。 

■問合 上下水道課業務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 
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■税金・確定申告 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ）の稼働 
 １月から全国的に軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ）が稼働し

ました。これに伴い、軽三輪・四輪に限り、軽自動車税（種別割）の納付

状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検（継

続検査）の際に、車検用納税証明書の提出が原則不要になりました。 

 ただし、次の場合には従来どおり紙の車検用納税証明書の提出が必要と

なる場合がありますのでご注意ください。 

・軽自動車税の納付直後に車検を受ける場合 

・年度の途中で購入した中古車の車検を受ける場合 

・名義・住所・標識変更をした直後に車検を受ける場合 

・対象車両に過去の未納がある場合 

※軽自動車税（種別割）の納付方法によっては、納税情報が軽ＪＮＫＳに

登録されるまで相応の日数を要する場合があります。 

※軽ＪＮＫＳ稼働に伴い、令和６年度以降は軽三輪・四輪の口座振替済通

知書は送付しません。車検のある二輪小型自動車については、軽ＪＮＫ

Ｓ対象外ですので、令和６年以降も引き続き口座振替後に通知します。 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

確定申告が始まります 
 ２月１６日（木）から３月１５日（水）まで令和４年中所得に係る確定

申告および住民税申告の受け付けをします。対象者および地区割り等の詳

細は、１月１５日発行の「広報お知らせ版」または自治会等を通じて配布

した「確定申告についてのお知らせ」をご覧ください。 

◇新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い 

 ・極力パソコンやスマートフォンを利用した申告をお願いします。 

 ・待合室や申告会場の３密防止対策の都合上、待合時間が延びることや待

合室外での待機をお願いすることがあります。 

 ・マスクの着用と代表者一人での来庁、体調に不安のある場合の来庁自粛

をお願いします。 

 ・感染症の状況により、申告状況や実施期間が変更となる場合があります。 

 ・自書申告書の預かりは行いません。税務署へ郵送で提出をお願いします。 

◇税務署での申告が必要な人 

 ・青色申告 

 ・先物取引、ＦＸ、仮想通貨等の特殊な所得 

 ・建物の譲渡等の複雑な譲渡所得 

 ・令和４年分以外（過去分）の申告 

※上記以外でも複雑な内容の申告の場合は、税務署での申告をお願いする

場合があります。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

市役所申告会場 来庁者用駐車場 
 申告受付会場は烏山庁舎のみとなります。混雑が予想されますので、来

庁の際はご注意ください。 

◇来庁者用駐車場 

 ①烏山庁舎前（約１０台）、②消防署跡地（約２０台）、 

 ③烏山庁舎南（約１０台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

確定申告に必要な書類等をご確認ください 
◇申告に必要なもの（共通） 

 ・源泉徴収票（給与・賃金・報酬・年金） ※コピー不可 

 ・確定申告のお知らせのハガキまたは所得税の申告書（税務署から送付

された人のみ） 

 ・番号確認書類（マイナンバーカード、通知カード等） 

 ・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等） 

 ・生命保険・地震保険・国民年金等の支払証明書、控除証明書等 

 ・通帳等、本人名義の預金口座の分かるもの 

 ・その他必要と思われるもの 

※マイナンバーカードカードは番号確認および本人確認の両方で使用可

能です。 

◇事業収入（農業・営業・不動産等）のある人 

 ・収支内訳書および関係帳簿（農業所得事前申告書の提出が済んでいる

人は収支内訳書の持参は不要） 

 ・通帳等収入状況が分かるもの 

 ・領収書、固定資産課税明細等経費が分かるもの 

◇譲渡所得（収用）のある人 

 ・公共事業資産買取等の申出証明書および不動産等の譲受の対価の支払

証明書（国・県・市町で発行） 

◇上場株式等に係る譲渡所得や配当所得のある人 

 ・特定口座年間報告取引書や配当計算書等 

◇障害者控除を受けようとする人 

 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等 

◇医療費控除を受けようとする人 

 ・医療費の領収書（治療を受けた人ごと、医療機関ごとに集計）または医

療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等）ただ

し、医療費通知は、次の６項目が記載されているものに限る。 

① 被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた人、 

④病院や薬局等の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、 

⑥保険者等の名称 

 ・保険金や高額療養費等で補填される金額がある場合は、その金額の分

かるもの 

◇セルフメディケーション税制を受けようとする人 

 ・一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類（インフルエンザの

予防接種や人間ドック、がん検診、定期健康診断の領収書や結果通知

表等） 

 ・スイッチＯＴＣ医薬品を購入した領収書 

◇住宅借入金等特別控除を受けようとする人 

 ①借入金の年末残高証明書 

 ②工事請負契約書等（収入印紙が貼付済のもの） 

 ③登記事項全部証明書（コピー可） 

 ④住宅取得に際し補助金等を受けた場合、その金額の分かるもの 

 ⑤敷地等取得資金に係る借入金も含めて控除を受ける場合は、土地の売

買契約書の写しと土地の登記簿謄本 

 ⑥一般住宅以外の住宅借入金特別控除の特例を適用する場合は、各区分

に対応する証明書等（区分および必要書類は国税庁ホームページでご

確認ください） 

※控除を受ける最初の年は①～⑥全て、翌年以降は①と税務署が発行する

「住宅借入金等特別控除申告書」が必要です。 

◇雑損控除を受けようとする人 

 ・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの 

 ・被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分かる

もの 

 ・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用、修繕費用の分かるもの 

 ・被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの 

 ・市から「り災証明書」の交付を受けている場合は、その証明書の写し 

◇寄附金控除を受けようとする人 

 ・寄附した団体から交付された寄附金の証明書、受領証等 

 ・特定の公益法人や学校法人等に対する寄附や、一定の特定公益信託の

信託財産とするための支出は、その法人や信託が的確であること等の

証明書または認定証の写し 

 ・政治献金は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金（税額）控除

のための書類」 

◇年金差引きで各種保険料等を納付している人へ 

 特別徴収（年金差引き）で、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民

健康保険税を納付している人で、令和４年中に保険料（税）の還付があっ

た場合、その還付分は社会保険料控除の適用外になります。申告の際は、

還付があったことを申し出ください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 
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確定申告が必要な事例をご確認ください 
◇申告が必要な人 

 ・事業（農業、営業等）収入がある人 

 ・不動産収入がある人（米等の小作料を含む） 

 ・給与や年金を２か所以上からもらっている人（給与や年金の源泉徴収

票を２枚以上持っている人） 

 ・給与収入がある人で、年末調整未済の人、または不完全な人 

 ・譲渡所得がある人（土地、建物等を個人や法人に売却（売買）、また

は国・県や市町に売却（収用）した人） 

 ・生命保険の満期返戻金、解約一時金等の一時所得のある人 

 ・公的年金だけの収入で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、障害

者控除、寡婦控除・ひとり親控除等を受けようとする人 

 ・その他所得税法上、申告が必要な人 

◇申告した方がよい人（税額に影響のある人） 

 ・住宅借入金等特別控除を受けることができる人 

 ・医療費控除を受けることができる人（１０万円、または総所得金額等

の合計額の５％相当額以上の医療費を支払った人） 

 ・寄附金控除を受けることができる人（地方公共団体、社会福祉法人、

学校法人、被災地等に対する寄附を行った人） 

 ・雑損控除を受けることができる人（震災等の災害等によって生活用資

産等に損害を受けた人） 

 ・年末調整と異なる内容で、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、

障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除等を受ける人等 

◇申告した方がよい人（税額に影響のない人） 

 所得税と住民税の税額以外の面でも、以下のケース等で不利益となる場

合がありますので、無収入でも申告することをおすすめします。 

 ・国民健康保険加入世帯、後期高齢者医療保険加入者は、軽減措置を受

けることができません。 

 ・６５歳以上の人がいる世帯では、介護保険料の段階判定で不利になる

場合があります。 

 ・障がい者のいる世帯では、医療福祉関係の助成に影響します。 

 ・保育園児・幼稚園児のいる世帯では保育料算定に影響します。 

 ・国民年金の免除申請には申告が必要です。 

 ・遺族年金・障害者年金の受給の継続には申告が必要です。 

 ・未申告の場合、所得証明書等の各種証明書が発行できません。 

 ・市営住宅入居の際は所得証明が必要です。 

 ・国の簡素な給付措置（臨時福祉給付金等）の支給に影響する場合があ

ります。 

※青色申告、個人対個人の土地等の売買による譲渡所得、令和４年分以外

の申告等は税務署で申告をお願いします。また、複雑な内容の申告の場

合は、税務署での申告をお願いする場合があります。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

申告書の作成は国税庁ホームページの 

「確定申告書等作成コーナー」で！ 
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと

自宅等で確定申告書が簡単に作成でき、ｅ－Ｔａｘで送信または書面で印

刷して送付するいずれかの方法で提出することができます。 

 ｅ－Ｔａｘで送信する場合、マイナンバーカードとＩＣカードリーダラ

イタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用して、ｅ－Ｔ

ａｘで申告書を提出できます。 

 マイナンバーカードを持っていない人は、早めの取得をお願いします。

感染防止の観点からも、ご自宅からｅ－Ｔａｘをご利用ください。 

※詳細は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）をご覧ください。 

※「ｅ－Ｔａｘ・確定申告書等作成コーナー」の操作等に関する問い合わ

せは「ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」（☎０５７０－０１－

５９０１）へお願いします。（土・日曜日および祝日を除く） 

※確定申告に関する質問、相談は下記あてお問い合わせください。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

    税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

氏家税務署における確定申告 
 確定申告には、ご自宅のスマートフォン・パソコンでご利用いただける

ｅ－Ｔａｘ・スマートフォン申告が便利です。また、新型コロナウイルス

感染症の感染リスク軽減のため、国税庁ホームページ「確定申告書等作成

コーナー」をご確認いただき、自宅からのｅ－Ｔａｘのご利用ください。 

◇確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です 

 入場整理券は会場で当日配布するほか、国税庁公式ＬＩＮＥを通じた入

場整理券のオンライン事前発行も可能です。国税庁公式 

ＬＩＮＥは、ＱＲコードを読み込んで友だち追加をして 

ください。 

◇所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場の開設 

日時 

３月１５日（水）まで 

受付：午前８時３０分～午後４時 相談：午前９時～ 

（入場整理券配布：午前８時３０分～） 

※土・日曜日および祝日を除く。 

場所 氏家税務署２階会議室（さくら市氏家２４３１－１） 

※スマートフォンを持っている人は、基本的にスマートフォンを利用して

申告書を作成していただきます。 

※確定申告会場に来場する際はマスクを着用し、少人数でお越しください。 

※入場時に検温を実施しています。咳・発熱等の症状のある人は入場をお

断りさせていただきます。 

※午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があります。 

■問合 氏家税務署 ☎０２８－６８２－３３１１ 

 

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

 

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、次のとおり令和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ています。不明な点は下記あてお問い合わ

せください。 

◇対象者 次のすべてを満たす農業者 

     ・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日現在および令和５年も継続して営農・販売

を行う人 

     ・農業の税申告をしており、令和３年中の農産物販売額が年額

５０万円を超える人（農業所得収支内訳書または青色申告決

算書（損益計算書）の販売金額①が５０万円を超える人） 

◇交付額 １経営体（個人、法人問わず） 

     ・農業者３万円 

     ・認定農業者６万円 

※「市農業者原油価格・物価高騰対策交付金」との重複申請はできません。

ただし、「市農業者原油価格・物価高騰対策交付金」の交付額が本交付

額に達していない場合はその差額を交付します。 

※詳細は農政課備え付けまたは市ホームページに掲載している「交付対象

者フローチャート」でご確認ください。 

◇必要書類 ・令和３年分農業所得収支内訳書 

      ・申請者名義の預金通帳（通帳の表紙をめくった見開きのペ

ージ部分）の写し 

      ・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードの表面、

健康保険証等の写し） 

      ・印かん 

※代理の人が書類を提出する場合は、申請者と代理人の本人確認ができる物 

◇申請期間 ２月１５日（水）まで 

◇申請方法 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。 

※申請書兼請求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 
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メンマ用乾タケノコ製造講習会 
 モウソウチクを活用した、メンマ用乾タケノコ製造の座学講習を開催し

ます。両日とも同一内容です。また、５月に実技講習を開催予定です。 

◇日時・場所 

期日 時間 場所 

２月２２日（水） 
午後１時～ 

２時３０分 

林業センター 

（宇都宮市下小池町２８０） 

２月２８日（火） 
市貝町役場 

（市貝町大字市塙１２８０） 

◇定員 各日先着３０名 

◇申込 電話で下記あて申し込む。 

■問合 栃木県特用林産協会（県林業木材産業課）  

☎０２８－６２３－３２７４ 

 

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

 

女性のための健康講座 
 ３月１日～８日は、「女性の健康週間」です。これに併せ、感染症対策

に努めながら女性のための健康講座を開催します。 

 今年度はアロマを使用したハンドリラクゼーションと骨盤底筋運動の

２講座を実施します。 

◇日時等 

日時 内容等 

３月４日（土） 

 

受付：午前９時４５分～ 

午前１０時～ 

１１時３０分頃 

内容 アロマ：ハンドリラクゼーション 

講師 
ＡＥＡＪ公認アロマテラピーインスト

ラクター 篠原恵美 氏 

費用 ５００円 

定員 先着１５名 

持物 汚れてもよい服装または着替え、タオル 

注意 

事項 

スイートアーモンドオイル（乳幼児に

も使用できる低刺激のオイル）を使用

します。ナッツアレルギーがある人に

は米を原料としたオイルを用意しま

す。事前にご相談ください。 

３月６日（月） 

 

受付：午前９時４５分～ 

午前１０時～正午頃 

内容 運動：ひめとれ（骨盤底筋運動） 

講師 
ＪＡＴＩ認定スポーツトレーニング指

導者 仁平加代子 氏 

費用 無料 

定員 先着１５名 

持物 

運動しやすい服装、水分、タオル、ス

ポーツタオル（お尻の下に敷きます。

必ずお持ちください） 

※身長１５５ｃｍ以下の人は、バスタ

オルを２～３枚程度持参ください。 

注意 

事項 

妊娠中の人、産後３か月を経過してい

ない人、月経痛がある人、排尿・排便

時等に痛みがある人、肛門疾患や会陰

部の皮膚疾患がある人は、参加をお控

えください。 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇対象 市に住所を有する２０代～５０代の女性 

◇申込 ２月１７日（金）までに電話等で下記あて申し込む。講座ごとに

受け付けます。定員になり次第、締め切ります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

在宅ねたきり高齢者等おむつ給付サービス事業 

（紙おむつ支給券）取扱店募集 
 令和５年度の紙おむつ支給券の取り扱いができる、市内に店舗を有する

事業者を募集します。 

◇申込 ２月９日（木）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。 

※詳細は電話で下記あてお問い合わせください。 

■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事業（利用券） 

取扱店募集 
 市では、健診（検診）の受診率アップや健康づくりに取り組んでもらう

動機づけを目的として、なすから健康マイレージ事業を行っています。事

業に参加し、ポイントを貯めることで景品（５００円の利用券）と交換が

できます。 

令和５年度のなすから健康マイレージ５００円利用券の取り扱いがで

きる、市内に店舗を有する事業者を募集します。 

◇申込 ２月１７日（金）までに電話で下記あて申し込む。 

※詳細は下記あてお問い合わせください。申請書等の必要書類をご案内し

ます。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

■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 手遊び：げんこつトントン（アンパンマン） 

    親子体操：どうぶつでんしゃがやってきた 

    遊び：週替わりで実施 

    １日：大きな風船で遊ぼう、８日：空き箱で遊ぼう、 

    １５日：しっぽとり鬼ごっこで遊ぼう、２２日：おひなさまの制作 

◇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。 

【ぽにょぽにょ広場】 

◇日時 ２月２４日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 ゆっくり、のんびり過ごしましょう 

◇対象 市内在住の乳幼児（２か月～１歳６か月くらい）と保護者 ５組

程度（申込不要） 

【食のおはなし】 

◇日時 ２月１４日（火）午前１０時～１０時３０分 

◇内容 保護者向け：講話「おやつのはなし」、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 ２月８日（水）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 ２月１７日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 季節の歌遊び、楽器遊び 

◇講師 ピアノ講師・音楽療法士 黒須千鶴 氏 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 ５組 

◇申込 ２月１５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。 

※あそびのへやの利用は、新型コロナウイルス感染症対策のため、同時に

利用できる人数を５組程度とし、利用時間は１組１時間までとします。 

※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 

※２月２３日（木・祝）を除く。 

◇場所 境公民館（上境２９０－１） 

◇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５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 
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産後サポート事業「おひさま」 
◇日時 ２月１５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１０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） 

◇定員 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 ２月８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 

 

「子ども・子育て会議」公募委員の募集 
 市では附属機関として「子ども・子育て会議」を設置し、子育て支援等

に関する事業計画、その他の子ども・子育て支援に関する重要な施策につ

いて調査審議を行っています。この事業計画や施策等に市民の皆さんの意

見を反映させるため、公募委員の募集を行います。 

◇任期 ４月１日～令和７年３月３１日 

◇応募資格 市内に在住し、次のいずれかに該当する人 

 ・０歳から小学生までの児童の子育てを行う保護者 

 ・子育て支援事業や活動に携わった経験のある人で、本市の子ども・子

育て支援に関心や熱意のある人 

◇募集人数 ２人 

◇報酬 日額５，０００円 

◇応募方法 ２月２０日（月）までに応募用紙（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、下記あて提出する。直接

持参する場合は、平日の午前８時３０分～午後５時、郵送の

場合は２月２０日（月）必着です。 

◇選考 応募用紙をもとに選考し決定します。 

※応募用紙は返却しません。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１（保健福祉センター内） 

 

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 ２月１日（水）～２８日（火） 

◇内容 ・２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。 

     ２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：３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。 

◇期間 ２月１日（水）～１４日（火） 

◇内容 バレンタインのクラフトチョコを作ろう。 

※それぞれ所要時間は１５分程度です。 

【子育て相談】 

◇日時 ２月７日（火）午前９時～午後４時 

【子育て講座】 

◇日時 ２月２７日（月）午前９時４５分～１１時 

◇内容 子どもに思いを伝え自己肯定感を育てるオリジナルアルバム作り 

◇講師 久保居厚子 氏（アルバムアドバイザー） 

◇対象 市内在住の未就園児と保護者等 １０組（託児あり） 

◇費用 ５００円（１セット） 

◇持物 写真５枚 

◇申込 ２月２０日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

※センターに見本があります。 

※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 

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 ２月２１日（火）受付：午後１時～ 

◇対象 令和４年６月、１０月生まれの乳児 

【１歳児相談】 

◇日時 ２月２０日（月）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和４年１月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 

◇日時 ２月２０日（月）受付：午後１時～ 

◇対象 令和３年７月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 

◇日時 ２月２２日（水）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 令和２年７月生まれの幼児 

【５歳児相談】 

◇日時 ２月２１日（火）受付：午前９時３０分～ 

◇対象 平成３０年２月生まれの幼児 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

認定こども園 烏山みどり幼稚園  

みどり未就園児教室 
◇日時 ２月２１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（費用無料） 

◇持物 親子とも上履き 

◇申込 ２月１４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 

 

みらＫａｚｅクラブ活動日（保育園開放） 
 保育園のある職場を探している人、子どもが見える環境で安心して働き

たい人、見学に来てみませんか。 

◇日時 ２月１２日（日）・２６日（日）午前９時～正午、午後２時～４時 

◇場所 みらいのＫａｚｅ保育園 

◇内容 求人担当者との面談や職場見学等、希望に合わせて対応します。 

◇対象 どなたでも（費用無料） 

◇申込 開催日の３日前までに電話で下記あて申し込む。 

※受付日時は、月～土曜日の午前９時～午後４時です。 

■問合 みらいのＫａｚｅ保育園 ☎０２８７－８２－７３７６ 

 

■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「栃木の民間信仰について」を開催します。 

◇日時 ３月４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 地域に根付いた民間信仰や伝承等を解説します。 

◇解説 県立博物館 宮田妙子 氏 

◇対象 小学生以上（小学生は保護者同伴） 

◇定員 先着２０名程度（費用無料） 

◇申込 ２月１５日（水）午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、中止となる場合があります。 

※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 
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■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「なすからサロン」参加者募集 
 「歴史」「自然地理」「民俗・伝承文学」「古典文学・哲学」「音楽」「文

化財巡り」の６つのコースに分かれて、専門的知識を深める講座です。 

◇２月の内容 

日時 場所 内容・講師 

２月５日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

烏山 

公民館 

自然地理：那須烏山市の文化財（天然記

念物） 

吉川和穂 氏（市生涯学習課職員） 

２月１２日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

伝承文学：那須烏山の伝承文学②「殺生

石物語」 

木村康夫 氏（市文化財保護審議会委員） 

２月２６日（日） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

自然地理：中学校特設科学部とプチェー

ロのジオパーク活動 

星康彦 氏 

（なすからジオの会プチェーロ代表） 

※３月以降の日程や内容等の詳細は、市ホームページや烏山公民館備え付

けのチラシで確認してください。 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 各コース５０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 初めて参加する人は、開催日の前日までにＱＲ 

    コードまたは申込書（下記備付）に必要事項を 

    記入し、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 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マリーア・ズィビラ・メーリアン 

立体昆虫図譜展 
１７世紀末、南米スリナムへ赴き、昆虫とそれを取り巻く植物を描いた

マリーア・ズィビラ・メーリアンの「スリナム産昆虫変態図鑑」に登場す

る昆虫の標本を展示します。 

◇期間 ２月１日（水）～２８日（火） 

※図書館休館日（月曜日）を除く。※２８日（火）は午後３時まで。 

◇場所 南那須図書館展示ホール 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おたのしみ会】 

◇日時 ２月４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工作会、工作前に絵本の読み聞かせ 

◇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 ２月４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 

 

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

けるよう「あかちゃんタイム」を実施します。 

【南那須図書館】 

◇日時 ２月８日（水）午前１０時～正午 

【烏山図書館】 

◇日時 ２月１５日（水）午前１０時～正午 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

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

 

第５３回 伸びゆく子どもたちの作品展 
◇日時 ２月３日（金）～６日（月）午前９時～午後９時 

※最終日は午後３時までです。 

◇場所 ザ・ビッグエクストラさくら店フードコート前 

    （さくら市櫻野１５５１） 

◇内容 南那須特別支援学校の紹介と児童・生徒の 

    作品展示 

◇主催 栃木県特別支援学校教育振興会 

    県立南那須特別支援学校 

■問合 県立南那須特別支援学校 ☎０２８７－８８－７５７１ 

 

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 ２月１２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 転倒しない体をつくろう～作業療法士のリハビリの話～ 

    ロコモ度テスト、健康体操 

◇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 

 

栃木県庁那須庁舎の新庁舎移転 
 栃木県庁那須庁舎は２月下旬から下記のとおり移転します。 

◇新庁舎住所 大田原市本町２－２８２８－４ 

       （元那須農業振興事務所跡地） 

◇業務開始日等  

業務開始日 事務所 

２月２７日（月）～ 
大田原県税事務所、那須県民相談室、 

大田原労政事務所、那須農業振興事務所 

３月 ６日（月）～ 県北健康福祉センター、那須教育事務所 

３月１３日（月）～ 県北環境森林事務所、大田原土木事務所 

■問合 栃木県経営管理部管財課管理担当 ☎０２８－６２３－２０７５ 

 

看護職のための就職相談会 
◇日時 ２月１８日（土）午後１時３０分～３時３０分 

    受付：午後１時～ 

◇場所 とちぎ健康の森１階（宇都宮市駒生町３３３７－１） 

◇内容 ・履歴書、職務経歴書の書き方のポイント 

    ・面接時の注意点 

    ・個別相談、ハローワーク相談、キャリアコンサルタント相談、 

     看護の相談 

◇対象 看護職の資格を有する人、または看護学生 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。（当日参加もできます） 

■問合 栃木県看護協会 ☎０２８－６２５－３８３１ 
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「心にのこる看護エピソード」募集 
 皆さんの体験した「心にのこる看護エピソード」を募集しています。 

◇募集要項 ・４００字程度で、タイトルをつけて応募してください。 

      ・応募は１人１作品、県内在住または通勤・通学している人に

限ります。 

◇賞金 最優秀賞（１名）：３万円、優秀賞（２名）：１万円 

◇応募方法 ２月２８日（火）までにＥメール（info@t-kango.or.jp）、

郵送等で下記あて提出する。郵送の場合は２８日（火）必着。 

※看護協会ホームページ（https://www.t-kango.or.jp）をご覧ください。 

■問合 栃木県看護協会 ☎０２８－６２５－６１４１ 

    〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７－１  

 

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

 

２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 ２月１日・１５日 午前９時～正午 

◇場所 ・１日：烏山公民館１０１会議室（中央２－１３－８） 

    ・１５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 ２月１０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（田野倉８５－１） 

◇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 ２月６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 ２月１６日（木）午後１時３０分～４時 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 相続、離婚、ＤＶ、交通事故、不動産等の問題（１人あたり約２０分） 

◇対象 市内在住者（費用無料） 

◇申込 ２月１日（水）～７日（火）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■休日当番医 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

休日当番医の変更 
 ２月２３日(木・祝)の滝田内科医院が「烏山台病院」に変更になります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

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

 

２月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 水 

心配ごと相談 

ぴよぴよ広場10：00～10：45 

マリーア・ズィビラ・メーリアン立体昆虫図譜展(～2/28) 

烏山公民館 

こども館 

南那須図書館 

２ 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 

３ 金   

４ 土 
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 

烏山図書館 

５ 日 【休日当番医】近藤クリニック ☎0287-83-2250 

６ 月 ママサロン(要予約)受付 9:40～10:00 保健福祉センター 

７ 火   

８ 水 

こども食生活相談（要予約）9：00～正午 

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 

南那須図書館 

９ 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 

１０ 金 もの忘れ相談 保健福祉センター 

１１ 土 
建国記念の日 

【休日当番医】佐野医院 

 

☎0287-84-1616 

１２ 日 【休日当番医】上野医院（那珂川町） ☎0287-96-5151 

１３ 月   

１４ 火 食のおはなし10：00～10：30 こども館 

１５ 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 

※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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