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小山市 LINE はじめます

小山市の新しい

キャッチコピー＆ロゴ

4月号の特集
P2 キャッチコピー＆ロゴ決定

P3 犯罪被害者等支援条例

P4-5 第8次 小山市総合計画

P6-8 令和3年度予算
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NEW

ロゴデザイン コンセプト

考案者 深澤 貴子さん
ふかざわ  たか こ

Oyama Taro

oyama
001-2345-6789
adressaemail.com
www.website.com

小山市の新しいキャッチコピー＆ロゴデザイン
「　小さな自慢が、山ほどあります。　」

小山市の新しいキャッチコピー＆ロゴデザイン
「　小さな自慢が、山ほどあります。　」

問シティプロモーション課　☎22-9353

投票結果 　（投票総数　1505票）
１位　「小さな自慢が、山ほどあります。」 599票
２位　「小山。都会と自然の結び目に。」 447票
３位　「心にゆとり。住むなら小山。」 440票
※無効票19票

　小山市にある、小さな自慢＝等身大の魅力をま
とめあげました。「なにもない」ではなく、「あれも
これもある」というポジティブな捉え方をイラス
トで表現しています。

　小山市には、東京タワーのようなガツ
ンとした大きなものはありませんが、市
内にはたくさんの小さな魅力がちらばっ
ていると思い、このキャッチコピーを
思いつきました！

　生まれてからずっと小山で暮
らしてきました！地元が大好き
です！

作成秘話

あなたの小さな自慢は？

・キャッチフレーズとロゴはガイド
 ラインに定める範囲であれば、
 どなたでも自由に使用できます。
※データは市ホームページから
　ダウンロードできます
※営利目的の使用はできません

こんな風に使ってね！
使用方法使用方法

例）名刺で発信！

例）T シャツで発信！

年代別 居住地別

例）SNS で発信！ Twitter など

70代～
1％

不明
2％

小山
84％

市外
16％

60代～
5％

～10代
27％

20代
10％

30代
18％

40代
24％

50代
13％

オヤマの自慢は、美味しいものが
たくさんあることです！
# 小さな自慢が 、
# 山ほどあります # 小山の魅力

投 稿
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NEW

令和３年４月１日～

「小山市犯罪被害者等支援条例」ができました
令和３年４月１日～

「小山市犯罪被害者等支援条例」ができました

もし犯罪に巻き込まれてしまったら、市がサポートします

問市民生活安心課 ☎22-9282
  FAX 25-8301

市ホームページ

　犯罪被害に遭った方を地域で支え
るためには、市民・事業者の皆さまの
ご理解とご協力が必要です。
　犯罪被害者等の置かれている状況や心情、二次
的被害（周囲の理解や配慮に欠ける言動などによ
り傷つけられる被害）などについてのご理解をお
願いします。

　犯罪被害に遭遇してしまった時に市民であっ
た犯罪被害者のご遺族や1カ月以上のけがなど
の重症病を負った犯罪被害者本人に見舞金を支
給します。
支給金額
　・遺族見舞金　　30万円
　・重傷病見舞金　10万円

申請期限　
　・犯罪行為による死亡や重傷病の発生を知った

日から１年以内
　・発生の日から２年以内

　警察、被害者支援団体、防犯協会等の関係機関と
連携して、再被害や二次的被害の防止に取り組み、
犯罪が起こりにくい街づくりを推進します。
（支援例）
　・65歳以上の方がいる世帯対象の
　 「特殊詐欺撃退機器設置補助金」
　・自治会等が設置する防犯カメラ設置補助金
　・自主防犯パトロール団体の活動に対する補助金

どんな条例なの？
ある日突然、思いもよらぬ犯罪被害に遭い、命を奪われたり、負傷してしまう可能性は、誰にでもあります。
犯罪被害に遭ってしまった方を市がサポートする条例です。

事件で亡くなったり、傷害を負い、
医療費・生活費が心配

自宅で被害にあい、
犯人に住居を知られていて不安…

平穏な生活を送りたい、
安全・安心な街に住みたい

関係機関との連携や
防犯対策事業

　犯罪被害により現在の住居に住むことが困難
となった場合は、市営住宅への入居要件を緩和し
ます（単身入居や抽選回数の優遇）。

悩みをどこに相談したらいいの？

　犯罪被害に関する相談、警察への申告、弁護士
による無料法律相談（訴訟や調停中を除く）や、相
談先の問い合わせなど、必要な情報の提供等の支
援を行います。

見舞金の支給
相談や情報の提供

居住の安定
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　交通利便性の高さに加え産業のバ
ランスが取れた都市と、その周辺に
広がる農地や平地林の自然豊かな田
園環境が調和した本市のすがた。

小山市の課題 取組み 目指す小山市像

交通
利便性

産 業

農 地平地林

市民との対話と連携・協働による
「田園環境都市 小山」を未来につなぐ　　持続可能なまちづくり

第８次小山市総合計画　始動 ――

田園環境都市とは？

　総合計画は、市政運営の総合的かつ基
本的な方向性を示したまちづくりの指針
となる最上位計画です。
　令和 3年度から令和 7年度までの 5カ
年を新たな計画期間として、「第 8次小
山市総合計画」が始動します。
　本計画は、「Society5.0」、「国土強靭
化」、「新しい生活様式の定着」等の新た
な視点を取り入れながら、「SDGs（持
続可能な開発目標）」の推進と一体とし

て取り組むこととしています。
　少子高齢・人口減少へのさらなる対応
に加え、近年多発する自然災害や、新型
コロナウイルス感染症拡大による社会
生活・経済活動への影響等の課題を踏ま
えたうえで、多様化する市民の皆さま
の価値観やニーズを的確に捉えながら、
都市環境と田園環境が調和したゆとり
と潤いのある持続可能なまちづくりを
進めてまいります。

第 8 次小山市総合計画を指針　　とし、

令和 3年度から 7年度までの　　市政運営を行います

田園環境都市

まちづくりの

基本理念
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市民とともに進める
支え合い認め合う

ひと・行政づくり

魅力ある地域資源を
生かした 住み続けたい

まちづくり

豊かな自然との共生と
安全で安心できる

くらしづくり

問総合政策課☎22-9356

市民との対話と連携・協働による
「田園環境都市 小山」を未来につなぐ　　持続可能なまちづくり

1　協働によるまちづくりと
　　 　誰もが活躍できる社会・ひとづくり

2　持続可能な行財政運営と
　　 　広域連携による行政・ひとづくり

3　未来を担う次世代の育成と
　　 　学び・文化を育むひとづくり

4　暮らしやすく住み続けたい
　　 　地域の活力を生かしたまちづくり

5　魅力ある自然環境を守り
　　 　伝統を継承するまちづくり

6　人と自然が共生した
　　 　地球にやさしいくらしづくり

7　市民が生き生き
　　 　安全・安心で健康なくらしづくり

総合計画の全容は
市ホームページで
公開中！

第 8次小山市総合計画を指針　　とし、

令和 3年度から 7年度までの　　市政運営を行います

総合計画冊子の表紙イラストについて 

　公募により最優秀賞に選ばれた
坂本真由さんの作品です。

　このほか優秀賞・入選に選ばれた6作品が、
冊子の挿絵に採用されました。

　「まちづくりの基本理念」である「市民との対話と
連携・協働による『田園環境都市 小山』を未来につ
なぐ 持続可能なまちづくり」からつながる３つの理
念を示すとともに、それに即した７つの「まちづく
りの基本目標」を掲げ、これらを実現するための具
体的施策や事業に取り組んでいきます。

３つの理念

7つのまちづくりの基本目標
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市役所新庁舎整備

6億 53 万円
　5月の新庁舎開庁後、外構工事・
現庁舎の解体工事を行います。また、
効率的な行政サービス提供のため、
高速・大容量の行政ネットワークを
構築し、ICT を積極的に活用します。

渡良瀬遊水地の利活用

1,765 万円
　渡良瀬遊水地の貴重な自然環境を
保全・活用しながら、エコツーリズ
ムを推進します。また、ふゆみずた
んぼ米の生産・なつみずたんぼの実
施など、地域環境の保全を図ります。

テクノパーク小山南部造成
《特別会計》
5億 2,100 万円

　産業振興、雇用拡大、市税の安定
確保を図ることを目的に、新規工業
団地「テクノパーク小山南部」の基
盤整備をし、優良企業の立地を促進
します。令和 4年度整備完了予定。

主な事業を
紹介します

人と自然が共生した
環境共生のまちづくり

418 万円
　市域における生物多様性保全を推
進するため、「生物多様性おやま行
動計画」の見直しを行います。また、
コウノトリの餌生物の生息状況調査
や外来魚駆除活動を実施します。

施設の長寿命化・機能集約

2億 2,862 万円
　「旧保健・福祉センター」「市営住
宅」の改修や、「勤労者総合福祉セ
ンター」として機能集約される勤労
青少年ホーム・勤労者体育センター
の改修工事を行います。

都市と田園が調和した
持続可能なまちづくり

6,200 万円
　田園環境都市の実現に向けて「都
市計画マスタープラン」を更新しま
す。また、空き家を活用した二地域
居住推進や、まちなかの魅力磨き上
げ推進事業を実施します。

排水対策の強化

6億 3,575 万円
　台風や集中豪雨による大規模浸水
被害への対策として、豊穂川の河道
の拡幅や田んぼダムの推進など、豊
穂川・杣井木川流域の排水対策の強
化をします。

市立体育館、
豊田中学区新設小学校の整備

16億 5,960 万円
　7月開館予定の「市立体育館」の
整備を行います。また、豊田南小学
校と豊田北小学校を統合して令和 4
年度開校予定の「豊田中学区新設小
学校」の整備を行います。

学校施設・公園・道路の
維持補修

11億 9,829 万円
　老朽化が著しい学校施設・公園・
道路等の維持補修に早急に取り組
み、適切な管理を行います。

送迎保育ステーション事業

749 万円
　保護者の負担軽減のため、指定保
育施設（令和 3年度は 3カ所）に通
う児童を対象に、朝夕の送迎の前後、
駅東さくら保育園内にて預かり保育
を実施します。

妊娠・出産・育児期の
切れ目のない支援
 1 億 2,980 万円

　母子健康包括支援センターを開設
し、乳幼児および妊産婦健康診査事
業、産前・産後サポート事業、産後
ケア事業等を通じて、妊娠・出産・
育児期にわたるまで切れ目のない支
援を提供します。
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特
別
会
計

会計名 予算額 前年度
対比

国民健康保険 160億4,880万円 ▲1.5％

介護保険 113億3,800万円 0％

後期高齢者医療 18億6,710万円 2.0％

病院事業債管理事業 4億6,850万円 ▲39.1%

墓園やすらぎの森事業 8,880万円 ▲40.0%

栃木県南地方卸売市場 3,780万円 104.3%

与良川水系湛水防除事業 4,890万円 13.7%

小山東部第二工業団地造成事業 8億5,200万円 22.7%

テクノパーク小山南部造成事業 5億2,100万円 ▲4.5%

公共用地先行取得事業 900万円 ▲1.1%

企
業
会
計

会計名     予算額（消費税込）  

水道事業

収益的
収入 31億8,737.5万円

支出 25億7,044.0万円

資本的
収入 2,639.4万円

支出 22億6,879.4万円

下水道事業

収益的
収入 46億   473.6万円

支出 43億7,563.7万円

資本的
収入 33億8,739.9万円

支出 50億    62.5万円

　令和３年度の予算は、厳しい財政状況を踏まえつつ、
暮らしやすく安全安心なまちの実現のために、地震や台
風等の防災・減災対策、公共施設・学校施設・道路の維
持補修などに優先的・重点的に取り組むとともに、令和
３年度を初年度とする「第８次小山市総合計画」に掲げ
る７つのまちづくりの基本目標を実現するための諸施策
を効果的に推進することができるよう編成しました。

令和3年度

　当初

  639.5億円　

歳出
639.5億円

民生費
223億8,995.6万円
35.0％

土木費
68億4,009万円
10.7％

公債費
63億6,403.2万円
9.9％

総務費
78億2,565.2万円
12.2％

衛生費
55億4,606.5万円
8.7％

商工費 40億6,763万円 6.4％

教育費
68億9,006.2万円
10.8％

消防費 20億1,664.5万円 3.2％

その他 6億5,420.8万円 1.0％
農林水産業費 13億5,566万円 2.1％

予算

市税
265億7,247.3万円
41.5％

諸収入 36億8,672.3万円 5.8％

その他の自主財源 14億1,818.4万円 2.2％

国庫支出金
101億5,499.7万円
15.9％

市債
67億3,260万円
10.5％

県支出金
50億6,189万円 7.9％

地方消費税交付金
40億円 6.2％

歳入
639.5億円

自
 
  主
  
  財
 
源

  依

存

財

  源

地方交付税
14億1,000万円 2.2％

その他の依存財源
18億5,419.3万円 3.0％

繰入金 24億4,967万円 3.8％
分担金および負担金 6億927万円 1.0％

（目的別）

歳出
（性質別）

義務的経費
311億4,157.7万円
48.7％

投資的経費
80億3,719.7万円
12.6％

その他
247億7,122.6万円

38.7％

予算の性質別で

　　分けると

一般会計

前年度比 34億円減、5.0％減 ⇩

問財政課☎22-9333

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、
　内部留保資金等で補填
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市役所新庁舎整備

6億 53 万円
　5月の新庁舎開庁後、外構工事・
現庁舎の解体工事を行います。また、
効率的な行政サービス提供のため、
高速・大容量の行政ネットワークを
構築し、ICT を積極的に活用します。

渡良瀬遊水地の利活用

1,765 万円
　渡良瀬遊水地の貴重な自然環境を
保全・活用しながら、エコツーリズ
ムを推進します。また、ふゆみずた
んぼ米の生産・なつみずたんぼの実
施など、地域環境の保全を図ります。

テクノパーク小山南部造成
《特別会計》
5億 2,100 万円

　産業振興、雇用拡大、市税の安定
確保を図ることを目的に、新規工業
団地「テクノパーク小山南部」の基
盤整備をし、優良企業の立地を促進
します。令和 4年度整備完了予定。

主な事業を
紹介します

人と自然が共生した
環境共生のまちづくり

418 万円
　市域における生物多様性保全を推
進するため、「生物多様性おやま行
動計画」の見直しを行います。また、
コウノトリの餌生物の生息状況調査
や外来魚駆除活動を実施します。

施設の長寿命化・機能集約

2億 2,862 万円
　「旧保健・福祉センター」「市営住
宅」の改修や、「勤労者総合福祉セ
ンター」として機能集約される勤労
青少年ホーム・勤労者体育センター
の改修工事を行います。

都市と田園が調和した
持続可能なまちづくり

6,200 万円
　田園環境都市の実現に向けて「都
市計画マスタープラン」を更新しま
す。また、空き家を活用した二地域
居住推進や、まちなかの魅力磨き上
げ推進事業を実施します。

排水対策の強化

6億 3,575 万円
　台風や集中豪雨による大規模浸水
被害への対策として、豊穂川の河道
の拡幅や田んぼダムの推進など、豊
穂川・杣井木川流域の排水対策の強
化をします。

市立体育館、
豊田中学区新設小学校の整備

16億 5,960 万円
　7月開館予定の「市立体育館」の
整備を行います。また、豊田南小学
校と豊田北小学校を統合して令和 4
年度開校予定の「豊田中学区新設小
学校」の整備を行います。

学校施設・公園・道路の
維持補修

11億 9,829 万円
　老朽化が著しい学校施設・公園・
道路等の維持補修に早急に取り組
み、適切な管理を行います。

送迎保育ステーション事業

749 万円
　保護者の負担軽減のため、指定保
育施設（令和 3年度は 3カ所）に通
う児童を対象に、朝夕の送迎の前後、
駅東さくら保育園内にて預かり保育
を実施します。

妊娠・出産・育児期の
切れ目のない支援
 1 億 2,980 万円

　母子健康包括支援センターを開設
し、乳幼児および妊産婦健康診査事
業、産前・産後サポート事業、産後
ケア事業等を通じて、妊娠・出産・
育児期にわたるまで切れ目のない支
援を提供します。
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特
別
会
計

会計名 予算額 前年度
対比

国民健康保険 160億4,880万円 ▲1.5％

介護保険 113億3,800万円 0％

後期高齢者医療 18億6,710万円 2.0％

病院事業債管理事業 4億6,850万円 ▲39.1%

墓園やすらぎの森事業 8,880万円 ▲40.0%

栃木県南地方卸売市場 3,780万円 104.3%

与良川水系湛水防除事業 4,890万円 13.7%

小山東部第二工業団地造成事業 8億5,200万円 22.7%

テクノパーク小山南部造成事業 5億2,100万円 ▲4.5%

公共用地先行取得事業 900万円 ▲1.1%

企
業
会
計

会計名     予算額（消費税込）  

水道事業

収益的
収入 31億8,737.5万円

支出 25億7,044.0万円

資本的
収入 2,639.4万円

支出 22億6,879.4万円

下水道事業

収益的
収入 46億   473.6万円

支出 43億7,563.7万円

資本的
収入 33億8,739.9万円

支出 50億    62.5万円

　令和３年度の予算は、厳しい財政状況を踏まえつつ、
暮らしやすく安全安心なまちの実現のために、地震や台
風等の防災・減災対策、公共施設・学校施設・道路の維
持補修などに優先的・重点的に取り組むとともに、令和
３年度を初年度とする「第８次小山市総合計画」に掲げ
る７つのまちづくりの基本目標を実現するための諸施策
を効果的に推進することができるよう編成しました。

令和3年度

　当初

  639.5億円　

歳出
639.5億円

民生費
223億8,995.6万円
35.0％

土木費
68億4,009万円
10.7％

公債費
63億6,403.2万円
9.9％

総務費
78億2,565.2万円
12.2％

衛生費
55億4,606.5万円
8.7％

商工費 40億6,763万円 6.4％

教育費
68億9,006.2万円
10.8％

消防費 20億1,664.5万円 3.2％

その他 6億5,420.8万円 1.0％
農林水産業費 13億5,566万円 2.1％

予算

市税
265億7,247.3万円
41.5％

諸収入 36億8,672.3万円 5.8％

その他の自主財源 14億1,818.4万円 2.2％

国庫支出金
101億5,499.7万円
15.9％

市債
67億3,260万円
10.5％

県支出金
50億6,189万円 7.9％

地方消費税交付金
40億円 6.2％

歳入
639.5億円

自
 
  主
  
  財
 
源

  依

存

財

  源

地方交付税
14億1,000万円 2.2％

その他の依存財源
18億5,419.3万円 3.0％

繰入金 24億4,967万円 3.8％
分担金および負担金 6億927万円 1.0％

（目的別）

歳出
（性質別）

義務的経費
311億4,157.7万円
48.7％

投資的経費
80億3,719.7万円
12.6％

その他
247億7,122.6万円

38.7％

予算の性質別で

　　分けると

一般会計

前年度比 34億円減、5.0％減 ⇩

問財政課☎22-9333

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、
　内部留保資金等で補填
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感染症拡大防止 事業者支援

経済支援

 ワクチン接種　

子どもの学びの保障

生活支援

　準備が整い次第、対象者に接種券を送ります。
接種券が届いたら、同封の案内に従いコールセン
ターまたはWEBから予約をし、接種してください。
問小山市新型コロナワクチン予約・相談コールセ
　ンター☎ 22-9899（8時 30分～ 20時）

 PCR検査費の助成

 小中義務教育学校の感染症対策の強化

　販路開拓の支援

 学校のインターネットの高速化

対象　　高齢者施設に新規入所予定の　　　　　
　　　　　　　　　　65歳以上の方（希望者）
　　　　※検査前に要申請
問高齢生きがい課☎ 22-9541
※上記のほか、通所および訪問介護等
　に従事する職員対象の助成について
　も実施する予定

　コロナ禍での遠隔授業を円滑に実施できるよ
う、小中義務教育学校のインターネット環境の高
速化を図ります。

　保健衛生用品購入費を配分します。また、小規
模校の放課後等に実施する消毒作業の外部委託、
中・大規模校の校舎の一部に抗ウイルス効果のあ
るコーティングの施工を実施します。

　商談会や展示会等への出展補助をします。オン
ライン展示会・商談会等も補助対象に追加します。
（上限 30万円 /件、補助率 2/3）
申請　　工業振興課☎ 22-9399

 プレミアム付き小山市共通商品券の発行

　プレミアム率 30％の小山市共通商品券の発行
を予定しています。詳細が決まり次第、広報おや
ま等でお知らせします。

　伝統産業の支援

対象　　伝統産業事業者
　　　　（国または県指定の伝統工芸品）
内容　　原材料費、新商品開発・普及宣伝費など
　　　　を給付
申請　　工業振興課☎ 22-9397

 地元産食材を学校給食に活用

　おやま和牛等、地元産食材を学校給食に提供し、
地域経済を支援します。

 家賃相当額の補助（住居確保給付金制度）

対象　　離職・廃業等に伴う収入の減少により、
　　　　住居を失う恐れがある方
内容　　原則 3カ月、最大 9カ月、
　　　　家賃相当額（上限あり）を支給
申請　　福祉課☎ 22-9622

 自宅療養者などへの物資配布

対象　　新型コロナウイルス感染者のうち自宅療
　　　　養を余儀なくされた方
内容　　日用品・衛生資材などを配布

  中小事業者への支援

　国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援
金」の給付要件のうち、売上が 50％以上減少と
ならない事業者に対し、一時支援金を支給します。
対象　　国の「一時支援金」の給付要件のうち、
　　　　売上が 30％以上 50％未満減少した事業者
支給額　中小法人　　：上限 20万円
　　　　個人事業者等：上限 10万円
問商業観光課☎ 22-9275

令和 3年度新型コロナウイルス感染症対策　主な事業紹介

～ 小山市はコロナ対策に全力を尽くします ～

 保育施設の感染症対策の強化

　保育園（所）・認定こども園・認可外保育施設・
学童保育施設・児童センターに対して、保健衛生
用品購入費の補助などを行います。
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栄養

運動 社会
参加

●1日3食
　バランスよく食べる
●お口のケアをする

●友人や家族と会う
●電話や手紙を送る●毎日歩く

●体操をする

健康
メモ

ひとくち

健康推進員は各自治会から推薦され、市長から委嘱を受けた有償ボラ
ンティアとして、より身近な地域でお子さんから高齢者までの健康づく
り活動のお手伝いを行っています。

  健康推進員の活動内容のご紹介  
１ 地区の実情に応じた健康づくり活動
　・地域の健康課題に応じた健康教室の開催　等
２ 市と地域のパイプ役として健康に関する情報の伝達
　・地域のお祭りや運動会で、
　　健診受診勧奨やピンクリボンキャンペーンの啓発活動　等
３ 市が行う健康に関するイベントや研修会への協力・参加
４ 地区社協・いきいきふれあい事業等の地域での健康づくりの活動協力

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、活動は縮小傾向ですが、
できるところから、健康づくり活動をしています。
今後も「地域での健康づくりリーダーおよび行政のパートナー」である
健康推進員の活動にご着目ください！

問健康増進課　☎ 22-9520

問高齢生きがい課 ☎ 22-9616　健康増進課 ☎ 22-9520

小山市健康推進員会を知っていますか？

健康推進員の全体研修会

◆「フレイル」とは？

加齢とともに、気力や体力が徐々に落ちていき、
介護が必要になる前の段階のことをいいます。

◆どのようにして予防したら良いの？

フレイル予防の３つのポイントは、「運動」
「栄養」「社会参加」です。これを毎日の生
活に取り入れていくことが大切です。

Vol.
1食べて･動いて･笑って･元気！フレイル予防

フレイル予防
３つのポイント
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いっぱいあるよ！子育て支援の場
～市は「子育てにやさしいまちづくり」に取り組んでいます～

子育てひろば

子育てで困ったことや知りたい時に、
また、お友だちをつくりたいと思った時などに、お出かけください。

※感染症拡大状況により、利用を制限する場合があります。「小山市子育て開運ナビ」で状況を確認のうえ、ご参加ください。

問こども課　☎22-9649

合言葉は「あなたの元気が子どもの元気！」

未就学児の親子を対象に、
保育園で開設している支援センターです。

各園にて子育て支援事業を実施して
います。各園の実施予定事業について
は、二次元コードからご確認ください。

【実施予定事業】
　未就園児親子教室・子育て相談・学童保育など

地域子育て支援センター 各私立幼稚園・認定こども園

　保育士等有資格者のスタッフが育児相談、訪問
相談、情報の提供などを実施しています。

日時　毎日（年末年始を除く）/8:30 ～ 17:00
場所　城山・サクラ・コモン 2階（城山 3-7-5）
問☎22-3477

子育て相談支援室　ほほえみ

センター名

こぐまクラブ

えくぼちゃんクラブ

マロンのいえ

ミッキークラブ

いちごクラブ

場所

こぐま保育園　☎28-1189

さくら保育園　☎23-7068

　黒田保育園　☎32-8254

こばと保育園　☎27-0209

小山西保育園　☎37-0102

小山市子育て情報ウェブサイト「小山市子育て開運ナビ」をご利用ください
こんな情報を知ることができます！
　　お子さんの予防接種スケジュール　　　　子育て支援の場
　　休日夜間診療　　　　妊娠・出産など総合的な子育て支援情報 小山市子育て開運ナビ

ひろば名 場　所 対　象 日　時
しらさぎ しらさぎ館

３
カ
月
以
上
の
未
就
園
児

毎月第１・３火曜日 ／  10:00～12:00
うさぎっこ ゆめまち 毎月第２・４金曜日 ／    9:30～11:30
つむぎっこ 小山市立絹保育所 毎月第１・３月曜日 ／    9:30～11:30
かるがも マルベリー館 毎月第１・３木曜日 ／  10:00～12:00
おおやっこ 大谷公民館 毎月第２・４月曜日 ／    9:30～11:30

子育てサロン 小山第一小学校ふれあい教室
毎週水曜日 ／  10:00～12:00
第4水曜日は、発達に障害があるお子さんとその保護者を対象に
した「子育ておしゃべりサロン 'えがお '」を開設

すまいる 子育て支援総合センター
（城山・サクラ・コモン2階） 毎日（年末年始を除く） ／   8:30～17:00

にっこり マルベリー館 毎週火・金（祝日を除く） ／    9:00～16:00
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（羽川
）

福
ふく
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 彩
あや
人
と
ちゃん（扶桑）

相談・講座名（詳細は市ＨＰ） 日時 対象 申込

マタニティクラス
（はじめての妊娠コース）

5月12日㈬
13:15～16:00 妊娠16週以降の妊婦 健康増進課☎22-9527

乳幼児健康相談 5月21日㈮
9:00 ～ 11:00 未就学児とその保護者

4月19日㈪13:00 ～
健康増進課☎22-9525

子育て世帯向け
情報

≪すくすく写真館≫
お子さんの写真募集中
対象　市内在住の未就学児
　　　（1人1回まで）
応募方法
右の申込みフォームから
申込みください

申込み
フォーム

問 健康増進課

  小山市母子健康包括支援センター
 　　　「愛称」募集　　
【 応 募 基 準 】
 ①施設の特徴がイメージできるもの
②覚えやすく親しみやすいもの
③自作かつ未発表のもので、第三者
が有する著作権等の権利を侵害し
ない作品に限る

【賞・選定方法】
　最優秀賞1名・優秀賞1名には、小山市特産品を贈呈。
採用作品の応募者が複数の場合には、愛称への想い等
を考慮し、受賞者を決定
【 応 募 資 格 】　どなたでも応募可
【 応 募 方 法 】　①応募フォームから
②所定の応募用紙（市ホームページからダウンロード可）により
　郵送（〒323-0023 小山市中央町2-2-21 健康増進課行）・
FAX 22-9535・ d-kenko@city.oyama.tochigi.jp

【 募 集 締 切 】　4月16日(金)（必着）
問健康増進課☎22-9525

  小山市母子健康包括支援センターとは？     
　安心して妊娠・出産・子育てができるよう、
妊産婦さんやご家族の状況にあわせて、保健師・
助産師等が継続的にサポートする施設です。
　令和3年5月に小山市役所新庁舎にオープン
  主な業務  
●母子健康手帳の交付
●子育て応援プランの作成
●妊娠や出産・子育てに
　関する相談や家庭訪問
●マタニティクラス・産前産後サポート事業
●産後ケア事業・こんにちは赤ちゃん訪問事業
※4月1日から母子健康手帳の交付が健康増進課
　のみになります

いっぱいあるよ！子育て支援の場
～市は「子育てにやさしいまちづくり」に取り組んでいます～

子育てひろば

子育てで困ったことや知りたい時に、
また、お友だちをつくりたいと思った時などに、お出かけください。

※感染症拡大状況により、利用を制限する場合があります。「小山市子育て開運ナビ」で状況を確認のうえ、ご参加ください。

問こども課　☎22-9649

合言葉は「あなたの元気が子どもの元気！」

未就学児の親子を対象に、
保育園で開設している支援センターです。

各園にて子育て支援事業を実施して
います。各園の実施予定事業について
は、二次元コードからご確認ください。

【実施予定事業】
　未就園児親子教室・子育て相談・学童保育など

地域子育て支援センター 各私立幼稚園・認定こども園

　保育士等有資格者のスタッフが育児相談、訪問
相談、情報の提供などを実施しています。

日時　毎日（年末年始を除く）/8:30 ～ 17:00
場所　城山・サクラ・コモン 2階（城山 3-7-5）
問☎22-3477

子育て相談支援室　ほほえみ

センター名

こぐまクラブ

えくぼちゃんクラブ

マロンのいえ

ミッキークラブ

いちごクラブ

場所

こぐま保育園　☎28-1189

さくら保育園　☎23-7068

　黒田保育園　☎32-8254

こばと保育園　☎27-0209

小山西保育園　☎37-0102

小山市子育て情報ウェブサイト「小山市子育て開運ナビ」をご利用ください
こんな情報を知ることができます！
　　お子さんの予防接種スケジュール　　　　子育て支援の場
　　休日夜間診療　　　　妊娠・出産など総合的な子育て支援情報 小山市子育て開運ナビ

ひろば名 場　所 対　象 日　時
しらさぎ しらさぎ館

３
カ
月
以
上
の
未
就
園
児

毎月第１・３火曜日 ／  10:00～12:00
うさぎっこ ゆめまち 毎月第２・４金曜日 ／    9:30～11:30
つむぎっこ 小山市立絹保育所 毎月第１・３月曜日 ／    9:30～11:30
かるがも マルベリー館 毎月第１・３木曜日 ／  10:00～12:00
おおやっこ 大谷公民館 毎月第２・４月曜日 ／    9:30～11:30

子育てサロン 小山第一小学校ふれあい教室
毎週水曜日 ／  10:00～12:00
第4水曜日は、発達に障害があるお子さんとその保護者を対象に
した「子育ておしゃべりサロン 'えがお '」を開設

すまいる 子育て支援総合センター
（城山・サクラ・コモン2階） 毎日（年末年始を除く） ／   8:30～17:00

にっこり マルベリー館 毎週火・金（祝日を除く） ／    9:00～16:00

広報おやま　2021.410
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プラス

気球がリニューアル !
「おやまコウノトリ号」に乗ろう !

　　
　小山の秋を代表するイベント「小山バルーンフェ
スタ」で使用する小山の気球がリニューアルされま
した。これを記念して、体験搭乗会を実施します。
日 時　5月 2日（日）9時～12時
　　　　　※悪天候の場合中止
場 所　小山総合公園　森のはらっぱ
料 金　大人1,000円 /小中学生500円 /
　　　　　幼児無料

第19回　おやまブランドまつり

　おやまブランド創生・発信拠点である道の駅思川
で、豊かな自然と高い技術によって生まれた小山の
優れた産品「おやまブランド」を PRします !

日 時　4月 29日（木）　10時～ 15時
場 所　道の駅思川　※荒天中止
内 容　おやまブランド品の特設販売、
　　　　　実演販売など

小山市、 LINE
ライン

 はじめます

　小山市 LINE 公式アカウントを 4月から開設し
ます。
　皆さんの“知りたい”をもっと身近にお届けしま
す。
　友だち追加をして、小山市の情報を受けとろう！

◆「友だち追加」は次のいずれかの方法でできます
1　LINE ID「＠oyamacity」を ID検索する　
　  →　ホーム＞友だち追加＞ ID検索「＠oyamacity」
2　二次元バーコードをアプリで読み込む　
　

※無料で利用できます　※通信料は利用者負担です

問おやまバルーンフェスタ実行委員会
☎ 090-3577-4759 問道の駅思川　☎38-0201

問シティプロモーション課　☎22-9353

小山市役所新庁舎の市民内覧会
　参加者募集（無料・事前申込み制）

　5月に開庁する新庁舎の内覧会を開催します。業
務開始後には通常入れないエリアを含めて新庁舎を
見られる貴重な機会です。
※密を避けるため、人数を制限して開催します
期 日　　4月 18日（日）
対 象　　小山市民
定 員　　先着360人程度
申 込　　4月 11日（日）までに

市ホームページから

問管財課　財産整備管理室　☎ 22-9347



広報おやま　2021.4 13

令和３年度　狂犬病予防注射
～動物病院で接種してください～

　狂犬病予防法により、犬の飼い主は、
飼っている犬をお住まいの市区町村に
登録し、毎年１回の狂犬病予防注射を
受けさせる義務があります。
　動物病院で狂犬病予防注射を接種
し、注射済票（金属のプレート）の交
付を受けてください。

※感染症拡大防止のため、例年4月～
5月に実施していた集合注射は開催
しません

※登録内容に変更がある場合や、犬が
死亡している場合は、環境課までご
連絡ください

※個別注射の案内ハガキは
　4月上旬に発送します

男女共同参画都市宣言20周年

川柳・写真コンテスト

　暮らしの中で感じる男女共同参画への気づきや
「ありがとう」のメッセージを言葉や写真で伝えて
みませんか？
①男女共同参画に関する川柳
②男女共同参画に関する写真
応募締切　4月 30日（金）
応募方法　WEBから（かんたん申請）
　※①のみ郵送・FAX・持参可
　※それぞれ選考を行い、6月 27日（日）開催「男　　
　　女共同参画フェア」にて表彰や展示をします

問環境課　☎22-9290

問人権・男女共同参画課　☎22-8078

令和3年度

開運おやま健康マイレージ

　開運おやま健康マイレージに参加して、楽しく健
康づくり・生きがいづくりに取り組みましょう。
　詳しくは、健康増進課または各出張所にある健康
マイレージのパンフレットをご覧ください。
実施期間　4月1日（木）～令和4年2月28日（月）
対 象　16歳以上の小山市民

参加の仕方
①健康診断を受診
②対象事業に参加
③毎日の健康づくりを記録
することでポイントをためると、
素敵な特典がもらえます。

問健康増進課　☎ 22-9524

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止・延期になる場合があります（3月 12日現在の情報です）

アンケート内容（ポイントカードに回答をご記入ください）

健康マイレージポイントカード（点線で切り取ってご利用ください）

Q1

Q2

Q3

Q5

Q6

健康マイレージは健(検)診の受診や健康づくりのきっかけ・励みになりましたか？
　❶なった　❷ならなかった　❸なんともいえない

健康マイレージをどこで知りましたか？
　❶市の広報やチラシ　❷保健福祉センター、公民館　❸各種検診やイベント等
　❹家族、知人　❺②以外の施設　❻その他

今年度の健康マイレージは何回目の参加ですか？
　❶今年度が初めて　❷2回目　❸3回目　❹4回目以上

ポイントを10点集めるのはいかがでしたか？
　❶簡単だった　❷思ったより簡単だった　❸ふつう　
　❹思ったより大変だった　❺大変だった

来年度も健康マイレージに参加しようと思いますか？
　❶参加しようと思う　❷参加しようと思わない　❸わからない

健康マイレージに参加した感想等を(　　 )内にご記入ください。

Q4

ポイントカードへの記入が終わりましたら、
応募箱または郵送によりご応募ください。

健康増進課窓口での受け取り期間（Aコース、Bコースに応募の方）

応募箱による応募　令和４年３月7日（月）まで
　市内各出張所と健康増進課に、健康マイレージ専用の応募箱を設置しています。
　ポイントカードを応募箱に入れてください。

郵送での応募　令和４年３月7日（月）締め切り（必着）
　封筒をご用意いただき、ポイントカードを入れて、切手を貼って、
　応募先へお送りください。
　（応募先）〒323‒8686　小山市中央町1‒1‒1　小山市役所健康増進課

　令和４年３月22日（火）～令和４年３月30日（水）【祝祭日を除く】
　本人確認ができるもの（運転免許証、保険証等）をお持ちください。
　窓口受け取り期間を経過した場合は郵送となります。

ポイントカードつき

小山市健康増進課

小山市の健康づくり
キャラクター Pちゃん
小山市の健康づくり
キャラクター Pちゃん

令和３年度

実施期間／令和３年４月１日～令和４年２月28日実施期間／令和３年４月１日～令和４年２月28日

参加対象

16歳
（市内に住所を有する方）

以上

開運おやま健康マイレージの最新情報は
小山市ホームページをご覧ください
開運おやま健康マイレージの最新情報は
小山市ホームページをご覧ください

小山市では、市民の皆さまが楽しく健康づくり・生きがいづくりに
取り組んでいただけるよう「開運おやま健康マイレージ事業」を実施します。
これは、市や地域が実施する対象事業に参加し開運ポイントを集めると、市内の
健康マイレージサポート店で特典が受けられる「健康パスポート」等との交換や
市内小学校、中学校、義務教育学校PTAへの寄附ができるというものです。
多くの方の参加により、市全体の健康への関心の高まりや
地域の活性化をめざします。

みなさまの健康づくりを応援します！　小山市健康増進課　TEL.0285-22-9526

開運
おやま

あなたも
、家族も、

あなたも
、家族も、

まちも元気になる健康づくり！まちも元気になる健康づくり！

健康マイレージ健康マイレージ

応募箱
あなたも

、家族も、
あなたも

、家族も、

まちも元気になる健康づくり！まちも元気になる健康づくり！

健康マイレージ健康マイレージ開運
おやま

●小山市ホームページ
開運おやま健康マイレージ 検索

小山市の健康づくりキャラクター Pちゃん小山市の健康づくりキャラクター Pちゃん

開運
おやま 健康マイレージ健康マイレージ

ポイントカード

■応募コースを１つ
　選んでご記入くだ
　さい。
Cコースを選んだ場合
　記　号 （　　　 ）
　学校名 （　　　　　　 　　　　    ）

令和３年度版■パンフレットをご覧いただき、アンケートの
　回答をご記入ください。

　Q1（　　　　）　　Q2（　　　　）　　Q3（　　　　）
　Q4（　　　　）　　Q5（　　　　）
　Q6

コース

特典が受けられる店舗・施設等の名称 特典内容 所在地 電話番号

ドラッグアクツ ５％ＯＦＦ
(一部除外品あり） 中央町3-6-17 24-6135

メガネのクラモチ ３０％ＯＦＦ 喜沢1233-2 25-1622

カーブス とりせん小山東
( 女性専用 ) 1週間無料体験券 (要予約） 横倉新田291-1 32-6265

カーブス 小山宮本町
( 女性専用 ) 1週間無料体験券 (要予約） 宮本町3-8-31 30-2116

カーブス 小山犬塚
( 女性専用 ) 1週間無料体験券 (要予約） 犬塚2-6-4 30-1007

カーブス 小山美しが丘
１週間無料体験

※所要時間は初回のみ 50 分、2回
目以降は 30 分、１週間のうち、
何回でも体験していただけます。

美しが丘1-19-1
フォルテ間々田棟

内
41-2005

ポーラ新小山店
ハンドマッサージ、肌全層分析の
結果に基づきサンプル5点セット
をプレゼントします。トライアル
エステコースの割引もあります。

雨ヶ谷新田12-4 28-3705

ヘアー＆エステサロン スズラン メニューの1,000円割引 喜沢644-4 25-2863

フィットネススタジオ　ＬＩＢ 無料体験、スポーツドリンク
1本サービス 卒島1291 090-5981-1817

コロラド ５％ＯＦＦ 中央町3-6-17 23-2287

とり料理専門店 とり七 東口本店 １０％OFF 駅東通り1-4-3
駅東ビル１F

050-3476-6533

とり料理専門店 とり七 西口店 １０％OFF 城山町3-6-31 050-3469-3646

にぎり屋 新門 小山店 ソフトドリンク
1杯サービス 中央町3-6-9 050-3477-9165

特典は変更となる場合があります。健康パスポートを使用する前に店舗・施設へご確認をお願いいたします。
小山市ホームページには「お店のPR」も掲載されています。ぜひご覧ください。

●  健 康 パ ス ポ ー ト ●●  健 康 パ ス ポ ー ト ●

健康づくりサポート店一覧

動物病院で飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせます
※注射料金や診察時間等は動物病院によって異なります。詳しくは動物病院に直接お問合せください

市役所２階の環境課に注射済証を持参し、
注射済票の交付手続をしてください

【1 頭につき 手数料 550 円】

狂犬病予防注射済証（紙の証
明書）だけを受け取った場合

狂犬病予防注射済票（金属の
プレート）を受け取った場合

今年度の狂犬病予防注射の手続き
はこれで終了です

（犬登録台帳に注射履歴が記録され
ます）

動物病院

小山市役所２階　環境課

栃木県獣医師会登録病院など

※年度ごとに色が違い
　ます（今年度は青色）

注射済票を首輪等に
装着してください
迷子札として、活用
できます

注射済証
（紙の証明書）

注射済証
（紙の証明書） 550円
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information

お知らせ

【おーバス】
小山駅東口循環線が
おトクに利用可能に  

問都市計画課　☎ 22‒9293
　4月 1 日から、小山駅東口循
環線、小山駅東口・新市民病院循
環線でおーバス noroca（定期券）
とおーバス回数券が利用可能にな
りました。
　既に購入済のおーバスnoroca、
回数券でも利用できます。
< おーバスnoroca について >
　まちの駅思季彩館（中央町
3-5-3　月曜定休）で発売中。な
お、購入時にはマイナンバーカー
ドの提示もしくは交付申請中であ
ることを伝える必要があります。

水道の使用開始・
中止の連絡はお早めに ! 

問上下水道総務課　☎ 23‒0368　
　水道の使用開始および中止をし
たい場合、3営業日前までに連絡
してください。
※夜間や土日祝日の使用開始・中
止については、対応できない場合
がありますので、ご了承ください
※市ホームページから、使用開
始・中止の手続き、口座振替用紙
の送付依頼を受け付けています

水道料金等がPayPay 等で
　　　　　　　  納付が可能に  

問上下水道総務課　☎ 23‒0368
　4月末納期限の水道料金・下水
道使用料・農業集落排水処理施設
使用料の納入通知書から、昨年
から実施している LINE Pay（ラ
インペイ）に加え、PayPay（ペイ
ペイ）、au Pay（エーユーペイ）、
PayB（ペイビー）での支払いが可
能になります。

　コンビニ等の窓口に行かなくて
も、いつでもどこでもスマート
フォンで水道料金等の納付ができ
ます。
※各スマートフォン決済サービス
により、支払いの上限額がありま
すので、ご注意ください

ハナミズキ（自死遺族）の会
の開催

問福祉課　☎ 22-9619
　大切な方を自死により亡くされ
た・・・、その想いをわかちあえ
る会です。近親者だけではなく、
親しい友人を亡くした方でも、つ
らい思いを抱えた方であれば誰で
も参加できます。※市外の方も可
日 時　4月20日（火）14時～（偶

数月第3火曜日）
場 所　保健・福祉センター
申 込　不要。当日会場にお越し

ください。

4月 6日（火）～15日（木）は
春の交通安全市民総ぐるみ運動期間  

問市民生活安心課　☎22‒9283
　交通ルールの遵守と正しい交通
マナーの実践を習慣づけ、交通事
故を防止しましょう

危険物取扱者試験

問消防本部予防課　☎ 39‒6658
試験種類　 甲種・乙種（第1～6類）・

丙種
試験日　6月 6日（日）
会 場　白鷗大学大行寺キャンパ

ス
申 込　4 月 5 日（月）～ 16 日

（金）の平日 9 時～ 17
時に願書等を消防本部
予防課に持参

※他郵送、電子申請あり

申告期限・納付期限が
令和3年 4月 15日（木）まで延長

問栃木税務署　☎0282‒22‒0885
対 象　①「所得税・復興特別

所得税」、②「消費税・
地方消費税」（個人事業
者）、③「贈与税」

※①②の振替納税の振替日も延長
振替日　①：5月 31日（月）

②：5月 24日（月）

助成制度・手当

国民年金
学生納付特例の申請を忘れずに 

問国保年金課　☎ 22‒9416
　20歳以上で学生の方は、申請
により国民年金保険料を免除され
る場合があります。昨年度に申請
した方も、4月以降に新たに申請
する必要があります。
申請場所　国保年金課、各出張所
対 象　20歳以上の学生で

①学生納付特例の対象
校に通う
②前年の所得が 118万
円以下

小山市文化芸術
　振興活動事業助成金 

問文化振興課　☎ 22‒9662
　市民の文化芸術活動に対し、経
費の一部を助成します。
対象事業　
令和 3年度に実施する①文化芸
術の創造・普及②地域文化財等の
保存・活用③文化芸術を担う人材
の育成・文化芸術の奨励に関する
事業
助成額　
①②対象経費の3分の2以内
③年間1人、最大100万円
申 込　4月 1日（木）～5月 31

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止や延期になる場合が
ありますので、お電話等でご確認ください（3月12日現在の情報です）
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日（月）※郵送可

小野塚イツ子記念 
青少年健全育成活動事業
　　　　　　　助成金

問生涯学習課　☎ 22‒9671
　故小野塚イツ子さんの遺志をも
とに創設した「小野塚イツ子記念
青少年健全育成基金」。これを活
用し、次代を担う青少年に夢と希
望を与える事業の経費の一部を助
成します。
対象者　市内在住の個人や市内で

青少年健全育成活動を
行う団体

対象事業　令和3年度に実施する　
①人材育成事業
②健全育成事業

助成額　上限30万円
申 込　4月 12日（月）～5月
　　　　31日（月）

市民活動推進事業
　　　　　　　補助金

問市民生活安心課　☎ 22‒9287
　市民活動団体が自主的・主体的
に取り組む社会貢献活動に対して
補助金を交付します。
対象者　主に小山市内で活動する

5人以上の団体
対象事業　
令和 3年度に実施する①地域活
性化事業②社会貢献事業③公共
性・公益性を有する事業など
交付例）傾聴カウンセリング事業、
外国人親子向け高校進学ガイダン
ス、地域親子学習サークル
補助額　最大 5万円（千円未満は

切捨て）
※3年間を限度に毎年申請可能
申 込　5 月 6 日（木）～ 6 月 3

日（木）

スポーツ

小山市民キャンプ場
《涸沼自然公園内》のご案内 

問生涯スポーツ課　☎ 21‒0021
開設期間　4月 25 日（日）～10 月

31日（日）
場 所　茨城県茨城町　涸沼（ヒ

ヌマ）自然公園内涸沼自
然公園キャンプ場

対 象　小山市在住・在勤・在学
の方

料 金　テント1張 1,000円
大 人 100 円、 小 人（5
歳～15 歳）50 円、乳幼
児無料

申 込　4 月 12 日（月）～10 月
30日（土）

令和3年度　
春の女性テニス大会

問小山市テニス協会
（押山☎ 090-2753-0975）

日 時　5 月7 日～6 月25 日の
毎週金曜日（全8回）

場 所　あけぼの公園テニスコート
料 金　6,000円（保険料含む）
申 込　4月19日（月）10～12時

ねんりんピックとちぎ2021
　　　　　参加者募集 

問（福）とちぎ健康福祉協会　
生きがいづくり課

☎ 028‒650‒3366
　第33回全国健康福祉祭ぎふ大
会栃木予選のインディアカ交流大
会参加者を募集します。
日 時　5 月 23 日（日）9 時 30

分～16時 30分
場 所 栃木県立県南体育館メ

インアリーナ
対 象 60 歳以上の県内在住者
料 金 1 チーム 3,000円
申 込　4 月 25 日（日）までに

申込書（ホームページ掲
載）を提出

※この他、4月 20日（火）～6月
5日（土）にスポーツ・文化交流大
会が栃木県内各地で開催されます

新たなサイクルイベント
　「ぐるとち2021」
　　　　　参加者募集 

問ぐるとち 2021実行委員会事務局
☎ 070‒4020‒9498

（平日 10:00 ～17:00）
info@gurutochi- cycling.com

　栃木県を舞台に、初心者から
上級者まで楽しめる全6コース。
とちぎの食・景色・空気、全てを
満喫しよう !
日 時　5月22日（土）・23日（日）
場 所 那須野が原公園（那須塩

原市千本松801-3）
定 員 6 コース合計1,200人
申 込　4月 18日（日）までにス

ポーツエントリーから

募 集

車屋美術館
ボランティア新会員募集

問車屋美術館　☎ 41‒0968
　ボランティア活動をとおして美
術館を支援し、地域の文化振興に
参加しませんか。
※報酬はありません
主な活動内容
・小川家住宅の観覧者に対する案内
・車屋美術館の広報活動補助
研修会　5月16日（日）14時～　

※参加必須
定 員 10 人
申 込　4 月 1 日（木） ～ 29 日

（木）入会申込書を提出
※郵送可
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イベント・講座

交通安全教室

問市民生活安心課　☎ 22‒9497
℻   25‒8301

　幼稚園、保育所、学校、自治会、
老人会等で交通安全教室を開催し
ませんか。市から指導員を派遣し
ます。
開催日時　通年※平日9時30分～

15時の間で、1教室45
～90分程度

内 容　交通安全講話、DVD、
実技等

※会場や準備は主催者側でご用意く
ださい
料 金　無料
申 込　電話連絡のうえ、申請書

を提出
※申請書は市ホームページからダウ
ンロード可

車屋美術館
市民ギャラリーのご案内  

問車屋美術館　☎ 41‒0968
　絵画、工芸、写真などの発表の
場として車屋美術館展示室を利用
できます。利用を希望する方は、
予約調整会にご参加ください。
◆市民ギャラリーについて
利用期間　令和 4年 2月 3日（木）

～3月 21日（月）※連続
4日間まで

利用料　小山市民・市内の団体の
場合、1 日あたり最大
2,500円

◆予約調整会について
日 時　4月25日（日）10時～
場 所　博物館
※予約調整会への参加申込みは不要

メタボリックシンドローム対策
事業～からだスッキリ !運動教室～

問健康増進課　☎ 22‒9607
日 時　
4月 15日（木）、 5 月 6日（木）・
20 日（木）、 6 月 17 日（木）、 7
月 8 日（木）・29 日（木）、 8 月
19 日（木）、 9 月 2 日（木）・16
日（木）
①13時 30分～14時 15分
② 14時 45分～15時 30分
会 場　健康医療介護総合支援セ

ンター
内 容　筋トレ、ストレッチ、

ウォーキング等
対 象　40 歳以上の市民（運動

制限のない方）
定 員　各回10人
申 込　健康増進課

市民農園体験農園（春夏野菜） 

問農政課　☎ 22‒9254
　ジャガイモ、エダマメ、ミニカ
ボチャ等の種まき、収穫をします。
※収穫は夏季
日 時　4 月 17 日（土）9 時 ～

11時（予定）
※予備日 :4月 18日（日）
場 所　市民農園内体験農園（道

の駅思川南側）
対 象 市内在住の方
定 員 先着 30組
料 金 2,000円 /組（収穫参加

費込み）
申 込　4月 5日（月）～

ガイドと行く
　　 渡良瀬遊水地自然観察会

問生井公民館　☎ 45‒4004
ガイド（昆虫 : 大川秀雄氏、植物 :
大和田真澄氏）による公民館での
講話とマイクロバスを利用しての
現地学習です。※雨天時は講話の
み

日 時
①春の昆虫観察会　5 月 17 日
（月）9時～12時
②春の植物観察会　5 月 25 日
（火）9時～12時
場 所　生井公民館、渡良瀬遊水

地第2調節池内
定 員 各 12人（先着）
申 込 4月1日（木）～23日（金）

いつここ就活講座

問とちぎ県南若者サポートステーション
☎ 25‒7002

　職業適性検査、職業理解、ビジ
ネスマナー、履歴書面接対策を行
います。
日 時　5 月 11 日（火）～14 日

（金）13 時 30 分～16
時30分

場 所 生涯学習センター
料 金 無料
対 象 求職中の15～49歳の方
定 員 5 人
申 込　4月 26日（月）まで

クラフト館ワークショップ教室

問クラフト館　☎ 32‒6477
日 時
①御朱印帳作り（結城紬の表紙）
4月 17日（土）13時 30分～
2,000円
②まゆクラフト「カーネーション
を作ろう」
4月 28日（水）10時30分～
500円
場 所 クラフト館
申 込　 4月 7日（水）9時～

ゆめまちのイベント

問ゆめまち　☎ 27‒9935
〇おはなしびっくり箱
日 時　4 月 20 日（ 火 ）、7 月

20 日（火）10 時 30 分

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止や延期になる場合が
ありますので、お電話等でご確認ください（3月12日現在の情報です）
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～11時
※未就学児対象、無料、申込み不要
〇みんなのラジオ体操教室（上半期）
日 時　
毎月第 4 土曜日（4 月 24 日、5
月22日、6月26日、7月24日、
8月 28日、9月 25日）10時～
11時
※上履き持参、無料、申込み不要

生涯学習センター事業

問生涯学習センター　☎22‒9111
〇講演「『膝痛・腰痛セルフケア』
健康セミナー」
日 時　4 月 24 日（ 土 ）13 時

30分～15時
※料金　400 円、定員　30 人、
要申込み
〇展示「小山高専『ロボコン全国
大会までの軌跡』」
日 時　4月 29日（木）～5月 5

日（水）10時～18時
※実演はありません

文化センター大ホールで
ピアノを弾きませんか ?

問文化センター　☎ 22‒9552
　文化センター所有のドイツ製ピ
アノ（スタンウェイ）を低価格で開
放します。スタンウェイの音色を
体験してみませんか ?
日 時
4月 17日（土）・18日（日）・29
日（木）、5月9日（日）・15日（土）・
23日（日）10時～16時 30分
場 所　 文化センター大ホール
料 金 30 分 1,500 円（1人最

長1時間まで利用可）
申 込　4 月 1 日（木）～開催日

の前日まで
　　　　※定員になり次第締切

第19回　夢ピアノコンサート参加者募集
問文化センター　☎ 22‒9552
　文化センター所有のドイツ製ピアノ（スタンウェイ）を使用し、
気軽に参加できるコンサートを開催します。出演者を募集します。
※当日の観覧は自由
日 時　5月22日（土）13時開演
場 所 文化センター大ホール
料 金 無料
対 象 小学生以上でピアノを弾ける方
定 員 先着 30人※ 1人（1組）8分以内
申 込　4月 23日（金）～5月 7日（金）

中央公民館前期・通年講座
問中央公民館　〒 323-0023　中央町 1-1-1　
☎ 22‒9562　℻   24‒3021
申 込　4月 2日（金）～16日（金）〔必着〕
方法①　来館
方法②　ハガキ・FAX（記載事項：講座名・住所・氏名・年齢・電話番号）
方法③　ホームページの申込フォームから
※詳細は、ホームページ・パンフレット参照

講　座　名 日　程 料　金

教
養
大
学

芥川龍之介の
生と死と愛と… 5/21㈮、6/18㈮、7/16㈮ 1,500円

劇場への招待
～オペラを楽しむ～ 5/27㈭、 6/17㈭、7/1㈭ 1,500円

日本美術鑑賞講座
仏教美術をめぐる旅 5/25㈫ 、6/29㈫、7/13㈫ 1,500円

市
民
講
座

大人の色鉛筆画 5/12㈬・26㈬、
6/9㈬・23㈬ 2,000円

和紙をたのしむちぎり絵
レッスン

5/28㈮、6/11㈮・25㈮、
7/9㈮ 3,800円

ノルディックウォーキング 5/12㈬・26㈬、6/9㈬ 1,000円

スマートフォンで防災対策 5/14㈮ 無料

ポーセリンアート講座 6/2㈬・16㈬・30㈬ 3,000円

あなたもマジシャン 5/15㈯・29㈯、
6/12㈯・26㈯ 2,000円

初心者向けパソコン講座 5/28㈮、
6/4㈮・11㈮・18㈮・25㈮ 1,500円

自然観察セミナー 6/5㈯・24㈭ 500円

学
級

小山地区シニア学級
（60歳以上の方対象）

5/20㈭、 6/17㈭、7/8㈭
9/16㈭、10/14㈭ 、11/4㈭ 2,500円

小山地区女性学級 6/21㈪、7月中、
10/18㈪、11月中、12/20㈪ 2,500円

共
催 初心者向け油絵講座 7/17㈯・31㈯、

8/7㈯・21㈯・28㈯
3,000円
＋材料費

講座案内
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博物館　前期講座　　問博物館　☎ 45‒5331
申 込　4月 8日（金）9時～

講　座　名 日　時 内容等

火起こし体験
5/29㈯
6/26㈯

11:00 ～ 11:45

対　象：小学生～一般（小学4年生以下は保護者同伴）・各日10人程度（先着）　
申　込：電話（前日まで）
参加費：無料

縄文土器を作ろう 6/19㈯
9:00～ 12:00

対　象：小学4年生～一般・12人（抽選）
申　込：ハガキ（5月21日必着）
参加費：600円（材料費）

麦わら細工教室
「ガラガラとほたるかご」

7/10㈯
13:30 ～ 15:30

対　象：小学4年生～一般・12人（抽選）
申　込：ハガキ（6月19日必着）
参加費：無料

親子昆虫教室 7/24㈯
9:30～ 11:30

対　象：小学生以上の親子・25人（抽選）
場　所：生井ふるさと公園（旧思川周辺公園）※雨天中止
申　込：ハガキ（7月2日必着）
参加費：無料

昆虫標本作り教室 8/7㈯
9:30～ 11:30

対　象：小学3年生～一般・15人（抽選）
申　込：ハガキ（7月16日必着）
参加費：無料　※標本にする昆虫は各自で用意

川の生き物観察会 8/21㈯
9:30～ 11:30

対　象：小学生～一般（小学1・2年生は保護者同伴）・30人（抽選）
場　所：清水川（下国府塚付近）　※雨天中止
申　込：ハガキ（7月30日必着）
参加費：無料

ハガキの記載事項 　送付先：〒329-0214　小山市乙女1-31-7　小山市立博物館
①講座名　②郵便番号・住所　③参加者全員の氏名（学校学年・一般・保護者）　
④同伴者全員の氏名（学校学年・一般・保護者・幼児）　⑤電話番号
※抽選の結果・各講座内容の詳細については、後日連絡します

博物館 天体観望会　　問博物館　☎ 45‒5331
「ほっしー★OYAMA」号で、星空をながめてみませんか？   
申 込　4月 10日（土）19:00～ 20:00

5月　8日（土）19:30～ 20:30
6月 12日（土）19:30～ 20:30
7月 10日（土）19:30～ 20:30
8月 14日（土）19:30～ 20:30
9月 11日（土）19:00～ 20:00　※受付は開始後30分まで

場 所　生井公民館　※駐車場は旧ＪＡおやま生井支店
定 員　各50人（先着）
申 込　電話にて要予約　申込期間は、前回の観望会翌日～観望会前日
その他　・中学生以下の方は、保護者の同伴必須

 ・天気によっては中止になることもあります。実施の有無は、実施時刻の1時間前に、電話または博物
館ホームページでご確認ください

勤労青少年ホーム　前期講座（5月～7月）　※有料
問勤労青少年ホーム　☎ 23‒3402
　働く若者の福利厚生施設として文化・エクササイズ・
スポーツ系の教養講座を開催します。
受講資格　16歳～ 39歳の方
　　　　※40歳以上のリングジョイ会員も申込み可（会員証必須）
申 込　・日時　4月 8日（木）9時～20時　※先着順
　　　　・会場　勤労青少年ホーム　小体育館
※詳細はホームページ参照

行政テレビ
視聴にはテレビ小山放送㈱のケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。
デジタル101ch を選局ください。
問シティプロモーション課　
☎ 22-9353

　　　番組表をチェック▶
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4月24日（土）～ 6月20日（日）
　小山の人々は太古の昔から日光連山を仰ぎ見て、崇
敬の念を抱いてきました。
　それが形として残り始めるのは中世以降で、小山氏
による奉納品からはその篤い信仰心が窺われます。江
戸時代以降は、将軍家の社参や日光山内の建築資材運
搬など、市域全体が日光山の影響を受け続けました。
　本展示会では小山と日光山が強い縁で結ばれてきた
証を、寺社奉納品や美術品、古文書等を通してご覧い
ただきます。

休館日　毎週月曜日（5月3日は開館）、4月30日（金）、
5月 6日（木）・28日（金）

料　金　大人200円、大高生100円、中学生以下無料 
※ 5月 4 日（火）・5 日（水）・18 日（火）、6
月 12日（土）・13日（日）・15日（火）は無料 

博物館第 74回企画展 問 博物館
☎ 45-5331

4月 24日（土）～ 6月13日（日）
　洋画家・丸木俊が描いたグリム童話や日本の民話絵
本などの原画 81点を紹介します。豊かな色彩による
ファンタジーあふれる絵本原画をご家族でお楽しみく
ださい。

休館日　毎週月曜日（5月3日は開館）、4月30日（金）、
5月 6日（木）・28日（金）

料　金　 一般400円、大高生250円、中学生以下無料
※ 5月 4日（火）・5日（水）・18日（火）、6月
12日（土）・13日（日）は無料

車屋美術館第 51回企画展 丸
まる

木
き

俊
とし

 絵本原画展 問車屋美術館
☎ 41-0968

関連イベント
申込：4/9（金）から電話受付（先着）

●講演会「日光山と小山氏～日
にっ

光
こう

山
さん

別
べっ

当
とう

隆
りゅう

宣
せん

・弁
べん

覚
がく

を中心に」　5/22（土）13:30 ～ 15:00
定員：30人※無料
講師：千

ち

田
だ

孝
こう

明
みょう

さん（日光市天台宗観音寺住職・元
栃木県立博物館技幹兼人文課長）

●講談「左甚五郎」ほか　5/30（日）13:30 ～ 14:30
定員：30人※無料　講談師：神

かん

田
だ

真
しん

紅
く

●日光彫り体験　6/13（日）13：30～ 15：00
対象：小学校 5年生以上　定員：15人
参加費：1,500 円　講師：小

お

栗
ぐり

重
しげ

子
こ

さん
●展示古文書くずし字解説（中級者向け）
5/8（土）・27（木）、6/10（木）13:30 ～ 15:00
定員：各15人※3回とも内容は同じ　※要入館料

丸木俊　ヘンゼルとグレーテル
（國學院大學栃木学園参考館蔵）

写真左：伝
でん

小
お

山
やま

朝
とも

政
まさ

所
しょ

用
よう

四
よん

十
じゅっ

間
けん

二
に

方
ほう

白
じろ

総
そう

覆
ふく

輪
りん

筋
すじ

兜
かぶと

（日
にっ

光
こう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神
じん

社
じゃ

蔵
ぞう

）上：日
にっ

光
こう

山
さん

神
じん

宮
ぐう

重
ちょう

修
しゅう

図
ず

（部分、栃木県立博物館蔵）

関連イベント　申込：４/１（木）から電話受付（先着）
●講演会「地に根ざして咲く花―丸木俊の絵本の仕事」5/23（日）14:00 ～
　定員：30人　講師：岡

おか

村
むら

幸
ゆき

宣
のり

さん（原爆の図
ず

丸
まる

木
き

美術館学芸員）　※無料
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information

博物館　前期講座　　問博物館　☎ 45‒5331
申 込　4月 8日（金）9時～

講　座　名 日　時 内容等

火起こし体験
5/29㈯
6/26㈯

11:00 ～ 11:45

対　象：小学生～一般（小学4年生以下は保護者同伴）・各日10人程度（先着）　
申　込：電話（前日まで）
参加費：無料

縄文土器を作ろう 6/19㈯
9:00～ 12:00

対　象：小学4年生～一般・12人（抽選）
申　込：ハガキ（5月21日必着）
参加費：600円（材料費）

麦わら細工教室
「ガラガラとほたるかご」

7/10㈯
13:30 ～ 15:30

対　象：小学4年生～一般・12人（抽選）
申　込：ハガキ（6月19日必着）
参加費：無料

親子昆虫教室 7/24㈯
9:30～ 11:30

対　象：小学生以上の親子・25人（抽選）
場　所：生井ふるさと公園（旧思川周辺公園）※雨天中止
申　込：ハガキ（7月2日必着）
参加費：無料

昆虫標本作り教室 8/7㈯
9:30～ 11:30

対　象：小学3年生～一般・15人（抽選）
申　込：ハガキ（7月16日必着）
参加費：無料　※標本にする昆虫は各自で用意

川の生き物観察会 8/21㈯
9:30～ 11:30

対　象：小学生～一般（小学1・2年生は保護者同伴）・30人（抽選）
場　所：清水川（下国府塚付近）　※雨天中止
申　込：ハガキ（7月30日必着）
参加費：無料

ハガキの記載事項 　送付先：〒329-0214　小山市乙女1-31-7　小山市立博物館
①講座名　②郵便番号・住所　③参加者全員の氏名（学校学年・一般・保護者）　
④同伴者全員の氏名（学校学年・一般・保護者・幼児）　⑤電話番号
※抽選の結果・各講座内容の詳細については、後日連絡します

博物館 天体観望会　　問博物館　☎ 45‒5331
「ほっしー★OYAMA」号で、星空をながめてみませんか？   
申 込　4月 10日（土）19:00～ 20:00

5月　8日（土）19:30～ 20:30
6月 12日（土）19:30～ 20:30
7月 10日（土）19:30～ 20:30
8月 14日（土）19:30～ 20:30
9月 11日（土）19:00～ 20:00　※受付は開始後30分まで

場 所　生井公民館　※駐車場は旧ＪＡおやま生井支店
定 員　各50人（先着）
申 込　電話にて要予約　申込期間は、前回の観望会翌日～観望会前日
その他　・中学生以下の方は、保護者の同伴必須

 ・天気によっては中止になることもあります。実施の有無は、実施時刻の1時間前に、電話または博物
館ホームページでご確認ください

勤労青少年ホーム　前期講座（5月～7月）　※有料
問勤労青少年ホーム　☎ 23‒3402
　働く若者の福利厚生施設として文化・エクササイズ・
スポーツ系の教養講座を開催します。
受講資格　16歳～ 39歳の方
　　　　※40歳以上のリングジョイ会員も申込み可（会員証必須）
申 込　・日時　4月 8日（木）9時～20時　※先着順
　　　　・会場　勤労青少年ホーム　小体育館
※詳細はホームページ参照

行政テレビ
視聴にはテレビ小山放送㈱のケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。
デジタル101ch を選局ください。
問シティプロモーション課　
☎ 22-9353

　　　番組表をチェック▶
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4月24日（土）～ 6月20日（日）
　小山の人々は太古の昔から日光連山を仰ぎ見て、崇
敬の念を抱いてきました。
　それが形として残り始めるのは中世以降で、小山氏
による奉納品からはその篤い信仰心が窺われます。江
戸時代以降は、将軍家の社参や日光山内の建築資材運
搬など、市域全体が日光山の影響を受け続けました。
　本展示会では小山と日光山が強い縁で結ばれてきた
証を、寺社奉納品や美術品、古文書等を通してご覧い
ただきます。

休館日　毎週月曜日（5月3日は開館）、4月30日（金）、
5月 6日（木）・28日（金）

料　金　大人200円、大高生100円、中学生以下無料 
※ 5月 4 日（火）・5 日（水）・18 日（火）、6
月 12日（土）・13日（日）・15日（火）は無料 

博物館第 74回企画展 問 博物館
☎ 45-5331

4月 24日（土）～ 6月13日（日）
　洋画家・丸木俊が描いたグリム童話や日本の民話絵
本などの原画 81点を紹介します。豊かな色彩による
ファンタジーあふれる絵本原画をご家族でお楽しみく
ださい。

休館日　毎週月曜日（5月3日は開館）、4月30日（金）、
5月 6日（木）・28日（金）

料　金　 一般400円、大高生250円、中学生以下無料
※ 5月 4日（火）・5日（水）・18日（火）、6月
12日（土）・13日（日）は無料

車屋美術館第 51回企画展 丸
まる

木
き

俊
とし

 絵本原画展 問車屋美術館
☎ 41-0968

関連イベント
申込：4/9（金）から電話受付（先着）

●講演会「日光山と小山氏～日
にっ

光
こう

山
さん

別
べっ

当
とう

隆
りゅう

宣
せん

・弁
べん

覚
がく

を中心に」　5/22（土）13:30 ～ 15:00
定員：30人※無料
講師：千

ち

田
だ

孝
こう

明
みょう

さん（日光市天台宗観音寺住職・元
栃木県立博物館技幹兼人文課長）

●講談「左甚五郎」ほか　5/30（日）13:30 ～ 14:30
定員：30人※無料　講談師：神

かん

田
だ

真
しん

紅
く

●日光彫り体験　6/13（日）13：30～ 15：00
対象：小学校 5年生以上　定員：15人
参加費：1,500 円　講師：小

お

栗
ぐり

重
しげ

子
こ

さん
●展示古文書くずし字解説（中級者向け）
5/8（土）・27（木）、6/10（木）13:30 ～ 15:00
定員：各15人※3回とも内容は同じ　※要入館料

丸木俊　ヘンゼルとグレーテル
（國學院大學栃木学園参考館蔵）

写真左：伝
でん

小
お

山
やま

朝
とも

政
まさ

所
しょ

用
よう

四
よん

十
じゅっ

間
けん

二
に

方
ほう

白
じろ

総
そう

覆
ふく

輪
りん

筋
すじ

兜
かぶと

（日
にっ

光
こう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神
じん

社
じゃ

蔵
ぞう

）上：日
にっ

光
こう

山
さん

神
じん

宮
ぐう

重
ちょう

修
しゅう

図
ず

（部分、栃木県立博物館蔵）

関連イベント　申込：４/１（木）から電話受付（先着）
●講演会「地に根ざして咲く花―丸木俊の絵本の仕事」5/23（日）14:00 ～
　定員：30人　講師：岡

おか

村
むら

幸
ゆき

宣
のり

さん（原爆の図
ず

丸
まる

木
き

美術館学芸員）　※無料
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ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は厳守、相談は無料です。
相談先がご不明な場合は、市民生活安心課☎22-9282へお問合せください。

　
◎
専
門
相
談
（
面
談
）　
　
　
※
要
予
約

名称 期日 時間 相談相手・場所など
※場所記載がない場合は市役所 問合せ

行政相談 8㈯･19㈬ 10:00 ～12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：8㈯市役所1階多目的スペース、
19㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課☎22-9282

登記相談 12㈬ 10:00 ～12:00 司法書士、土地家屋調査士

家庭内困りごと相談 16㈰ 13:30 ～16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は5月6日㈭～

税金なんでも相談 13㈭ 13:30 ～15:30 税理士

不動産相談 5月はありません 宅建協会員

行政書士専門相談 19･26㈬ 10:00 ～12:00 行政書士

外国人向け行政書士相談 12㈬ 10:00 ～12:00 行政書士 国際政策課☎22-9327

FPによる納税相談 23㈰ 9:00 ～12:00
13:00 ～16:00 ファイナンシャルプランナー（FP） 納税課☎22-9444

交通事故相談 11･25㈫ 10:00 ～15:00 交通事故相談員　 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 14㈮ 10:00 ～15:00 人権擁護委員　※予約不要場所：市役所6階 相談室6a
人権・男女共同参画課
☎22-9292

こころの相談 25㈫ 10:00 ～11:30 精神科医師 福祉課☎22-9629

心配ごと相談（生活全般） 18㈫ 10:00 ～15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※18㈫は電話相談可（30分以内） 社会福祉協議会☎22-9501

11･25㈫ 13:00 ～15:00

精神保健福祉相談 5月はありません
精神科医師
場所：県南健康福祉センター
※保健師相談は随時受付

県南健康福祉センター
☎22-6192

女性のための心の相談 24㈪ 13:30 ～16:15 女性のカウンセラー
人権・男女共同参画課
☎22-8078（4月）
☎22-9296（5月以降）

創業・経営・キャリア・
クラウドファンディング相談 1･15㈯ 9:00 ～12:00 中小企業診断士、ビジネスコーチ※日程変更可 工業振興課☎22-9396

※
要
予
約

◎
弁
護
士
相
談
（
面
談
）

名称 期日 時間 相談相手・場所など
※場所記載がない場合は市役所

問合せ
※訴訟・調停中の方は受付不可

法律相談 16㈰ 9:30 ～12:30 場所：予約時に確定※予約は5月6日㈭～ 市民生活安心課☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 28㈮ 10:00 ～12:00 ※女性の弁護士
人権・男女共同参画課
☎22-8078（4月）
☎22-9296（5月以降）

心配ごと相談（生活全般） 11･25㈫ 10:00 ～12:00 場所：社会福祉協議会※心配ごと相談員が2人同席 社会福祉協議会☎22-9501

法律とこころの相談 13㈭ 10:00 ～12:00 ※保健師1人同席 福祉課☎22-9629

名称 時間 問合せ

市民相談 8:30 ～ 17:15
市民生活安心課☎22-9282

被害者相談 8:30 ～ 17:15

消費生活相談 9:00 ～ 15:00
※水曜休み 消費生活センター☎22-3711

家庭児童相談 9:00 ～ 17:00 子育て家庭支援課☎22-9626

ひとり親家庭相談 9:00 ～ 17:00
子育て家庭支援課☎22-9627

婦人相談 9:00 ～ 17:00

DV相談 9:00 ～ 17:00 配偶者暴力相談支援センター☎22-9602

青少年相談
面談　※要予約
9:00 ～ 17:00 青少年相談室☎25-4002
電話相談
10:00 ～ 17:00 ☎25-4006　※土日も受付

こころのダイヤル
9:00 ～ 17:00
※第2･4水曜日
9:30 ～ 11:30は

医療相談

県精神保健福祉センター
☎028-673-8341

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
◎
通
常
相
談
（
電
話
相
談
）

5
名称 時間 問合せ

県民相談 9:00 ～ 16:00 小山県民相談室☎22-9164

労働相談 8:30 ～ 17:15 小山労政事務所☎22-4032

シニアの社会参加
相談 8:30 ～ 17:15

高齢生きがい課
☎22-9852（4月）
☎22-9617（5月以降）

認知症相談 8:30 ～ 17:15
高齢生きがい課
☎22-9648（4月）
☎22-9853（5月以降）

ひきこもり相談 8:30 ～ 17:15 福祉課ひきこもり相談支援室☎22-9858

障がいのある方
向け相談 8:30 ～ 17:15

小山市障がい児者基幹相談
支援センター☎23-5050
FAX 29-6090
小山市地域生活支援拠点
☎39-6088　FAX 39-6188

外国人ふれあい
子育てサロン 8:30 ～ 17:15 小山市国際交流協会☎23-1042

外国人相談 9:00 ～ 17:00 多文化共生総合支援センター☎22-9439
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6(木）・10(月）・17(月）・24(月）・27(木）・31(月）
※小山・間々田・桑分館は 3(月）～ 5(水）も休館

中央図書館ホームページをご覧ください。

「目標12 つくる責任つかう責任」 本は中央図書館で所蔵しています。
『捨てられる食べものたち
食品ロス問題がわかる本』
井出　留美/著  matsu/絵  旬報社

　「食品ロス」の問題を、ふり
がな付きのやさしい言葉とイ
ラストで、大人にも子どもに
もわかりやすく解説します。
捨てられる食べ物を減らすた
めに、できることから取り組
んでみませんか。

『ゼロ・ウェイスト・ホーム
ごみを出さないシンプルな暮らし』

ベア・ジョンソン/著  服部　雄一郎/訳

KTC中央出版

　「5つのR（断る・減らす・繰り返し使う・
リサイクルする・堆肥化）」の実践により
ごみ量年間1リットルの生活を達成した
著者のライフスタイルを紹介しています。
ごみ削減のために暮らしの中で取り入れ
たい知恵がたくさんつまった一冊です。

　図書館の仕事や本について学び、「子ども司書」としてまわりの友達
や家族に読書の楽しさを伝えてみませんか？
対　象　市内在住の小学校・義務教育学校5・6年生（先着16人）
日　時　5月16日、6月6日・20日、7月4日・18日、8月1日・22日、
　　　　9月5日（各日曜日）9時30分～11時30分
申　込　4月13日（火）～5月9日（日）に電話

　世界では、限りある資源やエ
ネルギーをたくさん使って多く
の製品や食品を生産し、それら

を大量に消費して生活しています。現在、私たちは地
球1個が作りだしてくれる資源やエネルギーに対して
1.5個分のものを消費していて、このペースが続くと
2030年には地球が2個必要になるといわれています。
このままでは、いつか貴重な資源が枯渇してしまうこ
とはもちろん、廃棄物やその処理による汚染、気候変
動など、環境にも重大な影響を及ぼしてしまいます。
人にも自然にも優しい経済活動を持続していくために
は、再利用できる資源の有効活用や、少ない資源でよ
り多くの良質なものを得られるような生産と消費の仕

目標 12「つくる責任つかう責任」
～資源を守り、持続可能な生産と消費のかたちをつくる～

問 総合政策課
☎ 22-9352

QR

問中央図書館　☎ 21-0750

 5月の休館日

　

 いちおし本 ～ SDGsを詳しく知ろう～

5

　SDGs とは、国連で採択された、すべての国や地域が 2030年までに達成することを
目指して取り組む世界共通の目標のことで、17の目標があります。

　私たちにできること
・マイバックやマイボトルなどを持ち歩く
・使い捨ては使わずものを大切に長く使う
・資源とゴミを分別してリサイクルに取り組む など

 おはなし会
名称（会場） 5月 開始時間

としょかんこども会おはなし会 5日㈬ 15:30
おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 7日㈮ 11:00
ままだ分館おはなしかい(間々田分館) 11日㈫ 15:30
おはなしこんにちは 12日㈬ 10:30
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 15日㈯ 13:30
おこれんのおはなし会 16日㈰ 14:00
おはなしウェンディ0・1・2 19日㈬ 11:00
はなしのこべやおはなしかい 23日㈰ 14:00

※会場の記載が無いものは中央図書館

      移動図書館
「せきれい」巡回日程

      令和3年度
 子ども司書養成セミナー受講者募集

組みが求められています。
　日本のごみ総排出量は減少傾向にありますが、リサ
イクル率は約20％と、50％を超えるドイツやオース
トリアと比べるとかなり低い状況です。さらに、焼却
率は約80％と、世界でトップとなっています。一人
ひとりが、ごみや廃棄物などをなるべく出さない、リ
サイクルを心がけるなど、資源やエネルギーの効率的
な利活用を意識して行動に移すことが重要です。
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家の中に眠る資源を
発掘しよう

一次救急
医療機関

問 環境課　
☎ 22-9286

日 月 火 水 木 金 土
1
③⑥

2 3 4 5 6 7 8
①⑤ ③④ ②⑥ ①⑤ ②⑥ ①④ ③⑤
9 10 11 12 13 14 15
①⑥ ③⑤ ②④ ③⑥ ②④ ①⑤ ③④
16 17 18 19 20 21 22
①⑥ ②⑤ ③④ ②⑥ ③④ ①⑤ ②⑥
23 24 25 26 27 28 29
③⑤ ①④ ②⑥ ③⑤ ②⑥ ③④ ①⑤
30 31
②④ ①⑥

  夜間休日急患診療所
場所 神鳥谷 2251-7
 （健康医療介護総合支援センター内）
 ☎ 39-8880・FAX39-8882
受付 診療終了15分前まで
※内科医等が、小児科の診察を担当することがあり
ますので、事前に電話をしてから来院してください

  休日急患 歯科診療所
場所 神鳥谷 2251-7
 （健康医療介護総合支援センター内）
 ☎ 39-8881・FAX39-8883
日時 日曜・祝日・振替休日・
 年末年始（12/31～1/3）
 10:00～12:00、13:00～16:00
受付 診療終了15分前まで
※夜間休日急患診療所および休日急患歯科診療所の
南側に夜間休日対応の院外薬局（3薬局）があります

日　時 科　目
平日・土曜日 19:00 ～ 22:00

内　科
小児科

日曜・祝日・振替
休日・年末年始
（12/31 ～ 1/3）

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00
18:00 ～ 21:00 

番号 医療機関名 所在地 電話番号

① 石橋総合病院 下野市下古山1-15-4 ☎53-1134
② 小金井中央病院 下野市小金井2-4-3 ☎44-7000
③ 杉村病院 小山市城山町2-7-18 ☎25-5533・5534
④ 小山整形外科内科 小山市雨ケ谷753 ☎31-1331
⑤ 光南病院 小山市乙女795 ☎45-7711
⑥ 野木病院 野木町友沼5320-2 ☎0280-57-1011

受付　土・休日前
 （　　の部分）
　　　17:00 ～翌日 17:00
　　　上記以外　
　　　17:00 ～翌日   9:00

　事前に電話で確認して
ください。医師が交代
で当直制をとっており、
希望する治療が困難な
場合もあります。

  在宅当番医

※在宅当番医は、（一社）小山地区医師会の協力のもと実施しています
問健康増進課　4 月まで ☎ 27-0500
　　　　　　　5 月以降 ☎ 22-9523

5
月

急な発熱・頭をぶつけた・嘔吐、けいれんなど判断に困ったら
とちぎ子ども救急電話相談　#8000

救急車を呼ぶ？病院に行くか？迷ったときは（概ね15歳以上）
とちぎ救急医療電話相談　#7111

（初期）

　4月から新生活をスタートさせた方も多いと思います。この機会にもう一度
資源について見直してみましょう。何気なく捨ててしまっているものの中にも、
活用できるものがあるかもしれません。例えば……

【 紙類 】
　雑誌や書籍以外にも、包装紙やハガキ、
メモ用紙など、紙資源として活用できるも
のは多くあります。細かい紙類をためる保
存袋を用意し、まとめて資源に出す習慣を
始めましょう。

【 食品 】
　乾麺や缶詰を「買いすぎてしまった」、「もらったけ
ど食べきれない」なんてことはありませんか。賞味
期限が 3カ月以上残っていて開封されていないなど、
条件はありますが、フードドライブに提供していただ
ければ、必要な人の手に渡すことができます。
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小山市の新しいキャッチコピー・ロゴが
決定しました！

あなたが思う「小山の小さな自慢」は何ですか？
ロゴはどなたでも自由に
使用することができます。

ロゴを使って、
「小山の小さな自慢」を発信しよう！
※営利目的の使用はできません

災害時の情報発信
■安全安心情報メール
　  touroku@oyama-anshin.jp

■市ホームページのキャッシュサイト
　（市ホームページがつながりにくいとき）
　http://www.city.oyama.tochigi.jp.cache.yimg.jp
■防災行政無線（放送内容を確認するとき）
　☎0180-992-031（自動音声案内）
■ラジオ「おーラジ」FM77.5MHz

小山市公式SNS等
市からのお知らせや役立つ情報・緊急情報を発信しています

納税のお知らせ
カタログポケット
（多言語対応）

facebookTwitter Instagram YouTube

スマホで
広報おやまが読めます
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小山市 LINE はじめます

小山市の新しい

キャッチコピー＆ロゴ

4月号の特集
P2 キャッチコピー＆ロゴ決定

P3 犯罪被害者等支援条例

P4-5 第8次 小山市総合計画

P6-8 令和3年度予算

今すぐ登録！▶

4
2021  No.1336

広 報

小山市役所案内
■電話

　☎ 0285-23-1111（代表）
■住所
　〒323-8686　小山市中央町1-1-1

■ホームページ
　https://www.city.oyama.tochigi.jp/

■開庁時間
　月～金曜日、8:30 ～ 17:15
　（祝日・年末年始を除く）

・市民課業務 延長･休日窓口・　※一部業務のみ
 問市民課 ☎22-9405
・平日延長窓口　※市民課のみ
　火・木曜日 19:00まで

・休日開庁窓口
　（市民課、小山城南出張所☎31-3650）
　第2・4日曜日　8:30 ～ 17:15

・特別開庁日　※市民課のみ
　　4月3日(土）・4月4日(日）　8:30 ～ 17:15

・納税業務 延長･休日窓口・
 問納税課 ☎22-9444
・平日延長窓口
　火･木曜日 19:00まで

・日曜納税相談窓口
　4月25日(日） 8:30 ～17:15（納期直前の日曜日）

今月の表紙

「小さな自慢が、
山ほどあります。」

4月の納期　納期限4月30日㈮

固定資産税・都市計画税
………………1期分
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 新型コロナウイルスワクチン接種が始まります
４月中旬頃に高齢者（65歳以上）の方へ「接種券」と「案内チラシ」を送ります。

※ 6月末までに高齢者（65歳以上）の方全員が2回打てる分量が各自治体に供給される予定です。今後も
ワクチンの供給に合わせて高齢者の方の接種を順次行っていく予定ですので、ご安心ください。

4月中に975人分のワクチンが国より配分されます

（診療科目） 脳神経外科 脳神経内科 一般内科

診療・脳ドックの予約はこちら

TEL 0285-25-5500
お気軽にお電話ください。

頭痛外来
認知症外来

脳卒中
脳腫瘍
生活習慣病外来
高血圧・高脂血症・高尿酸血症・糖尿病
禁煙外来

栄養士による食事相談

外
来
診
療

最新のMRI撮影装置と、テレビモニターを見
ながらの検査で脳ドックが更に進化しました。

脳ドック・人間ドックのお知らせ

アクセス 小山駅東口徒歩1分
栃木県小山市駅東通り1丁目2番43号

インターネット予約
はこちらから

対　象　者  
　ワクチン接種を希望する 65歳以上（昭和32年４月1日以前生まれ）の方
定　　　員  
　975人（各日325人）※定員になり次第、予約締切
接　種　日 
　（接種回数は 2回、3週間を開けて接種）
　① 1回目：4月21日（水）、2回目：5月12日（水）
　② 1回目：4月22日（木）、2回目：5月13日（木）
　③ 1回目：4月24日（土）、2回目：5月15日（土）
時　　　間 
　午後1時～午後5時
会　　　場 
　健康医療介護総合支援センター（新小山市民病院の東側）
予 約 方 法 
　小山市コールセンターへの電話予約またはWeb予約。
　詳細は 4月中旬頃に高齢者（65歳以上）の方へ発送予定の接種券に同封の案内チラシをご確認ください。
　※詳細は「接種券」に同封の「案内チラシ」をご確認ください
　※今後、国の指示やワクチンの配分状況により内容が変更になる場合があります。
◎接種予約、一般的な相談について
小山市新型コロナワクチン予約・相談コールセンター 

 ☎0285-22-9899　8時30分～ 20時

◎新型コロナウイルスワクチン全般について
　厚生労働省電話相談窓口
　☎0120-76-1770　9時～ 21時

◎医学的知見が必要となる専門的な相談について
　栃木県受診・ワクチン相談センター
　☎0570-052-092　24時間

新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合せ

持病のある方は、接種について、事前
にかかりつけ医等にご相談ください！

今後、かかりつけ医での接種も準備中です

４月１６日（金）受付開始予定！
予約にはお手元に
「接種券」が必要です


