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新庁舎5月6日（木）に開庁します

5月号の特集
P2 まちの話題
　    （市民フォーラム、聖火リレー、キッズランド５周年）
P3  特集１：自治会に加入して、まちづくりに参加しよう
P4  特集２：国民健康保険税の計算方法が変わります
P9-16 新庁舎特集（保存版）
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　キッズランドおやまは、皆さまに支えられ、５月で
５周年を迎えます。これまでに 78万人を超える来場
者に楽しんでいただきました。（令和 3年 3月 31日
まで累計 783,971 人）
キッズランドおやま（ロブレビル 5階）
TEL：39-7742
※感染防止対策をして営業中

　聖火が小山市へやってきました。小山市の最終ラン
ナーを務めたのは、小山市在住の諏訪ちひろさんです。
諏訪さんは、伝統技法「下野しぼり」を伝承してきま
した。小山市から全国各地を巡り、聖火の炎は東京へ
と繋がっていきます。

◆来場者 78万人　突破！

キッズランド小山　５周年
◆3月 28日 東京 2020オリンピック聖火リレー

聖火が小山を駆け抜けた！

◆3月 20日 第 1回小山市民フォーラム

市民と市長の対話の場！まちづくりへの思いがここに集う
　「都市と田園が調和した持続可能なまち～あなたが考える田園環境都市小山と
は？～」をテーマに、市民フォーラムを開催しました。
　市長、市民からなる運営委員、参加者 67人、市担当部署が意見交換をしまし
た。参加者の皆さんは、日頃感じている率直な思いを発言しました。浅野市長は
終わりに「今後も市民フォーラムを開催し、市民と行政がパートナーシップを築
くことで、市民が求めるものが実現できるまちづくりを目指したいと思っていま
す。」と締めくくり、有意義な対話フォーラムとなりました。

市民フォーラムは今後も開催します。ぜひ次回の開催の時には多くの参加をお待ちしています。

市民活動をしている方など、いろいろ
な意見が聞けてよかった

もっと発言したいことがあったが、時
間が足りなかった

テーマをしぼり、ワークショップ形式
で開催してほしい

参加者の声

フォーラムでの発言などは、
市ホームページで公開中！
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問市民生活安心課 ☎22-9287

広報紙などの配布 防犯・防災 環境美化 親睦活動

（一財）自治総合センターの
コミュニティ助成事業をご利用ください

自治会の方、コミュニティ組織の方へ

～いざという時に頼りになるのは隣近所です～

自治会に加入して、まちづくりに参加しよう
～いざという時に頼りになるのは隣近所です～

自治会に加入して、まちづくりに参加しよう
自治会では、交流と親睦を深めながら、明るい住みよいまちづくりのための活動をしています。
例えば・・・

自治会に
加入する方法は？

① 住んでいる地域の自治会長さんに連絡
② 自治会長さんが分からない場合は、
　 市民生活安心課に問合せ ☎22-9287

自治会を通して、広報おや
まや地域のお知らせなど
をご家庭に届けています。

防犯パトロール・防災訓練
の実施や、防犯灯の設置・
維持管理をしています。

自治会内の清掃活動や、
ごみステーションの設
置・管理をしています。

運動会やお祭りなど、会
員同士の交流を図る行事
を行っています。

１．助成メニュー
① 一般コミュニティ助成事業
　 （100万円～250万円）

コミュニティ活動に必要な備品等の整備
② コミュニティセンター助成事業

（対象事業費の5分の3以内で上限1500万円）
コミュニティ施設（集会所等）の建設・大規模修繕
※団体の法人化が必要です。

③ 青少年健全育成助成事業
　 （20万円～100万円）

スポーツレクリエーション・文化・学習活動等
のイベント、親子参加のソフト事業

２．事業の実施期間
令和４年度内　※厳守

３．手続きの流れ
① 7月中に本庁舎2階市民生活安心課へ連絡
② 8月末に市が連絡をいただいた団体あてに
　 助成要領を発送
③ 10月中旬に市が取りまとめて申請書提出
④ 令和4.3月末に採択・不採択の連絡

問危機管理課　☎22-9869

自主防災会を設立しませんか？

自治会の方へ

　皆さんは災害に対してどのように備えていますか？
「災害に対する備えが必要と感じながらも、具体的なこ
とは行っていない」そのような人たちも少なくないと
思います。
　市では、災害時に共に助け合うのみならず、普段から
地域社会に根差した防災体制を共に考える組織である

「自主防災会」の設立を推進しています。

問福祉課　☎22-9612

事前に登録することで
災害時に支援を受けやすくなります

災害時に避難支援が必要な方へ

制度をご利用ください
流れ

①自力で避難することが難しい高齢者や障がい者
の方が「避難行動要支援者」として申込・情報提供
同意

②登録情報を、自治会など地域の支援者と
　事前に共有
③災害時の避難誘導・安否確認に役立てます。

自治会 　特集 1
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① 賦課限度額の引上げ

② 国民健康保険税が軽減となる所得基準の見直し
軽減割合 令和２年度 令和３年度
７割軽減 33万円 43万円＋ 10万円×（給与所得者等の数－ 1）

５割軽減 33万円＋ 28.5 万円×被保険者等の数
（※ 1）

43万円＋ 28.5 万円×被保険者等の数＋
10万円× [給与所得者等の数（※ 2）－ 1]

２割軽減 33万円＋ 52万円×被保険者等の数 43万円＋ 52万円×被保険者等の数＋
10万円×（給与所得者等の数－ 1）

（※ 1）国民健康保険の被保険者または同じ世帯内で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方
（※ 2）給与収入または公的年金等の収入のいずれかが一定額を超える方

国民健康保険税の計算方法が変わります 問 市民税課
☎ 22-9426
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国民健康保険税の賦課限度額

85万円

99万円 99万円

令和 2年度

小山市 国

令和 3年度 令和 4年度

93万円 99万円

（万円）
小山市の国民健康保険税の上限額は、
地方税法施行令で定める国の基準額
（99万円）を下回っていましたが、国の
基準額に合わせるよう段階的に引き上
げます。

税制改正により、給与所得控除額・公的
年金等控除額がそれぞれ10万円減少
します。そのため、不利益が生じないよ
う国民健康保険税が減額となる世帯の
所得基準を令和2年度と同様となるよ
うに見直します。

詳細は市のHPを
ご覧ください

軽減判定所得 夫：200万円－ 68万円（※ 3）＝ 132万円　 
 妻：   70 万円－ 55万円（※ 3）＝ 15万円 　　　合計 147万円
被保険者等の数＝ 3人　給与所得者等の数＝ 2人

＜例１＞の軽減判定所得（147万円）≦43万円＋52万円×3＋ 10万円×（2－ 1）＝209万円（2割軽減の式）
　　　　　2 割軽減に該当

軽減判定所得 夫：225万円－ 110万円（※ 4）－ 15万円（※ 5）＝ 100万円　 
 妻：80万円－ 110万円（※ 4）－ 15万円（※ 5）＝ 0円 　　　　合計 100万円
被保険者等の数＝ 2人　給与所得者等の数＝ 2人
＜例2＞の軽減判定所得（100万円）≦43万円＋28.5万円×2＋10万円×（2－1）＝110万円（5割軽減の式）
　　　　 5 割軽減に該当

＜例１＞ 夫婦 2人と子 1人の 3人世帯（全員国民健康保険被保険者）の場合で、夫は給与収入
200万円のみ、妻は給与収入 70万円のみ、子は収入なしの場合

＜例２＞ 夫婦 2人世帯（ともに 66 歳で国民健康保険被保険者）の場合で、夫は公的年金収入
225万円のみ、妻は公的年金収入 80万円のみの場合

（※ 3）給与所得を計算する際に、給与収入の金額に応じて給与所得控除額が差し引かれます。
（※ 4）公的年金等の雑所得を計算する際に、公的年金の収入額及び年齢に応じて公的年金等控除額が差し引かれます。
（※ 5）65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等の雑所得から 15万円を控除した額が軽減判定所得になります。

70万 200万

合計147万

特集 2　税
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7（月）・14（月）・21（月）・24（木）・28（月）

中央図書館ホームページをご覧ください。

「目標13 気候変動に具体的な対策を」 
本は中央図書館で所蔵しています。

『図解でわかる14歳から知る気候変動』　　　　　
インフォビジュアル研究所／著　太田出版

　気候変動が引き起こすこと、いま人類にできる
ことをわかりやすく解説します。豊富なデータと
図解で、気候変動についてしっかり学べます。

『地球に住めなくなる日「気候崩壊」の避けられない真実』
デイビッド・ウォレス・ウェルズ／著　藤井 留美／訳　 NHK出版

　気候変動がもたらす地球と世界への影響・被害を具体的に示し、
近いうちに来るかもしれない最悪の未来に警鐘を鳴らします。気候
崩壊を防ぐために私たちができることは何か、考えさせられる一冊
です。

　現在、世界各地において、こ
れまで経験したことのない猛烈な
台風や局地的豪雨、干ばつなど

の異常気象が発生しており、毎年約2億人もの人々が
被災しています。こうした現象は、私たちの暮らしや経
済活動の中で出される温室効果ガスによる地球温暖化
（特に二酸化炭素が最も影響を及ぼしています）が主な
原因と言われています。
　日本でも、近年、豪雨や過去最大級と呼ばれるよう
な大型台風により、全国各地で甚大な被害が発生して
います。さらに、真夏日や猛暑日の増加により、自然環
境や動植物、農作物にも大きな影響が及んでいます。
　日本は、とても便利な国である一方、二酸化炭素の

目標 13「気候変動に具体的な対策を」
～気候変動やその影響を減らすための対策を実施する～

問 総合政策課
☎ 22-9352

QR

問中央図書館　☎ 21-0750

 6月の休館日

　

 いちおし本 ～ SDGsを詳しく知ろう～

6

　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
・クールビズやウォームビズを実践する
・公共交通機関を利用する
・家電製品は消費電力が少ない（省エネ）タイプの
ものを選ぶ　など

 おはなし会
名称（会場） 6月 開始時間

おはなしウェンディ 2日㈬ 15:30
おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 4日㈮ 11:00
ままだ分館おはなしかい(間々田分館) 8日㈫ 15:30
おはなしこんにちは 9日㈬ 10:30
おはなしウェンディ0・1・2 16日㈬ 11:00
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 19日㈯ 13:30
おこれんのおはなし会 20日㈰ 14:00
はなしのこべやおはなしかい 27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

排出量は世界全体の約3. 4％を占め、中国、アメリカ、
インド、ロシアに次いで世界で５番目に多く、しかも、
そのうちの15.4％は家庭からの排出と言われています。
　これからも、快適な暮らしを送れるよう、将来につな
げられるよう、普段の生活の中で電気・ガス・ガソリン
などの使用量を減らす工夫に取り組むことで、温室効果
ガスの排出を抑えることにつながります。

『ホッキョクグマくん、だいじょうぶ？北極の氷はなぜとける』
ロバート・E・ウェルズ／さく　せな あいこ／やく　評論社

　北極の氷を溶かす地球温暖化はなぜ起こる？北極の氷が溶ける
と地球はどうなる？むずかしい内容もたのしく読める学習絵本の
シリーズです。
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◆対象　市内在住の未就学児
◆応募者資格　父母、祖父母等
◆応募方法　下記①～③のいずれかの方法で、
　必要事項および写真を提出してください。
　①下記二次元コードを読み込み、アクセス。
　②メール：d-promotion@city.oyama.tochigi.jp
　③郵送先：〒323ｰ8686（住所不要）小山市役所
　　シティプロモーション課「すくすく写真館」 係
◆必要事項
　1．応募者の氏名
　2．お子さんの氏名・フリガナ
　3．お子さんとの続柄
　4．住所
　5．電話番号
　6．メールアドレス
　　  ※応募フォームの
　　　  場合のみ必要
※必要事項に不備がある場合、掲載
　できないことがあります。掲載は
　1人1回。受付順に掲載します 山

やまもと
本 菜

な な こ
七子ちゃん（喜沢）

林
はやし 周

しゅう輝
き
ちゃん（西城

南）

太
おお
田
た
 翠
すい
ちゃん（犬塚）

小
お
熊
ぐま
 夢
ゆめ
七
な
ちゃん（羽川）

相談・講座名（詳細は市ＨＰ） 日時 対象 申込

離乳食教室 5月26日㈬
9:30 ～ 11:00

離乳食中期(月齢の目安
は7･8カ月)の児とその
保護者

4月26日㈪8:30 ～
健康増進課☎22-9525

マタニティクラス
（はじめてのきょうだいクラス）

6月3日㈭
9:30 ～ 11:30 妊娠16週以降の妊婦 健康増進課☎22-9527

乳幼児健康相談 6月18日㈮
9:00 ～ 11:00 未就学児とその保護者

5月21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

申込み
フォーム

問 健康増進課／学校教育課

　 　 国分寺特別支援学校「学校説明会」　  　
期　日
　小学部　 ①7月7日(水)、②8月3日(火)、

③10月5日(火)
　中学部　①8月5日(木)、②10月6日(水)
　高等部　 ①7月9日(金)、②9月14日(火)・
　　　　　16日(木)・21日(火)・28日(火)のうち1日、
　　　　　③11月25日(木)　
場　所　同校
申　込　 就学前のお子さま：学校教育課☎22-9676

小・中学生：通学している学校
　　　　問同校☎0285-44-5121

　　 　　　栃木特別支援学校　　 　　　
●学校見学会・体験学習  
内　容　 肢体不自由教育部門の

学校見学会および体験学習
期　日
○学校見学会　7月7日(水)
○体験学習
　小学部　   8月  3日(火)【年長・転入学児対象】
　高等部　  9月10日(金)【中3対象】
　中学部　10月29日(金)【小6対象】
場　所　同校
　　　　問同校 ☎0282-24-7575
●早期教育相談の案内  
内　容　お子さまの発達や養育等の教育相談
日　時　 月曜日から金曜日(祝祭日、長期休業中

を除く)9:00 ～ 16:30
場　所　同校「早期教育相談室 ぽっぽ」
申　込　 ☎0282-24-7575

紹ブラク人 介老
vol.110

健康
メモ

ひとくち

クラブ名のゆらい
　会の名前を「喜望会」とした理由は、とにかく楽しく
老いていこう、未来に夢や希望を持っていける会にしよ
うと決めました。北飯田喜望会は桑地区東部の純農村地
帯にあります。会員は現在２５人で男性１２人、女性１３
人で活動しています。会員のほとんどが現役で仕事をし
ています。

活動内容
　本会の活動は、全員で年間計画を立て活動に繋げてい
ます。春には桜の花見会、世代間交流を目的として地域
の小学生とサツマイモの苗を植え付け、秋にはその収穫
作業を共に楽しんでいます。例年大きなサツマイモを収
穫し、その場で焼き芋やイモの煮つけを味わいます。子
どもたちとの交流は、会員の気持ちも若返って幸せな気
分に浸れます。また秋には、北飯田地区内のバーベキュー
会場で焼きさんまを食するのが恒例となっています。炭
火で味わうさんまは格別です。奉仕作業では、神社や自
治会公民館の清掃を行っています。１月の新年会では、
お茶やビールを飲みながら、カラオケやゲームに興じ、
時間の過ぎるのも忘れて楽しく活動しています。

　昨年は新型コロナウイルス感染予防のため、活動がし
にくい状況ですが、会員の活動意欲はますます旺盛です。
今後年齢を重ねていくごとに元気な高齢者となれたらど
んなにいいだろうと願ってやみません。それを実現する
ための喜望会活動となれるよう、今後も楽しめる魅力あ
る活動を計画し、会員の増加を図っていきます。

会長　柴　　　肇

活動内容・加入の問合せ
桑地区老人クラブ連絡協議会
桑出張所　☎ 22-4545

クラブ名  北
き た い い だ

飯 田 喜
き ぼ う か い

望 会

 ● 5月 31日は何の日かご存じですか？ 
5月 31日は、WHOにより定められた「世界禁煙デー」です。
　厚生労働省は毎年5月31日～6月 6日を「禁煙週間」と
定めています。禁煙に取り組んでみませんか？
　また、禁煙が難しい方も、この機会に「受動喫煙」につい
て考えてみましょう。

 ●受動喫煙とは？ 
　本人は喫煙をしなくても身の回りのたばこの煙を吸ってし
まうことを「受動喫煙」と言います。喫煙者が吸っている煙
だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙に
も、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれて
おり、受動喫煙による健康影響は深刻です。

 ●受動喫煙をなくすために出来ること 
　健康増進法が一部改正されたことで、望まない受動喫煙を
防止するための取組みは、マナーからルールへと変わります。

　全ての人に喫煙禁止場所において喫煙
しない義務、喫煙を希望する際、望まな
い受動喫煙を生じさせないよう周囲の状
況に配慮する義務があります。
　自分や周りの人の健康を守るために、
望まない受動喫煙をなくしましょう。

5月31日「世界禁煙デー」をきっかけに、禁煙や
受動喫煙について考えてみませんか？ 問健康増進課

　☎ 22-9520

受動喫煙のリスク
◆受動喫煙がない人よりも、
　　肺がんに 1.28 倍なりやすい！
　　虚血性心疾患に 1.3 倍なりやすい！
　　脳卒中に 1.24 倍なりやすい！
◆子どもの呼吸器疾患や乳幼児突然死症候群を
　引き起こす
◆妊婦やその周囲の人の喫煙によって、低体重児
　や早産のリスクが上昇する

広報おやま　2021.56
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◆対象　市内在住の未就学児
◆応募者資格　父母、祖父母等
◆応募方法　下記①～③のいずれかの方法で、
　必要事項および写真を提出してください。
　①下記二次元コードを読み込み、アクセス。
　②メール：d-promotion@city.oyama.tochigi.jp
　③郵送先：〒323ｰ8686（住所不要）小山市役所
　　シティプロモーション課「すくすく写真館」 係
◆必要事項
　1．応募者の氏名
　2．お子さんの氏名・フリガナ
　3．お子さんとの続柄
　4．住所
　5．電話番号
　6．メールアドレス
　　  ※応募フォームの
　　　  場合のみ必要
※必要事項に不備がある場合、掲載
　できないことがあります。掲載は
　1人1回。受付順に掲載します 山

やまもと
本 菜

な な こ
七子ちゃん（喜沢）

林
はやし 周

しゅう輝
き
ちゃん（西城

南）

太
おお
田
た
 翠
すい
ちゃん（犬塚）

小
お
熊
ぐま
 夢
ゆめ
七
な
ちゃん（羽川）

相談・講座名（詳細は市ＨＰ） 日時 対象 申込

離乳食教室 5月26日㈬
9:30 ～ 11:00

離乳食中期(月齢の目安
は7･8カ月)の児とその
保護者

4月26日㈪8:30 ～
健康増進課☎22-9525

マタニティクラス
（はじめてのきょうだいクラス）

6月3日㈭
9:30 ～ 11:30 妊娠16週以降の妊婦 健康増進課☎22-9527

乳幼児健康相談 6月18日㈮
9:00 ～ 11:00 未就学児とその保護者

5月21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

申込み
フォーム

問 健康増進課／学校教育課

　 　 国分寺特別支援学校「学校説明会」　  　
期　日
　小学部　 ①7月7日(水)、②8月3日(火)、

③10月5日(火)
　中学部　①8月5日(木)、②10月6日(水)
　高等部　 ①7月9日(金)、②9月14日(火)・
　　　　　16日(木)・21日(火)・28日(火)のうち1日、
　　　　　③11月25日(木)　
場　所　同校
申　込　 就学前のお子さま：学校教育課☎22-9676

小・中学生：通学している学校
　　　　問同校☎0285-44-5121

　　 　　　栃木特別支援学校　　 　　　
●学校見学会・体験学習  
内　容　 肢体不自由教育部門の

学校見学会および体験学習
期　日
○学校見学会　7月7日(水)
○体験学習
　小学部　   8月  3日(火)【年長・転入学児対象】
　高等部　  9月10日(金)【中3対象】
　中学部　10月29日(金)【小6対象】
場　所　同校
　　　　問同校 ☎0282-24-7575
●早期教育相談の案内  
内　容　お子さまの発達や養育等の教育相談
日　時　 月曜日から金曜日(祝祭日、長期休業中

を除く)9:00 ～ 16:30
場　所　同校「早期教育相談室 ぽっぽ」
申　込　 ☎0282-24-7575

紹ブラク人 介老
vol.110

健康
メモ

ひとくち

クラブ名のゆらい
　会の名前を「喜望会」とした理由は、とにかく楽しく
老いていこう、未来に夢や希望を持っていける会にしよ
うと決めました。北飯田喜望会は桑地区東部の純農村地
帯にあります。会員は現在２５人で男性１２人、女性１３
人で活動しています。会員のほとんどが現役で仕事をし
ています。

活動内容
　本会の活動は、全員で年間計画を立て活動に繋げてい
ます。春には桜の花見会、世代間交流を目的として地域
の小学生とサツマイモの苗を植え付け、秋にはその収穫
作業を共に楽しんでいます。例年大きなサツマイモを収
穫し、その場で焼き芋やイモの煮つけを味わいます。子
どもたちとの交流は、会員の気持ちも若返って幸せな気
分に浸れます。また秋には、北飯田地区内のバーベキュー
会場で焼きさんまを食するのが恒例となっています。炭
火で味わうさんまは格別です。奉仕作業では、神社や自
治会公民館の清掃を行っています。１月の新年会では、
お茶やビールを飲みながら、カラオケやゲームに興じ、
時間の過ぎるのも忘れて楽しく活動しています。

　昨年は新型コロナウイルス感染予防のため、活動がし
にくい状況ですが、会員の活動意欲はますます旺盛です。
今後年齢を重ねていくごとに元気な高齢者となれたらど
んなにいいだろうと願ってやみません。それを実現する
ための喜望会活動となれるよう、今後も楽しめる魅力あ
る活動を計画し、会員の増加を図っていきます。

会長　柴　　　肇

活動内容・加入の問合せ
桑地区老人クラブ連絡協議会
桑出張所　☎ 22-4545

クラブ名  北
き た い い だ

飯 田 喜
き ぼ う か い

望 会

 ● 5月 31日は何の日かご存じですか？ 
5月 31日は、WHOにより定められた「世界禁煙デー」です。
　厚生労働省は毎年5月31日～6月 6日を「禁煙週間」と
定めています。禁煙に取り組んでみませんか？
　また、禁煙が難しい方も、この機会に「受動喫煙」につい
て考えてみましょう。

 ●受動喫煙とは？ 
　本人は喫煙をしなくても身の回りのたばこの煙を吸ってし
まうことを「受動喫煙」と言います。喫煙者が吸っている煙
だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙に
も、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれて
おり、受動喫煙による健康影響は深刻です。

 ●受動喫煙をなくすために出来ること 
　健康増進法が一部改正されたことで、望まない受動喫煙を
防止するための取組みは、マナーからルールへと変わります。

　全ての人に喫煙禁止場所において喫煙
しない義務、喫煙を希望する際、望まな
い受動喫煙を生じさせないよう周囲の状
況に配慮する義務があります。
　自分や周りの人の健康を守るために、
望まない受動喫煙をなくしましょう。

5月31日「世界禁煙デー」をきっかけに、禁煙や
受動喫煙について考えてみませんか？ 問健康増進課

　☎ 22-9520

受動喫煙のリスク
◆受動喫煙がない人よりも、
　　肺がんに 1.28 倍なりやすい！
　　虚血性心疾患に 1.3 倍なりやすい！
　　脳卒中に 1.24 倍なりやすい！
◆子どもの呼吸器疾患や乳幼児突然死症候群を
　引き起こす
◆妊婦やその周囲の人の喫煙によって、低体重児
　や早産のリスクが上昇する
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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 12㈯･16㈬ 10:00 ～12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：12㈯市役所1階 多目的スペース、
16㈬市役所2階 相談室2F

市民生活安心課☎22-9282

登記相談 9㈬ 10:00 ～12:00 司法書士、土地家屋調査士

家庭内困りごと相談 20㈰ 13:30 ～16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は6月1日㈫～

税金なんでも相談 17㈭ 13:30 ～15:30 税理士

不動産相談 1㈫ 9:00 ～12:00 宅建協会員

行政書士専門相談 16･23㈬ 10:00 ～12:00 行政書士

外国人向け行政書士相談 9㈬ 10:00 ～12:00 行政書士 国際政策課
☎22-9327

FPによる納税相談 6月はありません 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 8･22㈫ 10:00 ～14:00 交通事故相談員　※予約不要場所：市役所2階 相談室2F
県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 11㈮ 10:00 ～15:00 人権擁護委員　※予約不要場所：相談室6Ｂ
人権・男女共同参画課
☎22-9292

こころの相談 29㈫ 13:30 ～15:30 精神科医師 福祉課☎22-9629

心配ごと相談 1･15･29㈫ 10:00 ～15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※1･15･29㈫は電話相談可（30分以内）社会福祉協議会☎22-95018･22㈫ 13:00 ～15:00

精神保健福祉相談 29㈫ 13:30 ～15:30
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 28㈪ 13:30 ～16:15 女性のカウンセラー 人権・男女共同参画課
☎22-9296

創業・経営・キャリア・
クラウドファンディング相談 5･19㈯ 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 20㈰ 9:30 ～12:30 場所：予約時に確定※予約は6月1日㈫～ 市民生活安心課☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 6月はありません ※女性の弁護士 人権・男女共同参画課
☎22-9296

心配ごと相談 8･22㈫ 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 3㈭ 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 8:30 ～ 17:15 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
）

6
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☎22-9617

認知症相談 8:30 ～ 17:15 高齢生きがい課☎22-9853

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（スペイン語・ポ
ルトガル語）
☎22-9678（英語）



保存版

5月6日
小山市役所新庁舎 開庁

住　　所
〒323-8686
栃木県小山市中央町 1-1-1

開庁時間

電話番号 0285-23-1111（代表）
月曜日～金曜日
8時 30 分～ 17 時 15 分

●新庁舎概要
構　　造：鉄骨造（免震構造）
階　　数：地上８階
建築面積：2,972.18㎡
延床面積：19,892.39㎡
最高高さ：33.65 ｍ

外壁は思川桜の濃いピンクをイメージした色合いに
なっています

窓口が新庁舎に集約されます

保健福祉センター・文化センター・小山市水道庁
舎にあった窓口が新庁舎へ移転します。

※ P9-16 は取り出して保存できます
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　旧庁舎は、昭和 39年に建設され、耐震強度不足と判定されていたことから、市
民・学識経験者・議会のご意見をいただき対応を検討し、平成 29年 3月に「建替え」
と決定いたしました。
　以降、詳細な計画・設計を進め、令和元年８月に工事に着手し、コロナ禍の中、
細心の注意を図りながら、令和3年 3月 12日に完成し、5月 6日に開庁を迎えます。
　新庁舎は、免震構造や無天井化により災害に強い防災拠点となるもので、また、
内部に大きな吹き抜け空間を創出することにより、明るく開放的な庁舎となってい
ます。『夢・未来あふれる“新しい時代の行政創り”の中枢拠点』として、市民サー
ビスのより一層の向上と、行政事務の効率化を進めてまいりますので、ぜひ一度足
をお運びいただき、小山市の未来に向けた新しい庁舎を体感してください。

新庁舎開庁にあたって 
市長あいさつ

浅野正富 市長

❶安全安心な庁舎

庁舎の特徴

　免振構造やエネルギーの
バックアップ設備を備え、
災害発生時にも活動拠点施
設として機能を維持できま
す。また、個人情報を適切
に管理できるセキュリティ
の高い庁舎です。

➋便利な庁舎
　市民の方の利用が多い窓
口は 1～３階に集約し、ス
ムーズな窓口サービスを行
います。

　市の歴史や文化をアピー
ルする情報展示スペースが
あります。１階ラウンジは
御殿広場と連動し活用でき
る多目的スペースとなって
います。

❸まちの魅力を
　発信する庁舎

➍人と環境に
　やさしい庁舎
　ローカウンターの窓口の
採用、わかりやすい標識に
より、誰もが利用しやすい
庁舎です。自然彩光、自然
換気、雨水利用など自然エ
ネルギーを利用しています。

　情報通信技術（ICT）を
活用した市民サービスの利
便性向上、行政事務の効率
化、市民と行政のコミュニ
ケーション活性化を目指し
ます。

　議会フロアは明るく立ち
寄りやすい空間とし、お子
様連れの方や車いす利用の
方も安心して傍聴できるよ
うに議場には親子ルームや
車いす席があります。

❺将来の変化を
　見据えた庁舎

❻開かれた議会

免震装置

自然光を取り入れた
照明
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　新庁舎では、１回の発券で、複数の課を順に回ることができます。来庁した際には、発券機から番号札をお取り
ください。
※このシステムを利用できるのは、1～ 3階の一部の窓口です

メリット
　・現在の混雑状況をインターネットで確認できます
　・自分の順番が近づいたときに電子メールでお知らせするサービスがあります（要登録）
　　→混雑時でも、その場で待たずに過ごすことができるようになります

窓口の受付方法が変わります

利用の流れ

発券

待機 案内書
お渡し

呼出 到着
確認

手続き

発券機の手続きしたい内容のボタンを押して、
「番号札」をお取りください。

待合の大型ディスプレイやカウ
ンターの呼出モニターで呼出状
況をご確認ください。（インター
ネットでも確認可）

その他に訪問する窓口
がある場合、「案内書」
をお渡しします。
「案内書」の順に窓口を
お訪ねください。

次の窓口の発券機に「案内書」にある二次元
コードをかざしてください。
※新たに「番号札」を取る必要はありません

そのまま待合にてお待ちください。
担当職員が順番にご案内します。

カウンターの呼出モニターから
お待ちの番号でお呼びします。

窓口にてお手続きをお済ませく
ださい。

■１つの窓口でお手続きが完了する場合
　→手続き完了
■他の窓口で手続きが必要な場合
　→次の窓口へご案内します（ 5  へ）

＜他の窓口で手続きが必要な場合＞

1

2 5

3 6

4

スタート

次の窓口にて
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　旧庁舎は、昭和 39年に建設され、耐震強度不足と判定されていたことから、市
民・学識経験者・議会のご意見をいただき対応を検討し、平成 29年 3月に「建替え」
と決定いたしました。
　以降、詳細な計画・設計を進め、令和元年８月に工事に着手し、コロナ禍の中、
細心の注意を図りながら、令和3年 3月 12日に完成し、5月 6日に開庁を迎えます。
　新庁舎は、免震構造や無天井化により災害に強い防災拠点となるもので、また、
内部に大きな吹き抜け空間を創出することにより、明るく開放的な庁舎となってい
ます。『夢・未来あふれる“新しい時代の行政創り”の中枢拠点』として、市民サー
ビスのより一層の向上と、行政事務の効率化を進めてまいりますので、ぜひ一度足
をお運びいただき、小山市の未来に向けた新しい庁舎を体感してください。

新庁舎開庁にあたって 
市長あいさつ

浅野正富 市長

❶安全安心な庁舎

庁舎の特徴

　免振構造やエネルギーの
バックアップ設備を備え、
災害発生時にも活動拠点施
設として機能を維持できま
す。また、個人情報を適切
に管理できるセキュリティ
の高い庁舎です。

➋便利な庁舎
　市民の方の利用が多い窓
口は 1～３階に集約し、ス
ムーズな窓口サービスを行
います。

　市の歴史や文化をアピー
ルする情報展示スペースが
あります。１階ラウンジは
御殿広場と連動し活用でき
る多目的スペースとなって
います。

❸まちの魅力を
　発信する庁舎

➍人と環境に
　やさしい庁舎
　ローカウンターの窓口の
採用、わかりやすい標識に
より、誰もが利用しやすい
庁舎です。自然彩光、自然
換気、雨水利用など自然エ
ネルギーを利用しています。

　情報通信技術（ICT）を
活用した市民サービスの利
便性向上、行政事務の効率
化、市民と行政のコミュニ
ケーション活性化を目指し
ます。

　議会フロアは明るく立ち
寄りやすい空間とし、お子
様連れの方や車いす利用の
方も安心して傍聴できるよ
うに議場には親子ルームや
車いす席があります。

❺将来の変化を
　見据えた庁舎

❻開かれた議会

免震装置

自然光を取り入れた
照明
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窓口・情報展示スペースフロア

窓口フロア

保健センター・執務フロア

1F

2F

3F

▼おむつ替え・授乳室（１F・3F）
▼キッズスペース（１F・3F）
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執務フロア

執務フロア

執務フロア

議会フロア

4F

5F

6F

7F
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広報おやま　2021.514

１階
市民課
庶務係 0285-22-9402
窓口係　　　 0285-22-9405
戸籍係　　　 0285-22-9404
マイナンバーカード窓口 0285-22-9814
国保年金課
国民健康保険係 0285-22-9414
国民年金係 0285-22-9416
後期高齢者医療係 0285-22-9413
特定健診推進係 0285-22-9418
納税課
納税管理係 0285-22-9442
徴収支援係 0285-22-9449
徴収対策班 0285-22-9444
出納室
審査係 0285-22-9452
出納係 0285-22-9453
小山市納税催告センター 0285-22-9805
外国人相談室１
（スペイン語・ポルトガル語） 0285-22-9439

外国人相談室２（英語） 0285-22-9678

２階
資産税課
土地係 0285-22-9436
家屋係 0285-22-9434
市民税課
市税管理係 0285-22-9426
市民税第一係 0285-22-9422
市民税第二係 0285-22-9424
福祉課
福祉管理係 0285-22-9612
障がい福祉係 0285-22-9624
障がい支援係 0285-22-9629
保護室　保護第一係 0285-22-9622
保護室　保護第二係 0285-22-9623
ひきこもり相談支援室 0285-22-9858
小山市障がい児者基幹支援センター 0285-23-5050
環境課
環境政策係 0285-22-9290
ごみ減量対策係 0285-22-9286
環境保全係 0285-22-9284
国際政策課
多文化共生推進係 0285-22-9278
交流推進係 0285-22-9829
市民生活安心課
市民協働係 0285-22-9287
施設整備係 0285-22-9279
市民安全相談係 0285-22-9282
交通対策係 0285-22-9283
上下水道お客さまセンター 0285-23-0368

３階
子育て家庭支援課
子育て政策係 0285-22-9604
家庭支援係 0285-22-9634
子ども家庭相談係 0285-22-9854
家庭児童相談窓口 0285-22-9626
婦人相談窓口 0285-22-9627
こども課
幼保係 0285-22-9614
保育食育指導係 0285-22-9649
学童保育係 0285-22-9638
保育施設係 0285-22-9639
高齢生きがい課
生きがい推進係 0285-22-9617
高齢支援係 0285-22-9541
介護認定審査係 0285-22-9542
地域支援係 0285-22-9616
在宅医療介護連携係 0285-22-9853
健康増進課
健康増進係 0285-22-9526
新型コロナウイルスワクチン
接種対策チーム 0285-22-9532

健診推進係 0285-22-9522
地域医療推進係 0285-22-9523
母子健康係 0285-22-9525
成人健康係 0285-22-9520
母子健康包括支援センター 0285-22-9527
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

４階
建築指導課
建築指導係 0285-22-9233
審査係 0285-22-9232
開発指導係 0285-22-9234
空き家対策係 0285-22-9824
都市計画課
都市政策係 0285-22-9203
事業推進係 0285-22-9373
新交通・コミュニティバス推進係 0285-22-9293
公園緑地課
緑化推進係 0285-22-9881
公園整備係 0285-22-9886
公園管理係 0285-22-9877
市街地整備課
思川西部・粟宮地区支援係 0285-22-9382
東部地区支援係 0285-22-9386
粟宮新都心推進係 0285-22-9387
地籍対策係 0285-22-9568
まちづくり推進課
まちづくり推進係 0285-22-9337
まちなか再生推進係 0285-22-9357
再開発推進係 0285-22-9371
建築課
住宅管理係 0285-22-9212
建築第一係 0285-22-9214
建築第二係 0285-22-9215
設備係 0285-22-9216
治水対策課
建設総務係 0285-22-9204
排水強化企画係 0285-22-9328
排水強化整備係 0285-22-9329

小山市役所代表電話　　 　　　　0285-23-1111
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道路課
管理用地係 0285-22-9225
整備第一係 0285-22-9226
整備第二係 0285-22-9227
保全維持係 0285-22-9228
上下水道総務課
総務係 0285-24-7614
経理係 0285-24-7611
営業推進係 0285-24-7612
上下水道施設課
計画係 0285-24-7617
水道工務係 0285-24-7615
水道施設係 0285-24-7616
下水道工務係 0285-24-7807
下水道施設係 0285-24-7613

５階
教育総務課
総務政策係 0285-22-9644
教育政策係 0285-22-9646
小中一貫政策推進係 0285-22-9658
学校支援係 0285-22-9642
学校教育課
学務管理係 0285-22-9632
食育推進係 0285-22-9653
教育指導係 0285-22-9655
児童生徒指導係 0285-22-9676
教育研究所 0285-22-9633
生涯学習課
生涯学習係 0285-22-9665
人権教育係 0285-22-9663
青少年係 0285-22-9671
文化振興課
文化振興係 0285-22-9662
歴史のまち推進係 0285-22-9659
文化財係 0285-22-9669
工業振興課
工業振興係 0285-22-9399
結城紬振興係 0285-22-9397
企業誘致・工業団地開発推進係 0285-22-9396
商業観光課
観光まちづくり係 0285-22-9273
商業振興係 0285-22-9275
まちなか商業推進係 0285-22-9272
ブランド創生推進係 0285-22-9317
農村整備課
管理指導係 0285-22-9262
環境整備係 0285-22-9263
農道整備係 0285-22-9264
日本型直接支払推進係 0285-22-9266
ほ場整備係 0285-22-9265
国営栃木南部地区推進室 0285-22-9821
農政課
農政・食育係 0285-22-9255
農業振興・6次産業化推進係 0285-22-9254
生産振興係 0285-22-9252
環境創造型農業推進係 0285-22-9269
鳥獣対策係 0285-22-9807
農業委員会事務局
農地調整係 0285-22-9243
農政対策係 0285-22-9242
農地利用最適化推進係 0285-22-9861

情報政策課
ICT 推進係 0285-22-9343
情報システム係 0285-22-9342
土地開発公社 0285-22-9394
６階
秘書課 0285-22-9303
シティプロモーション課
シティプロモーション係 0285-22-9353
移住定住推進係 0285-22-9376
総合政策課
企画政策係 0285-22-9352
政策調整係 0285-22-9355
財政課 0285-22-9333
自然共生課 0285-22-9354
人権・男女共同参画課
人権推進係 0285-22-9292
男女共同参画係 0285-22-9296
職員課
職員係 0285-22-9362
給与厚生係 0285-22-9363
行政総務課
行政総務係 0285-22-9313
法務係 0285-22-9314
統計係 0285-22-9312
行政改革課
公共施設マネジメント係 0285-22-9828
行政経営係 0285-22-9315
管財課
工事契約係 0285-22-9323
物品契約係 0285-22-9325
工事検査担当 0285-22-9308
本庁舎整備係 0285-22-9347
管理運用係 0285-22-9322
危機管理課
防災企画係 0285-22-9869
危機管理係 0285-22-9879

７階
議事課
庶務係 0285-22-9462
議事調査係 0285-22-9463
監査委員事務局　   0285-22-9472
選挙管理委員会　   0285-22-9481
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１階
市民課
庶務係 0285-22-9402
窓口係　　　 0285-22-9405
戸籍係　　　 0285-22-9404
マイナンバーカード窓口 0285-22-9814
国保年金課
国民健康保険係 0285-22-9414
国民年金係 0285-22-9416
後期高齢者医療係 0285-22-9413
特定健診推進係 0285-22-9418
納税課
納税管理係 0285-22-9442
徴収支援係 0285-22-9449
徴収対策班 0285-22-9444
出納室
審査係 0285-22-9452
出納係 0285-22-9453
小山市納税催告センター 0285-22-9805
外国人相談室１
（スペイン語・ポルトガル語） 0285-22-9439

外国人相談室２（英語） 0285-22-9678

２階
資産税課
土地係 0285-22-9436
家屋係 0285-22-9434
市民税課
市税管理係 0285-22-9426
市民税第一係 0285-22-9422
市民税第二係 0285-22-9424
福祉課
福祉管理係 0285-22-9612
障がい福祉係 0285-22-9624
障がい支援係 0285-22-9629
保護室　保護第一係 0285-22-9622
保護室　保護第二係 0285-22-9623
ひきこもり相談支援室 0285-22-9858
小山市障がい児者基幹支援センター 0285-23-5050
環境課
環境政策係 0285-22-9290
ごみ減量対策係 0285-22-9286
環境保全係 0285-22-9284
国際政策課
多文化共生推進係 0285-22-9278
交流推進係 0285-22-9829
市民生活安心課
市民協働係 0285-22-9287
施設整備係 0285-22-9279
市民安全相談係 0285-22-9282
交通対策係 0285-22-9283
上下水道お客さまセンター 0285-23-0368

３階
子育て家庭支援課
子育て政策係 0285-22-9604
家庭支援係 0285-22-9634
子ども家庭相談係 0285-22-9854
家庭児童相談窓口 0285-22-9626
婦人相談窓口 0285-22-9627
こども課
幼保係 0285-22-9614
保育食育指導係 0285-22-9649
学童保育係 0285-22-9638
保育施設係 0285-22-9639
高齢生きがい課
生きがい推進係 0285-22-9617
高齢支援係 0285-22-9541
介護認定審査係 0285-22-9542
地域支援係 0285-22-9616
在宅医療介護連携係 0285-22-9853
健康増進課
健康増進係 0285-22-9526
新型コロナウイルスワクチン
接種対策チーム 0285-22-9532

健診推進係 0285-22-9522
地域医療推進係 0285-22-9523
母子健康係 0285-22-9525
成人健康係 0285-22-9520
母子健康包括支援センター 0285-22-9527
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

４階
建築指導課
建築指導係 0285-22-9233
審査係 0285-22-9232
開発指導係 0285-22-9234
空き家対策係 0285-22-9824
都市計画課
都市政策係 0285-22-9203
事業推進係 0285-22-9373
新交通・コミュニティバス推進係 0285-22-9293
公園緑地課
緑化推進係 0285-22-9881
公園整備係 0285-22-9886
公園管理係 0285-22-9877
市街地整備課
思川西部・粟宮地区支援係 0285-22-9382
東部地区支援係 0285-22-9386
粟宮新都心推進係 0285-22-9387
地籍対策係 0285-22-9568
まちづくり推進課
まちづくり推進係 0285-22-9337
まちなか再生推進係 0285-22-9357
再開発推進係 0285-22-9371
建築課
住宅管理係 0285-22-9212
建築第一係 0285-22-9214
建築第二係 0285-22-9215
設備係 0285-22-9216
治水対策課
建設総務係 0285-22-9204
排水強化企画係 0285-22-9328
排水強化整備係 0285-22-9329

小山市役所代表電話　　 　　　　0285-23-1111
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道路課
管理用地係 0285-22-9225
整備第一係 0285-22-9226
整備第二係 0285-22-9227
保全維持係 0285-22-9228
上下水道総務課
総務係 0285-24-7614
経理係 0285-24-7611
営業推進係 0285-24-7612
上下水道施設課
計画係 0285-24-7617
水道工務係 0285-24-7615
水道施設係 0285-24-7616
下水道工務係 0285-24-7807
下水道施設係 0285-24-7613

５階
教育総務課
総務政策係 0285-22-9644
教育政策係 0285-22-9646
小中一貫政策推進係 0285-22-9658
学校支援係 0285-22-9642
学校教育課
学務管理係 0285-22-9632
食育推進係 0285-22-9653
教育指導係 0285-22-9655
児童生徒指導係 0285-22-9676
教育研究所 0285-22-9633
生涯学習課
生涯学習係 0285-22-9665
人権教育係 0285-22-9663
青少年係 0285-22-9671
文化振興課
文化振興係 0285-22-9662
歴史のまち推進係 0285-22-9659
文化財係 0285-22-9669
工業振興課
工業振興係 0285-22-9399
結城紬振興係 0285-22-9397
企業誘致・工業団地開発推進係 0285-22-9396
商業観光課
観光まちづくり係 0285-22-9273
商業振興係 0285-22-9275
まちなか商業推進係 0285-22-9272
ブランド創生推進係 0285-22-9317
農村整備課
管理指導係 0285-22-9262
環境整備係 0285-22-9263
農道整備係 0285-22-9264
日本型直接支払推進係 0285-22-9266
ほ場整備係 0285-22-9265
国営栃木南部地区推進室 0285-22-9821
農政課
農政・食育係 0285-22-9255
農業振興・6次産業化推進係 0285-22-9254
生産振興係 0285-22-9252
環境創造型農業推進係 0285-22-9269
鳥獣対策係 0285-22-9807
農業委員会事務局
農地調整係 0285-22-9243
農政対策係 0285-22-9242
農地利用最適化推進係 0285-22-9861

情報政策課
ICT 推進係 0285-22-9343
情報システム係 0285-22-9342
土地開発公社 0285-22-9394
６階
秘書課 0285-22-9303
シティプロモーション課
シティプロモーション係 0285-22-9353
移住定住推進係 0285-22-9376
総合政策課
企画政策係 0285-22-9352
政策調整係 0285-22-9355
財政課 0285-22-9333
自然共生課 0285-22-9354
人権・男女共同参画課
人権推進係 0285-22-9292
男女共同参画係 0285-22-9296
職員課
職員係 0285-22-9362
給与厚生係 0285-22-9363
行政総務課
行政総務係 0285-22-9313
法務係 0285-22-9314
統計係 0285-22-9312
行政改革課
公共施設マネジメント係 0285-22-9828
行政経営係 0285-22-9315
管財課
工事契約係 0285-22-9323
物品契約係 0285-22-9325
工事検査担当 0285-22-9308
本庁舎整備係 0285-22-9347
管理運用係 0285-22-9322
危機管理課
防災企画係 0285-22-9869
危機管理係 0285-22-9879

７階
議事課
庶務係 0285-22-9462
議事調査係 0285-22-9463
監査委員事務局　   0285-22-9472
選挙管理委員会　   0285-22-9481



不要備品の即売会を実施します
問管財課　☎ 22-9322

新庁舎移転に伴い、不要となる旧庁舎で使用していた机・イス・キャビネット等の備品の即売会を実施します。
参加者には予約した時間帯に庁舎内をご確認いただき、希望する備品を選んでいただきます。
買い取った備品は、当日予約した時間内に個人・事業者で搬出運搬を行ってください。

場所 小山市役所　旧庁舎
対象 小山市民、小山市に事業所を有する事業者
定員 先着８０組　庁舎内に入れるのは、
　　　  １組４人まで
料金 備品１つにつき一律１００円（予定）
申込方法　 電話予約
　　　　　（希望時間帯・住所・名前・連絡先）
申込期間　５月７日（金）～５月１４日（金）
　　　　　平日９時～１７時まで

※残存状況は事前に小山市ホームページ掲載予定
※残存状況のお問合せはご遠慮ください

不要備品の即売会　～旧庁舎の備品売ります！～

日付 時間帯 枠番号

5月22日（土）

  9 時 00分～ 10時 15分 ①
10時 30分～ 11時 45分 ②
13時 00分～ 14時 15分 ③
14時 30分～ 15時 45分 ④
16時 00分～ 17時 15分 ⑤

5月23日（日）

  ９時 00分～ 10時 15分 ⑥
10時 30分～ 11時 45分 ⑦
13時 00分～ 14時 15分 ⑧
14時 30分～ 15時 45分 ⑨
16時 00分～ 17時 15分 ⑩

※ 希望する時間帯を事前に必ず電話予約してください。各
時間帯ごとの予約が上限数に達している場合には別時間
帯での予約をお願いします。

旧庁舎解体・駐車場整備
令和３年５月６日（木）　新庁舎開庁

令和３年度中　旧庁舎解体開始

旧庁舎解体後、駐車場整備

　新庁舎の入口は南側と北側（御殿広場
側）になります。
　お車で来庁される場合は、市役所西側
駐車場をご利用ください。新庁舎付近の
駐車場は身体が不自由な方・妊娠中の方
のみご利用いただけます。ご理解ご協力
をお願いします。

庁舎入口・駐車場のご案内

優先駐車場

西側駐車場

別館

文化センター

新庁舎旧庁舎

御殿広場

→
小
山
駅

４

N

入 口

入 口

隠れ思川桜を探せ！
　新庁舎のガラスには、衝突防止
のため、思川桜のマークが付いて
います。
10枚の花弁のマークがメインです
が、８枚の花弁のマークが庁舎内
に６つあります。
どこにあるかな？

▲花弁８枚

▲花弁 10枚

ミ二情報

広報おやま　2021.516
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お知らせ

都市計画に関する
縦覧・説明会について  

問都市計画課　☎ 22‒9203
　小山市が決定する都市計画の構
想について、皆さまの意見をお聞
きするため、縦覧と説明会を実施
します。構想について意見のある
方は、意見申出書の提出や、公聴
会で公述することができます。

優良運転者を表彰します 

問小山地区交通安全協会
☎ 39‒6615　

【表彰区分】40年、30年、20年
【対象】免許取得日が次の期間の方
40年：  昭和56年3月31日以前
30年： 平成2年4月1日～平成 
　　　　3年3月31日
20年： 平成12年4月1日～平成

13年 3月 31日
※原付、小特、二輪免許を含め、
一番古い取得日が基準
日 時　10月 29日（金）
対 象　
・平成 28 年 4 月 1 日～令和 3
年 3 月 31 日の間、無事故・無
違反である　　
・過去に緑十字銅章以上の交通表
彰を受けていない
・交通法令以外の他の法令に違反
したことがない　　
申 込　
4月 30日（金）～5月 21日（金）
に運転免許証の写し、運転経歴証
明書の原本を提出
提出先
①小山地区交通安全協会
②市役所市民生活安心課
③各出張所

ふれ愛入浴サービス  

問高齢生きがい課　☎ 22‒9617
　高齢者の方や身体に障がいのあ
る方に、介助を伴って入浴のでき
る入浴サービスを提供しています
日 時　毎月第4金曜日　10時

～ 15時
場 所　幸の湯（城山町 2-5-21　

☎ 25-0356）
対 象　① 65 歳以上の高齢者　

②身体に障がいのある方
③上記の介助者

不要になった「鯉のぼり」
ありませんか？

問（一社）小山市観光協会
☎ 30-4772

　観光協会では、毎年４月から５
月にかけて小山総合公園で鯉のぼ
り群遊を行っています。ご家庭で
不要になった鯉のぼりがありまし
たら、ご提供ください。年間を通
して募集中

「令和3年経済センサス‐
活動調査」へのご協力のお願い  

問行政総務課　☎22‒9312
　総務省と経済産業省が、令和3
年 6月 1日現在で実施する調査
です。「統計法」に基づく調査で、
回答する義務があります。調査票
は、都道府県知事が任命した調査
員がお伺いして直接配布するか、
国が郵送します。
調査対象　全国すべての事業所・企業

自動車税（種別割）の
納期限は5月 31日（月）

問栃木県税事務所
☎0282‒23‒3411

　スマートフォン決済アプリ
（PayPay や LINE Pay）で自動車
税種別割が納付できます。心身障

がい者の方に対しては、一定の要
件のもとに減免制度があります。

スポーツ

サイクルイベント
「ぐるとち」開催！ 

問ぐるとち2021実行委員会事務局
☎ 070‒4020‒9498

　5月 23日（日）にサイクルイベ
ント「ぐるとち」が開催されます。
交通規制を行わずに、参加者が交
通ルールを守って行うものです。
日　時　令和3年5月23日（日）　

通過想定時刻：9 時～
11時

ターゲット・バード　
ゴルフ教室

問小山市ターゲット・バード　　
ゴルフ協会

（佐藤☎ 23-2890）
日 時　5月22日・29日　各土

曜日（全2回）
場 所　小山ターゲット・バード　

ゴルフ場
対 象　市内在住・在勤の方
定 員　先着20人
申 込　5月6日（木）～5月14日

（金）平日10時～17時
　　　　  小山市体育協会事務局　

☎30-5856
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第 17回栃木県
 障害者スポーツ大会
　　　　参加選手募集 

問県障害者スポーツ協会　
☎・℻  028‒624‒2761

【募集競技】　
①陸上競技②水泳③フライングディ
スク④卓球⑤サウンドテーブルテニ
ス⑥アーチェリー⑦グランドソフト
ボール⑧車いすバスケットボール⑨
ボッチャ⑩ソフトボール
※競技によって対象は異なります
日 時　9 月 26 日（日）8 時 30

分～ 15時
場 所 栃木県総合運動公園ほか
対 象 県内に在住する12歳以

上の身体・知的・精神
障害者

申 込　福祉課☎22-9624
　　　　　　　℻   24-2370
※学校・施設等に所属する方は、
各所属先へ
5月 12日（水）～6月 3日（木）

募 集

「学びの教室」の
学習支援ボランティア募集

問生涯学習課　☎ 22‒9665
　中学生に対する 5教科の学習
支援
日 時　土曜日の午後約3 時間

（月2回程度）
場 所　中央・大谷・間々田・豊田・

桑・絹公民館、ゆめまち
資 格　教育職員の普通免許状を

有する方
報 酬　1時間700円
申 込　生涯学習課☎22-9665

会計年度任用職員
保育所保育士採用説明会

問こども課　☎ 22‒9649
日 時　5月 29 日（土）10 時～

12時
場 所　こども課
対 象　保育士・小学校教諭・幼

稚園教諭・養護教諭・看
護師・准看護師免許を
持っている方

持ち物　履歴書、保育士証（免許
証）のコピー、筆記用具

申 込　　5月28日（金）まで

活き活き農ライフ
　　　サポーター募集

問農政課　☎ 22‒9254
　農業に興味がある、非農家の方
にサポーターとして登録していた
だき、市内農家の農作業をボラン
ティアで手伝ってもらいます。
対 象　18～70歳（農作業経験

不問）
申 込　申請書（市ホームページ

掲載）を農政課に提出

市営住宅の入居者
　　募集（令和3年度第1回）

問（一社）ハートフル　☎32‒6418
対 象　
　市内在住または通勤者 /現に同
居、または同居しようとする親族
がある方 /現に住宅に困窮してい
る方 /収入が一定基準以下の方 /
地方税を滞納していない方 /暴力
団員でない方
※その他資格や詳細は要問合せ
申 込　5月6日（木）～21日（金）

廃棄物減量化対策
　　推進検討会
　　住民委員の募集

問小山広域保健衛生組合
　建設政策課　☎ 22‒3228

　組合管内の廃棄物減量化の施策
を様々な立場の方と協議しながら
検討していただく住民代表委員を
募集します。
対 象
①小山市に住民登録している 20
歳以上（令和 3年 4月 1日現在）
の方でごみの減量化等に意見をお
持ちの方②年 3回程度、平日昼
間に開催される会議に出席できる方
定 員　2人以内
応募用紙　組合ホームページからダ

ウンロード
申込方法　
①建設政策課に直接持参
②郵送　〒 323-0043　小山市
塩沢604
③℻  　22-3228
④ 　d-kouikiseisaku@city.oyama.tochigi.jp　
申込期間　5月 10日（月）～ 24日

（月）（期間内必着）

保育士再就職支援研修会

問こども課　☎ 22‒9649
日 時　6月2日（水）～4日（金）

9 時30 分 ～11 時30
分　6 月7 日（月）・8日
（火）10時～13時

対 象　保育士資格を有する方、
小学校教諭・幼稚園教
諭・養護教諭の免許を有
する方

申 込　5月28日（金）まで　電話
※託児有（要相談）

小山の花火（分散型）
個人協賛の募集

問商業観光課　☎ 22‒9273
　新型コロナウイルスの影響を受
ける事業者・市民・医療従事者に
エールを贈るため、「おやまサマー
フェスティバル2021第69回小
山の花火」を開催します。
　今年は、打上時間を短縮し、特定
の観覧場所を設けず打上場所を分
散します。

※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（4月13日現在の情報です）
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日 時　8 月21 日（土）20 時～
20時15分（予定）

打ち上げ場所
市内10カ所（予定）※場所は検討中
主 催　おやまサマーフェスティ

バル2021実行委員会
協賛申込
・1口 2,000円～　
・期限：5月31日（月）まで
・受付：市商業観光課、市内各出張
所、市観光協会、小山商工会議所、
間々田商工会、小山市美田商工会、
桑絹商工会

イベント・講座

～子育てをサポートしたい方向け～
子育て支援講座

問小山市ファミリー・サポート・センター
　☎ 24‒1012

日 時　
① 6 月 17 日（木）9 時 30 分～
11時 30分「子どもの遊び」
② 7 月 14 日（水） 9 時 30 分～
11時 30分「保育者としての子
どもの関わりと安全について」
③ 8 月 4 日（水）10 時 30 分～
11時 30分「救命救急」
後期講座3回（詳細は広報8月号
に掲載予定）
場 所　城山サクラ・コモン2階
定 員　各先着15人
申 込　各日程の前日まで

「人権擁護委員の日」
　　　　　　　  特設相談のご案内  

問人権・男女共同参画課
☎ 22‒9292

　毎日の暮らしの中で起こる様ざ
まな問題に、人権擁護委員が相談
に応じます。秘密は守られます。
日 時　6 月 2 日（ 水 ）10 時 ～

15時
場 所　市役所6階 相談室 6a
※予約不要

県主催「とちぎウーマン
応援塾～女性の声で地域を
変えよう～」  受講生募集

問人権・男女共同参画課
☎ 22‒9296

　とちぎウーマン応援塾は、講義
やグループワークを通して、女性
リーダーとして必要な情報やスキ
ルを身につけ、参加者同士のネッ
トワークを広げる場です。
日 時　
7月10日（土）～11月13日（土）
（全7回）13時～ 16時
※第3回 9月 10日（金）のみ13
時 30 分～ 15 時 30 分（オンラ
イン）
場 所　パルティ（とちぎ男女共

同参画センター）宇都宮
市野沢町4-1

対 象　地域活動や社会活動に参
画する意欲のある女性

定 員　20人程度
申 込　
6月 18日（金）まで
申込用紙（パルティホームページ
からダウンロード可）を市の人権・
男女共同参画課へ提出※有料託児
あり1人 1回 500円

家族セミナー
 ひきこもりの方を
　　　持つご家族へ 

問福祉課ひきこもり相談支援室　
☎ 22‒9858

　講師や相談員による、ひきこも
り本人への向き合い方を学んだ
り、同じような悩みを持つご家族
同士の話を聴いたりするセミナー
です。
開催日　※各回30分前より受付　
①6 月 25 日（金）14時～
②7 月 16 日（金）14時～
場　所　新庁舎3 階　大会議室
※第1回・第2回の内容は別です。
2つとも受講してください。詳細
は要問合せ

対 象　ひきこもり本人が小山市
にお住まいの方のご家族

定 員　15人
申 込　第 1回の 2週間前まで

に事前申込
※前日までに面接相談を実施

おやま・まちづくり
出前講座

問生涯学習課　☎ 22‒9665
　市民の皆さまのご要望に応じて
講師が出向きます。
対 象　市内在住等の10人以上

の団体
会 場　市内公共施設・自治会公

民館・企業・個人宅等　
※会場、備品はご準備ください
講師料　無料　（※材料費等かか

る場合あり）

高齢者筋力向上トレーニング　
令和3年度6～8月分募集開始！

問高齢生きがい課地域支援係
☎ 22‒9616

　マシンを使用した筋力トレーニ
ングを行って、健康増進と介護予
防を図ります。※マスクの着用
日 時　毎週木・金曜日　① 9

時 30分～ 11時 30 分
② 11時 30 分～ 13時
30 分③ 13 時 30 分～
15時 30分

場 所　保健福祉センター分室
対 象　65歳以上で、市が定め

る禁止基準に該当しな
い方

定 員　木・金曜日とも 3コー
ス　各コース定員 6人
まで　

料 金　参加費 1,500 円（初回
利用時に徴収）

申 込　5月 17日（月）～電話ま
たは窓口
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information

小山市市民農園体験
水田参加者募集

問農政課　☎ 22‒9254
　手植えによる田植え体験（秋に
稲刈り体験）
日 時　5 月 23 日（日）9 時 ～

10時 30分（予定）　
　　　　※小雨決行、荒天中止
場 所　市民農園内体験水田（道

の駅思川南側）
対 象　市内在住の方
定 員　先着40人まで
料 金　大人2,500円／子供（小

学生）1,000円　
※稲刈り参加費込み
申 込　5月 19日（水）まで
申込方法　電話

令和３年度渡良瀬遊水地ヤナギ・
セイタカアワダチソウ除去作戦

問自然共生課　☎ 22‒9354
　渡良瀬遊水地の貴重な湿地環境
を保全するため、希少植物の生育
に悪影響を与えるセイタカアワダ
チソウ等の抜取り作業を実施（事
前申込不要）。
日 時　※各回30分前より受付
①6月 26日（土）7時 30分～
②9月 11日（土）7時 30分～
③11月 28日（日）9時～
場 所　渡良瀬遊水地第 2調節

池内環境学習フィール
ド3

服装・持ち物　
汚れてもよい服装（長袖・長ズボ
ン・長靴）、軍手

各施設の講座

サンボマスター　
　　　真　感謝祭
～ホール＆レスポンス～

問文化センター　☎ 22‒9552

　人気ロックバンド「サンボマス
ター」の LIVE ツアー。
日 時　6月 11 日（金）開場 18

時　開演19時
場 所　同センター　大ホール
料 金　全席指定　5,500円
　 　5月 8日（土）発売

日本交響楽団　
第16回定期演奏会
リクエストコンサート

問文化センター　☎ 22‒9552
　市民オーケストラ「日本交響楽
団」の16回目のコンサート。曲
目・ベートーヴェン作曲「交響曲
第7番」ほか。
日 時　6月 20日（日）
　　　　開場13時　開演 14時
場 所　同センター大ホール
料 金　全席指定 1,000 円 / 高

校生以下500円
申 込　5月 2日（日）

生涯学習センター
健康セミナーのお知らせ

問生涯学習センター　
☎ 22‒9111

　『何歳になってもストレスのな
いキレイなボディを！』講師：石
崎亜矢子先生
日 時　5月29日（土）15時30
分～ 17時
場 所　同センター　ギャラリー
料 金　500円
定 員　30人
申 込　5月 5日（水）10時受付

開始　電話または窓口

生涯学習センター
からのお知らせ

問生涯学習センター　
☎ 22‒9111

　グランドピアノを弾きません
か？※ベーゼンドルファー
日 時　5月 22日（土）～ 23日

（日）9時～19時

場 所　同センター　音楽ホール
料 金　45分間　1,000円
定 員　1日 11組　計22組
申 込　5月 5日（水）10時
　　　　受付開始　電話か窓口

しらさぎ館前期講座

問しらさぎ館　☎ 38‒6606
　「じゃがまいた歴史講座」「間々
田ひも体験」「男のキッチン」「お
とめふるさと探訪」「セルフリン
パマッサージ」「かぎ針編み」「版
画教室」「パン作り教室」「よせ植
え講座」などの楽しい講座があり
ます。
※詳細はしらさぎ館（コミュニティ
ままだ）ホームページ
申 込　しらさぎ館・5月 10日

（月）～12日（水）

クラフト館ワークショップ教室

問おやま本場結城紬クラフト館
☎ 32‒6477

日　時
①可愛いボトルのハーバリウムを
制作会　５月８日（土）13：30
～　1,200円
②ディンプルアートの小物作
り　5月 22日（土）13：30～　
500円～ 700円
③まゆクラフト「夏リースクレ
マチスを作ろう」　5月 26（水）
10：30～　500円
④お花のシャドーボックス作り　
6月 5日（土）13：30～　1,700
円
※事前予約優先。キャンセルは2
日前まで可。
申 込　5 月 5 日（水）9時～

※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（4月13日現在の情報です）
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インフォメーション

ゆめまちのイベント　　
問ゆめまち　☎ 27‒9935
講　座　名 日　時 料金等

①わくわく
ゆめまち
おはなし会

5/25㈫、6/22㈫、
8/24㈫、9/28㈫
10：30～ 11：30

無料
未就学児対象

②作ろう陶芸教室
全 5回

6 /5 ㈯・6㈰・
18㈮・26㈯、
7/ 4 ㈰

3,000円
（6月 5日に徴収）
エプロン、タオル持参、
汚れてもいい服装で

申 込　①申し込み不要　②5月 16日（日）
　　　　午前9時～　定員8人　

穂積公民館前期講座　　
問穂積公民館　☎ 38‒2004

講　座　名 日　時 料金

①穂積の歴史講座 6/22㈫・29㈫
10：00～ 11：30 無料

②セルフリンパ
マッサージ講座

6/7㈪・21㈪、
7/5㈪・19㈪
14：00～15：30

各回 500円

③フラワー
クラフト講座

6/9㈬・23㈬、
7/14㈬

10:00 ～11:30
各回 1,500円

定 員　各10人
申 込　5月 10日（月）～19日（水）
※定員を超えた場合、抽選

大谷公民館前期講座のご案内　　
問大谷公民館　☎ 28‒0004

講　座　名 日　時 料金
①チャレンジ！
ネクタイリメイク

6/9・16・23　各水曜日
（全3回）9:30～ 11:30 500円

②初心者向け 太極拳
6/14・21・28、7/5
各月曜日（全4回）13:30

～ 15:30
500円

③肩こり・腰痛予防の
ストレッチ＆筋トレ

6/8・15、7/13・20
各火曜日（全4回）13:30

～ 14:30
500円

④筆ペン講座
7/1・8・15・29
各木曜日（全4回）
13:30～ 15:00

無料

⑤キッズ集まれ！
ワクワク教室
※小学生対象

7/27㈫
10:00 ～ 11:30 500円

⑥女性学級
※女性対象

6/8日㈫～（全9回）
9:30～ 11:30 実費

⑦ふれあい学級
※高齢者対象

6/10㈭～（全9回）
9:30～ 11:30 実費

申 込　5月 6日（木）～20日（木）15時
※電話申込不可。定員を超えた場合は抽選

豊田公民館学級・前期講座の案内　　
問豊田公民館　☎ 37‒1002

講　座　名 日　時 料金

① 豊田作楽学級
6/8、7/6、8/10、9/7、
11/9、12/7、1/11、
2/8、3/3　各火曜日

（全9回）3/3のみ木曜日

1,000円
＋実費

②とよだすくすく子
育てくらぶ
※ 0歳～未就学児と
その保護者

6/11、7/9、9/10、
10/8、12/10、1/28　
各金曜日10 ：30～ 11：30

（全 6回）
無料

③ 豊田女性学級
6/26、7/17、8/7、

9/25、10/30、11/20、
12/18、1/22　
各土曜日（全8回）

200円
＋実費

④自宅でできる筋膜
リリース講座

6/9・16・23・30
各水曜日

13：30～ 14：30
（全４回）

1,000円

⑤アメリカン
フラワー講座

7/7・14・21・28　
各水曜日

9：30～ 12：00（全４回）
4,500円
（材料費込）

申 込　5月 14日（金）～28日（金）17時
※先着受付、電話申込不可

マルベリー館　前期講座　　
問マルベリー館　☎ 37‒7588

講　座　名 日　時 料金

①筆ペン
「基本から学ぶ」

6/10・24、7/8・29、
8/5各木曜日

9：00～ 11：30
無料

② 寄せ植え
「多肉植物」

6/23（水）
・午前ｺｰｽ 10：00～
・午後ｺｰｽ 13 ：30 ～

1,500円

③ 桑地区ハイキング
｢古墳と史跡巡り｣

6/20㈰
9 ：00～ 12 ：30 無料

④ ピラティス
｢悪い姿勢の改善｣

6/2・9・16・23・
30、7/14　各水曜日
10:00～ 11:30 

無料

⑤日光街道
小山宿・七福神めぐり

6/27㈰
9 ：00～ 12 ：30 無料

⑥ペーパークラフト
「バックを作る」

6/21・28、7/5・12・19
各月曜日

9：00～ 12：00
5,000円

⑦かんたん整理・収
納術「人生楽しく」

6/18・25、7/2
各金曜日

10：00～ 11：30
無料

⑧ご飯が進む料理
｢和・洋・中・おつまみ｣

6/8・22、7/6・20
各火曜日

9：30～ 12：00
3,800円

申 込　5月 17日（月）～5月 19日（水）



広報おやま　2021.522

一次救急
医療機関

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
③④ ②⑥ ③④ ①⑤ ②⑥

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

  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　☎ 22-9523

6
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）

　栃木県南西部で特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の被害が拡大しています。
幼虫がモモ、スモモ、ウメ、サクラに寄生し（国内における被害は、この 4種に
集中しています）、内部を食い荒らすことで、樹木は最終的に枯れてしまいます。
　小山市内では、令和元年にスモモの木で被害が 1件確認されています。

成虫の特徴
●全体に光沢のある黒色で、胸部
（クビの部分）が赤い
●成虫は 6月から 8月に現れる
●捕まえると刺激臭を発することがある
●体長は 2～ 4cm

クビアカツヤカミキリを
見つけたら…

●発見した場所や日にち、樹木の種類
等を環境課に連絡してください。

●成虫は見つけたら踏みつぶす等して
捕殺してください。

クビアカツヤカミキリに注意
問 環境課　☎ 22-9290

②⑥ ①⑤ ②④ ③⑥
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祝 コウノトリ「ひかる」・「レイ」ペアの
ヒナ誕生！

渡良瀬遊水地人工巣塔に定着している
コウノトリ「ひかる」・「レイ」ペアに、
待望のヒナが誕生しました。
順調に成長すれば、

５月下旬以降に巣立つ見込みです。

※観察は、巣に近づかず、生井桜づつみ堤防上から行いましょう！

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

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

・納税課業務 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
　5月30日(日） 8:30 ～17:15（納期直前の日曜日）

今月の１枚

「コウノトリ
誕生」

5月の納期　納期限5月31日㈪

軽自動車税…………………全期分

撮影：星野義和氏
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内閣官房／新型コロナウイルス感染症対策推進室

「マスク会食」で

守って欲しいこと

感染リスクを下げながら
会食を楽しむ方法

●箸やコップは使いまわさず、
　一人ひとりで

●①少人数・短時間で　
　②なるべく普段一緒にいる人と　
　③深酒・はしご酒はひかえ、適度な酒量で

●座る時は、お互いの正面や
　真横を避け、斜め向かいに

●飲食する時だけマスクを外し、
　会話の際にはマスクを着けて

新型コロナウイルスワクチン
接種に関する問い合わせ先

●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

■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

•広報おやま

•小山市公式ホームページ

•おやま生き生き好齢者応援サイト

問管財課　☎22‒9322

有料広告募集中


