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持続可能なまちづくりへ　予算・事業紹介
予算編成の考え方

主要事業紹介

　令和 4年度当初予算は、市民の「安全・安心な暮らし」

を確保することを最優先に道路・橋梁や公園、学校、保育

所等の公共施設における緊急修繕を含む耐震・長寿命化対

策に取り組むとともに、市民が暮らしやすく今後も住み続

けたいと思えるような、快適で利便性が高く、都市環境と

田園環境が調和したゆとりと潤いのある「田園環境都市小

山」を築くため、「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について、

SDGs との一体化を図りながら、効率的・効果的に推進す

ることができるよう予算を編成しました。

■ ICT利活用事業（ICT: 情報通信技術の略）
2,045 万円　

　市役所庁内業務量の可視化作業の実施や、定型業務の
自動化を行うツールの増設および新庁舎において稼働し
ている窓口番号案内システム機器の増設を行い、ICTの
利活用による行政サービスの向上や業務の効率化を実現
します。

■地区まちづくり推進事業
2,088 万円　

　地区まちづくり条例に基づく協働のまちづくりを推進
するため、地元まちづくり組織（研究会、推進団体）の活
動、「地区まちづくり構想」の作成・実現を支援します。

■認定こども園等施設型給付事業
22億 6,000 万円

　小学校入学前の児童が認定こども園等を利用した場
合に、認定こども園等へ運営費を給付します。令和 4
年度は、ひまわり幼稚園、楠エンゼル幼稚園が認定こ
ども園へ移行します。

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

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

未来を担う次世代の育成と　学び・文化を育むひとづくり
■公立保育所耐震化・長寿命化事業
【新規】2,900 万円

　小山市公共建築物長寿命化計画に基づき、公立保育所
の耐震・長寿命化を図ります。令和4年度は、間々田
北保育所の耐震診断業務委託、やはた保育所の長寿命化
設計業務委託、網戸保育所の屋根改修工事を行います。

■妊産婦健康診査費助成事業
1億 1,033 万円

　妊娠中および出産後の妊産婦健康診査費の一部を助
成します。助成額の上限は、妊婦健診 14 回分（9万
5千円）、産後 1カ月健診 1回分（5千円）で、令和 4
年度より多胎妊娠に伴い妊婦健診 14回分を超えて受
診した場合、5回分（2万 5千円）を助成します。

■大谷地区中心施設整備事業
2億 2,465 万円

　令和4年度より大谷地区中心施設の外構工事、建物本
体工事に着手します。工期は令和4～5年度の2年間
を予定しています。
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■小中義務教育学校施設整備事業（長寿命化含む）
6億 1,972 万円

　学校施設の多くで老朽化が進んでいる中、より安全・
安心な施設の維持管理を行っていくため、修繕および
改修工事等を実施します。令和 4年度は、校舎の屋
上防水工事・長寿命化改修工事に伴う設計業務委託、
屋内運動場の屋根改修工事・照明 LED化工事・空調
機設置工事等を実施します。

■特別保育事業等推進事業
2億 3,000 万円

　保育士等の業務負担軽減を図り、働きやすい環境を
整備するために民間保育所、認定こども園に対し補助
を行います。令和 4年度から、保育士の補助業務を
行う保育補助者の雇上げ費用の補助を開始します。

■栃木国体開催事業
5億円

　9月～ 10月に開催される「いちご一会とちぎ国体」
および「いちご一会とちぎ大会」において、小山市開
催競技の準備・運営および両大会の広報・PR活動を
行います。

■放課後児童健全育成事業
3億 5,300 万円

　保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童に対し、
学童保育館等において授業終了後等に遊びや生活の場
を提供します。令和 4年度は豊田小学童保育館、お
おやこども園学童保育施設が開館します。

■小中義務教育学校パソコン・タブレット端末配置事業
7億 65万円

　児童生徒および教職員が１人１台ずつ使用できるタ
ブレット端末を配備するとともに、校内無線LANや
LTE回線等のネットワーク環境を整備し、校内外問
わず効果的に使用することで、ICTを活用した主体的・
対話的で深い学びの実現、情報活用能力の育成を図り
ます。令和 4年度は、全普通教室に電子黒板を配備
します。

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
■田園環境都市ビジョン策定事業
【新規】1,000 万円　

　都市環境と田園環境が調和した住み続けたいと思え
る「田園環境都市小山」のまちづくりのために、地域
の特性等を調査したうえで、市民や職員を対象に勉強
会やワークショップを開催し、SDGs の実践と一体化
したビジョンを策定します。

■粟宮新都心第一土地区画整理事業
1億 4,000 万円

　粟宮地区の都市計画道路小山野木線沿線において、
組合施行による土地区画整理事業への支援を行うもの
です。令和４年度は、関連事業として下水道、地区外
水路の実施計画を行い、配水管布設事業および組合事
業への負担金を支出します。

■コミュニティバス運営事業費
2億 358万円

　市民の生活の足と交通弱者の移動手段として、路線
バス（14路線）とデマンドバス（5エリア）の運行整備
を行うものです。令和４年度は、間々田線における乗
客の乗り残しと車両の老朽化を解消するため、既存バ
スを大型化する等の利用促進事業を推進します。

■道路・橋梁補修事業（長寿命化含む）
5億 6,750 万円

　市道の安全・安心な利用のため、道路の維持管理と、
大型車の通行が多い道路や幹線道路の計画的な補修を
進めます。橋梁は、定期点検と修繕設計を実施します。
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魅力ある自然環境を守り　伝統を継承するまちづくり

人と自然が共生した　地球にやさしいくらしづくり

■城山（祇園城）公園再整備事業
4億 9,575 万円

　新たな「憩い・集い」の拠点として、城山公園の再
整備を行います。令和４年度は、トイレ改修・サイン
計画等の実施設計と、園内工事を実施します。

■間々田八幡公園改修事業
1億 3,000 万円

　「歴史と文化が織りなす緑の社」をテーマとした基
本設計に基づき、間々田八幡公園の整備を行います。
令和４年度は、敷地造成、園路・遊具・トイレ・照明
等の工事を行います。

■第 4次環境基本計画策定事業
【新規】804万円

　地球温暖化や気候変動などの環境を取り巻く新たな
社会情勢を取り入れた第 4次環境基本計画等を策定
し、環境保全に関する施策を総合的、計画的に推進し
ます。

■環境にやさしい農業推進事業　
1,180 万円

　有機農業を小山市の農業の未来に必要不可欠のもの
と位置づけ、国の事業を活用しオーガニックビレッジ
宣言を目指して有機農業の取組拡大を推進します。ま
た、水生生物の生息地、渡り鳥の休息地となるなつみ
ずたんぼの取組みを支援します。

■公園施設長寿命化対策事業
4,900 万円

　公園施設の更新・修繕を計画的に実施するための第
2期小山市公園施設長寿命化計画を策定します。また、
現計画に基づき、老朽化した遊具や休憩施設などの更
新・修繕を実施します。（祝町公園他10公園）

■生物多様性推進事業
1,056 万円

　市域における生物多様性保全を推進するため、平成
25年 3月に策定した「生物多様性おやま行動計画」
を見直します。

持続可能なまちづくりへ　予算・事業紹介
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市民が生き生き　安全・安心で健康なくらしづくり

■消防署耐震化・長寿命化事業
【新規】2,100 万円

　消防施設を適切に維持管理するために、耐震化・長
寿命化改修工事を実施し、災害活動体制と消防力の強
化を図ります。令和4年度は、間々田分署の耐震診断、
耐震設計、長寿命化設計業務委託を実施します。　

■排水強化対策事業
10億 2,940 万円

　大規模浸水被害対策として、豊穂川・杣井木川流域
の抜本的な排水強化対策を実現させるため、継続して
取り組みます。令和４年度は、豊穂川の河道拡幅・築
堤工事等や小山・栃木排水路河道詳細設計、立木排水
路測量・調査、杣井木川流域の防災集団移転促進事業
を実施するための事業計画、田んぼダム助成に取り組
みます。

■障がい者介護給付事業
26億円

　障がい者福祉サービスのうち、障がい程度が一定以
上の方に、生活上または療養上の必要な介護を行う介
護給付、および身体的または社会的なリハビリテー
ションや就労につながる支援を行う訓練等給付を通じ
て、障がい者の自立や生活を支援します。

■障がい児通所支援事業
10億 5,000 万円

　児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスのうち、
障がい児通所支援や、障がい児相談支援等の給付を通
じて、身近な場所で適切な療育を受けることができる
よう支援します。

■移送サービス
1,346 万円

　高齢者のみの世帯等で、公共交通機関を利用するこ
とが困難な方に対し、タクシー等により自宅と医療機
関、またはいきいきふれあいセンターとの間を送迎し
ます。令和 4年度から、対象者に要介護認定者を追
加します。

■重度心身障がい者医療費助成事業
2億 6,000 万円

　心身に重度の障がいのある方の医療費（自己負担分）
の一部を助成します。令和 4年度から、対象者に精
神障がい者保健福祉手帳1級所持者を追加します。
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令和 4年度　小山市の予算

一般会計

特別会計

648.5億円（対前年度比　9億円増、1.4%増）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

313.4億円（対前年度比　0.6 億円増、0.2%増）　　　　　　　

福祉、医療、教育や、道路・公園の整備など基礎的な行政サービスを行う会計です。
市税は主にこの一般会計に使われています。

特定の事業を特定の収入によって行い、その収支を明確にするために一般会計から独立させた会計です。
小山市には9の特別会計があります。

事業名 当初予算（対前年度比）

国民健康保険  159 億 7,600 万円 （▲ 0.5%）

介護保険  117 億 8,100 万円 （＋ 3.9%）

後期高齢者医療  20 億 9,000 万円 （＋ 11.9%）

病院事業債管理事業  9 億 4,600 万円  （＋ 101.9%）

墓園やすらぎの森事業  7,500 万円 （▲ 15.5%）

栃木県南地方卸売市場  3,700 万円 （▲ 2.1%）

与良川水系湛水防除事業  4,870 万円 （▲ 0.4%）

テクノパーク小山南部造成事業  3 億 7,500 万円 （▲ 28.0%）

公共用地先行取得事業  900 万円 （0.0%）

問財政課　☎22‒9333

歳　入

648.5億円

歳　出

648.5億円

市税
284 億 873万円
43.8%

国庫支出金
101 億 2,397 万円
15.6%

市債
59 億 1,300 万円
9.1%

県支出金
54 億 9,437 万円
8.5%

地方消費税交付金
44 億円
6.8%

地方交付税
16 億 5,000 万円
2.5%

その他
15 億 9,380 万円
2.5%

総務費
74 億 634万円
11.4%

民生費
228 億 9,891 万円 
35.3%

衛生費
61 億 3,640 万円
9.5%

農林水産業費
14 億 6,426 万円 
2.3%

商工費
38 億 1,368 万円 
5.9%

土木費
81 億 8,868 万円 
12.6%

消防費
21 億 7,370 万円 
3.3%

教育費
61 億 7,677 万円 
9.5%

公債費
60 億 1,313 万円
9.3%

その他
5 億 7,814 万円 
0.9%

諸収入
33 億 4,558 万円
5.2%

繰入金
16 億 5,752 万円
2.6%

分担金および負担金
6 億 5,191 万円
1.0%

その他
16 億 1,111 万円
2.4%

自
主
財
源
55.0
％

義
務
的
経
費
49.1
％

そ
の
他
39.1
％

依
存
財
源
45.0
％

投資的経費
11.8%
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※グラフや表の金額は、1万円未満を四捨五入したものであり、合計額があわない場合があります

企業会計（上下水道事業）

令和 4年度　都市計画税の使い道
（歳入）　都市計画税　 18 億 198万円　　
（歳出）　都市計画事業に要する経費　 24 億 1,740 万円

水道・下水道事業とは、企業会計の独立採算の原則に基づいて、使用料収入をもって、水道・下水道サービスを行う事業です。
収益的収支とは、使用料等の収入と浄水場や下水処理場の維持管理費等の支出を表したものです。
資本的収支とは、管路整備や上下水道各施設の建設や改築のための収支を表したものです。

※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しています
※詳細は市ホームページ参照
　トップページ▶くらしの情報▶水道・下水道▶「水道事業の予算について」、「下水道事業の予算について」

下水道事業水道事業

都市計画税は市街化区域に土地・家屋を持っている人に納めていただく税金です。都市計画事業・土地区画整理事業に使われ
ます。

事業名 当初予算（対前年度比）

水道事業
収益的

収入 31 億1,258 万円 （▲ 2.3% ）

支出 26 億1,502 万円 （＋ 1.7% ）

資本的
収入 3,986 万円 （＋ 51.0% ）

支出 15 億6,284 万円 （▲ 31.1% ）

下水道事業
収益的

収入 46 億3,229 万円 （＋ 0.6% ）

支出 43 億9,388 万円 （＋ 0.4% ）

資本的
収入 38 億　633 万円 （＋ 12.4% ）

支出 54 億3,061 万円 （＋ 8.6% ）

事業名 経費
財源内訳

特定財源 一般財源
国・県支出金 市債・その他 都市計画税

充当額 その他

思川西部土地区画整理事業費 220万円 0 0 191万円 29万円

小山東部第一土地区画整理
公共施設管理者負担金 6,250 万円 0 0 5,416 万円 834万円

粟宮新都心第一土地区画整理
事業調査計画費 4,000 万円 0 2,770 万円 1,066 万円 164万円

粟宮新都心第一土地区画整理
公共施設管理者負担金 1億円 0 7,500 万円 2,166 万円 334万円

土地区画整理費計 2億 470万円 0 1億 270万円 8,839 万円 1,361 万円

3・4・101城東線道路改良事業費 2億 5,735 万円 3,840 万円 1億 9,670 万円 1,928 万円 297万円

街路事業費計 2億 5,735 万円 3,840 万円 1億 9,670 万円 1,928 万円 297万円

下水道事業会計負担金に占める
都市計画事業費相当額 14億 6,509 万円 0 0 12億 6,950 万円 1億 9,559 万円

公共下水道費計 14億 6,509 万円 0 0 12億 6,950 万円 1億 9,559 万円

地方債償還額 4億 9,026 万円 0 0 4億 2,481 万円 6,545 万円

地方債償還額計 4億 9,026 万円 0 0 4億 2,481 万円 6,545 万円

合計 24億 1,740 万円　　 3,840 万円 2億 9,940 万円 18億 198 万円 2億 7,762 万円

問上下水道総務課　☎ 24‒7611



◆TBC学院小山校生徒制作

国体弁当メニュー・掛け紙デザイン
◆おーバス実証実験

自動運転バスがやってきた！
　１月 16 日～ 29 日、市内で、県事業「栃木県
ABCプロジェクト」による自動運転バスの実証実
験が行われました。「栃木県 ABC プロジェクト」
とは、自動運転システム（Autonomous）・路線
バス（Bus）・挑戦（Challenge）として、県が県
内の路線において、令和 7（2025）年度に自動運
転バスの本格運行を目指すプロジェクトです。多く
の方がハンドルを握らない運転手に驚き、初めての
自動運転を体験していました。

　９月～ 10月に開催予定のいちご一会とちぎ国体
で提供されるお弁当メニュー・掛け紙デザインを学
校法人 TBC学院小山校の生徒に制作していただき
ました。栄養面を考慮したお弁当・色とりどりの掛
け紙デザインは食欲をそそります。※デザイン案の
ため、変更になる場合があります

　東京圏からの移住の促進および知名度向上を目的
に小山地区定住自立圏構成自治体3市1町（小山市、
下野市、野木町、結城市）による、統一のデザイン
を用いた広告を都営地下鉄大江戸
線に掲出しています。掲出期間は
1月 25 日～令和 5年 1月 24 日
まで、掲出場所は都営地下鉄大江
戸線車内・車両連結部ドア横とな
ります。お出かけの際に見つけて
みてはいかがでしょうか？

　2月 1日、小山農業協同組合（JAおやま）より、
市内全小・中学校の子どもたちに「小山産いちご」
約 30,000 粒が寄贈されました。渡邉文雄代表理
事組合長は、「栃木県はいちごの生産日本一、小山
産のいちごを食べてもらうことで、食への関心・食
を支える農業の役割を子どもたちに感じてもらいた
い」と子どもたちへの思いを話されました。いちご
は 2月 2日から各学校給食で提供されました。

◆移住定住促進

都営地下鉄大江戸線に広告掲出
◆「小山産いちご」

JAおやま　市内全小・中学校に寄贈

※「小学生」には義務教育学校 1 ～ 6年生、
　「中学生」には義務教育学校 7 ～ 9年生を含みます

▲おーバス実証実験

▲定住自立圏各市町広告デザイン

▲国体弁当・掛け紙デザイン（案）

▲小山産いちご
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　「酒蔵として地域に何か貢献できることがあれば貢献し
たい」と話してくれたのは、粟宮にある西堀酒造第６代目
蔵元の西堀哲也さん。「いずれ家業を継ぐ」と決めていた
西堀さんは東京大学卒業後、「酒蔵に戻るまでの間に社会
がどんなものか経験する必要がある」と考え、当時スマー
トフォンが普及し「ITが人間の行動を変えている」と感じ、
IT 業界への就職を決めた。3年間勤務し、その後フリーラ
ンスで IT 業界に携わっていたが、実家の家業である西堀
酒造で酒造りをしていた蔵

くら

人
びと

（酒造りの現場を担う職人）
が腰を痛めてしまい、欠員が出てしまうとの相談を受けた。
当時の西堀酒造では酒造りを３名ほどで回しており、1人
でも欠けると酒造りができない状況にあった。また、やる
なら酒造りの現場からスタートしたいという自身の思いも
あったため、家業を継ぐべく小山に戻ってきた。
　家業を継いでからの1年間は現場で 1から酒造りを学
ぶことになった西堀さん。酒造りは早朝から仕込みが始ま
るため、夜の仕事も多かった IT 業界の生活から一変した。
　蔵元としての仕事も軌道に乗ってきたころ、新型コロナ
の影響を受けた。度重なる緊急事態宣言、酒類の提供禁止、
酒造としてはこれまでにないほどの大打撃だった。しかし、
「沈んでいる場合ではない、できることをやろう」と今ま
で IT業界で培った知識を生かし酒造りのデジタルトランス
フォーメーション（DX）に取り掛かり、酒造り管理の自動化
を実現した。その他にも、透明なタンクを導入し違う色の
LEDライトを24時間照射することで日本酒の味わいの違

いを引き出すという新たな取り組みを行い、「I
イ ル ミ ナ

LLUMINA」
という新商品を発売した。
　西堀さんは「西堀酒造で作られる酒の8割～ 9割は地
元で消費されています。地元の方には感謝しています」「酒
蔵見学や酒蔵で開かれるイベントを通して、地域に開かれ
た酒蔵を目指したいです」と話してくれました。 

きらり小
お

山
やま

人
びと

～紹介したい人がいます～　No.1
輝く人にインタビュー

１．国道４号線沿いに
ある西堀酒造の外観。
「長屋門」は国登録有
形文化財。

２．透明タンクを使用
した世界初の LED 色
光照射発酵。

３．LED 色光照射発
酵日本酒「I

イ ル ミ ナ

LLUMINA」。

2
1

3
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西堀酒造（粟宮）

６代目蔵元   西堀哲也さん 
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2（月）・9（月）・16（月）・23（月）・26（木）・30（月）　　
※ 小山・間々田・桑分館は3（火）・4（水）・5（木）
も休館になります

中央図書館ホームページをご覧ください。

QR

問中央図書館　☎ 21-0750

 5月の休館日

　

5

 おはなし会
名称（会場） 5月 開始時間

としょかんこどもまつり　おはなし会 4日㈬ 11：00
おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 6日㈮ 11：00
おはなしメロディ 8日㈰ 14：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 10日㈫ 15：30
おはなしこんにちは 11日㈬ 10：30
おこれんのおはなし会 15日㈰ 14：00
おはなしウェンディ0・1・2 18日㈬ 11：00
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 21日㈯ 13：30
はなしのこべや　おはなしかい 22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

　小山市では、市にゆかりがある方、市を盛り上げたい方で、
SNSを積極的に活用している一般の方を「おやま広報特派員」
に任命しています。今期は8名の特派員がInstagramで小山市
の情報発信中！ 問 シティプロモーション課　☎22-9353

武政さんの気になるスポット

やすらぎ居食亭　遊膳や

#小山市グルメ　#ミニ天丼　#デカ盛り 

住 　 所　神山2-8-15
営業時間　11:30 ～ 14:00、17:00 ～ 23:00
電話番号　☎31-3557　　  　定休日　木曜日

　今回紹介する「やすらぎ居食亭 遊膳や」さんは、テレビ
番組でも紹介されたデカ盛り料理が有名な居酒屋さんで
す。
　ぜひ食べていただきたいのは、ミニ天丼。ミニとは思え
ないボリュームで、味もおいしく大満足でした。また、究極
角煮とんかつも絶品です！
　そして店主さんがとてもフレンドリー
で、お話しするだけでも楽しめます。
　国道50号線からすぐ近くにあるお店
なので、ぜひ行ってみてください！

 おやま広報特派員　武政 花菜 さん （@tokuhain__04）

6

『働く人を守る！ 職場六法』 岩出 誠／著　講談社

　突然の解雇、賃金の未払い、パワハラ・セクハラなど、
職場でよくあるトラブルをイラストで取り上げて、会社や
上司の対応は違法ではないか、どのような法令があるか
など、解決の指針になる判例を紹介しています。自らの
権利を知り、法律を知ることで、トラブル解決の糸口に

なる一冊です。また、巻末にはトラブルが起きたときの相談窓口・相
談方法・解決手段も紹介しています。

　今月は入社シーズンにちなみ、職場をテーマにした本を紹介
します。また、注目のSDGsに関する本も紹介します。本は中
央図書館で所蔵していますので、どうぞご利用ください。

『 みんなが知ってる企業のSDGs ～環境に関わ
るとりくみ～』 蟹江 憲史／監修　ほるぷ出版

　有名企業14社の環境に関わる活動や、その製品の環
境に関わるとりくみを紹介しています。また、企業活動
や製品がSDGsのどのターゲットと深い関連があるか、

SDGsの説明でよく見られるキーワードを取り上げて解説しています。
全編カラーで、企業や製品を写真で紹介しており、本文にはふりがな
が付いているため、子どもから大人まで読むことができます。

 いちおし本 ～職場がテーマのビジネス書&SDGsに関する本～



いきいき百歳体操でフレイル予防！

【内　　容】百歳体操の説明と体験　
【講座時間】おおむね1時間
※ 継続的な実施を希望していただいた団体には、体操の実技指
導を行う講師を4回派遣します
　また百歳体操のDVDをプレゼントします。
　「おやま・まちづくり出前講座」よりぜひお申込みください。
※行政テレビでも毎日放送しています（毎日6時、12時、18時）

★ まずは、おやま・まちづくり出前講座にて体操を体験し
てみてください！
参加者（10人程度）を集めて、会場を用意していただ
ければ、講師を派遣します。

 特殊詐欺対策電話機等購入費に対する補助金
　特殊詐欺被害防止のため、迷惑電話などを自動録音
する機能がある電話機や電話機に取付ける補助機を購
入した際、購入費の2分の1（上限：5,000 円）を補
助します。
　次の要件をすべて満たす方が補助の対象です。
①市に住民登録のある65歳以上の方（1世帯 1台）
②市税を滞納していない方
③購入後 6カ月以内の方

 自治会等が設置する防犯カメラに対する補助金
　自治会などの地域団体が新たに防犯カメラを設置・
管理する場合、防犯カメラ1台につき3分の2（上限：
30万円）を補助します。

　手首や足首に重りをつけて行う体操です。準備体
操～筋力運動～整理体操で構成され、30～ 40 分
程度の内容です。ゆっくり数えながら動かすことで、
全身の筋力を鍛えます。

　つまずき・転倒予防、歩行能力
の向上等、全体的な体力の改善・
向上が期待できます！

問高齢生きがい課 ☎ 22-9616
百歳体操って
どんな体操なの？Ｑ１．

どんな効果があるの？Ｑ 2．

防犯関係補助金の紹介
問市民生活安心課
　☎ 22-9282

 防犯パトロール活動を行う団体への補助金
　市内で自主防犯パトロール活動を行っている団体へ
の補助金です。新規設立団体には3万円、継続活動中
の団体には2万円を上限に補助します。

 小山市消費生活センターが移転します
　5月 2日（月）から、消費生活センターが旧保健・
福祉センター中央町 2-2-21）へ移転します。契約、悪
質商法、クーリング・オフなど消費生活の相談に専門
の相談員が対応します。
　また、民法改正により令和 4（2022）年 4月 1日
から成年年齢が 18歳になります。成人になると民法の
「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなるた
め注意してください。
☎　0285-22-3711
　　（消費者ホットライン：局番無しの188）

※ 予算には限りがあります。詳しくは、担当課までご相談ください
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名称（会場） 5月 開始時間

としょかんこどもまつり　おはなし会 4日㈬ 11：00
おやま分館ピッコロおはなし会(小山分館) 6日㈮ 11：00
おはなしメロディ 8日㈰ 14：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 10日㈫ 15：30
おはなしこんにちは 11日㈬ 10：30
おこれんのおはなし会 15日㈰ 14：00
おはなしウェンディ0・1・2 18日㈬ 11：00
わくわくマルベリーおはなし会(桑分館) 21日㈯ 13：30
はなしのこべや　おはなしかい 22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

　小山市では、市にゆかりがある方、市を盛り上げたい方で、
SNSを積極的に活用している一般の方を「おやま広報特派員」
に任命しています。今期は8名の特派員がInstagramで小山市
の情報発信中！ 問 シティプロモーション課　☎22-9353

武政さんの気になるスポット

やすらぎ居食亭　遊膳や

#小山市グルメ　#ミニ天丼　#デカ盛り 

住 　 所　神山2-8-15
営業時間　11:30 ～ 14:00、17:00 ～ 23:00
電話番号　☎31-3557　　  　定休日　木曜日

　今回紹介する「やすらぎ居食亭 遊膳や」さんは、テレビ
番組でも紹介されたデカ盛り料理が有名な居酒屋さんで
す。
　ぜひ食べていただきたいのは、ミニ天丼。ミニとは思え
ないボリュームで、味もおいしく大満足でした。また、究極
角煮とんかつも絶品です！
　そして店主さんがとてもフレンドリー
で、お話しするだけでも楽しめます。
　国道50号線からすぐ近くにあるお店
なので、ぜひ行ってみてください！

 おやま広報特派員　武政 花菜 さん （@tokuhain__04）
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『働く人を守る！ 職場六法』 岩出 誠／著　講談社

　突然の解雇、賃金の未払い、パワハラ・セクハラなど、
職場でよくあるトラブルをイラストで取り上げて、会社や
上司の対応は違法ではないか、どのような法令があるか
など、解決の指針になる判例を紹介しています。自らの
権利を知り、法律を知ることで、トラブル解決の糸口に

なる一冊です。また、巻末にはトラブルが起きたときの相談窓口・相
談方法・解決手段も紹介しています。

　今月は入社シーズンにちなみ、職場をテーマにした本を紹介
します。また、注目のSDGsに関する本も紹介します。本は中
央図書館で所蔵していますので、どうぞご利用ください。

『 みんなが知ってる企業のSDGs ～環境に関わ
るとりくみ～』 蟹江 憲史／監修　ほるぷ出版

　有名企業14社の環境に関わる活動や、その製品の環
境に関わるとりくみを紹介しています。また、企業活動
や製品がSDGsのどのターゲットと深い関連があるか、

SDGsの説明でよく見られるキーワードを取り上げて解説しています。
全編カラーで、企業や製品を写真で紹介しており、本文にはふりがな
が付いているため、子どもから大人まで読むことができます。

 いちおし本 ～職場がテーマのビジネス書&SDGsに関する本～
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問 健康増進課　☎ 22-9525

　　 　　   　乳幼児健康相談　   　　
日　時　 5月24日(火)

①9:00 ～②9:30 ～③10:00 ～④10:30 ～
場　所　市役所3階保健センター検診室
内　容　保健師・栄養士による子育て相談
定　員　 計測のみの方 50人

計測＋相談ありの方 25人
対　象　未就学児とその保護者
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、上履き、くつ袋
申込み　 4月25日(月)13:00 ～☎22-9525

※計測のみの方はネット申請可

　 　 　  　　離乳食教室　　  　  　　
日　時　5月20日(金)
　　　　13:30 ～ 15:30
場　所　市役所3階　保健センター
内　容　離乳食の進め方、作り方のコツなど
定　員　10組
対　象　 離乳食初期～中期の児とその保護者
持ち物　 食べさせているスプーン、上履き、

くつ袋
申込み　 4月20日(水) ～☎22-9525

餘
あまりめ

目 磨
ま
紘
ひろ
ちゃん（東城南）

高
たか

井
い

 奏
そう

太
た

ちゃん（出井）

≪すくすく写真館≫ お子さんの写真募集中　＜対象＞小学校入学前のお子さん（市内在住）
＜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、必要事項と写真を提出
してください。①右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.お子さんの名前（ふりがな） 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　※過去に掲載したお子さんも、掲載後1年経過していれば掲載できます

申込み
フォーム

池
いけ

田
だ

 朔
さく

都
と

ちゃん、瑛
えい

翔
と

ちゃん（雨ケ谷新田）

子育て世帯向け情報

田
た

村
むら

 陽
よう

ちゃん（平和）

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって、中止・延期になる場合があります

石
いし
川
かわ
 空
すざ く

咲ちゃん（東城南） 廣
ひろ
瀬
せ
 瑛
え
捺
な
ちゃん（東間々田

）



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！」
特設の子育てひろば（5カ所）子育てサロン（1カ所）と
常設の子育てひろば（2か所）を開設しています

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 ～ 16:30
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「おやまっ子子育てナビ」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

おやまっ子
子育てナビ

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

子育てサロン 小山第一小学校ふれあい教室
毎週水曜日 ／  10:00～11:30
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　2022.4 13
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プラス

第76回企画展「小山の遺跡　速報展」

　小山市には約400ヵ所の遺跡があり、これまでたくさんの発掘調査が行われてきました。
　とくに、古代の役所であった「千駄塚浅間遺跡」や、焼かれる前の瓦や焼かれた後の瓦が出土して工房跡の可能
性のある「間々田八幡前遺跡」、中世に大きな勢力を誇った小山氏の関連遺跡である「神鳥谷曲輪」や「祇園城後」
などから見つかった遺構や遺物は、今後の歴史研究に欠かせない貴重な資料となっています。
　今回の企画展では、埋蔵文化財保護行政を多くの方々に理解していただき、文化財に対する理解を広めることを
目的としています。
開催期間　4 月 23 日（土）～ 6 月 26 日（日）
入 館 料　一般　200 円、大学・高校生 100 円、中学生以下無料　
開館時間　9 時から 17 時（入館は 16 時 30 分まで）
休 館 日　毎週月曜日・第 4 金曜日・祝日の翌日
特別無料公開日　5 月 5 日（木）こどもの日・18 日（水）国際博物館の日、
　　　　　　　　6 月 11 日（土）・12 日（日）・15 日（水）

いちご一会とちぎ国体小山市の火（炬
きょ

火
か

名
めい

）募集

      

　「炬火」とはオリンピックでいうところの聖火にあたるものです。県内の
各市町で集火された炬火は、10月 1日（土）にカンセキスタジアムとちぎ（宇
都宮市）で行われる栃木国体総合開会式において、ひとつの炬火となって大
会の期間中、選手たちを見守るシンボルとなります。

締 切　5 月 2 日（月）
応募資格　小山市に在住または通勤・通学している方
応募方法　専用フォーム・メール・FAX・郵送
　　　　　申込用紙は市実行委員会ホームぺージ参照
応募上の注意　
炬火名は「〇〇〇の火」とし、文字数は 20 字以
内（「の火」も 20 字に含む）
「小山市らしさ」を表したもの　
過去の例　ゆめいっぱい輝く水戸の未来の火（水戸市）
　　　　　あふれる自然未来へ羽ばたくたかはぎの火（高萩市）

問博物館　☎45‒5331

問国体推進課　☎22‒9896

nformation プラス

◆審査の上、応募作品の中から最優秀賞1点、
優秀賞 2点を決定します。最優秀賞の作品
を小山市の炬火名として採用します。
◆入賞者にのみ5月末日までにお知らせします。
◆採用された炬火名は、7月開催予定の炬火イ
ベントで発表となります。
◆入賞者には、記念品を贈呈します。
◆最優秀賞には、栃木国体総合開会式におい
て、小山市代表炬火名ランナーとして選出し
ます。

■遺跡報告会
千駄塚浅間遺跡・祇園城跡　　安良岡　伸行　学芸員
間々田八幡前遺跡　　　　　　栗原　淳　学芸員
日 時　6 月 11 日（土）　13 時 30 分～ 15 時 30 分
申 込　4 月 19 日（火）　9 時～電話
定 員　30 人

■遺跡の拓本・接合体験
拓本とは遺物にある模様や文字を紙に写し取る
ことです。遺物の謎を解き明かそう！
日 時　6月 4 日（土）　13 時 30 分～ 15 時
申 　 込　4月 19日（火）　9時～電話
定 　 員　16人
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令和4年度　狂犬病予防注射
～動物病院で接種してください～

　令和 4年度は感染症拡大防止のため、例年 4月
～ 5月に実施している狂犬病予防集合注射を開催
しません。犬の飼い主は、飼い犬に動物病院で狂犬
病予防注射を接種させ、注射済票（骨型の金属プレー
ト・2022年度は黄色）の交付を受けてください。
※狂犬病予防法により、犬の飼い主は飼っている犬
をお住いの市区町村に登録し、狂犬病の予防注射を
毎年1回受けさせる義務があります
※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

男女共同参画についての作文コンクール
～あなたの思いを募集します～

テ ー マ　「自分らしく生きるために必要なこと」
対 象　市内在住の小学生（新5・6年生）・中学

生（新1～ 3年生）
賞 　小学生の部・中学生の部

　　　　　・最優秀賞　各1名、優秀賞　若干名
※最優秀賞受賞者は、6月開催の小山市男女共同参
画フェアで発表があります
※最優秀賞・優秀賞受賞者には図書カード進呈。応
募者全員に参加賞あり
申 込　5月 6日（金）まで　
申込用紙はホームペー
ジからダウンロード可。
原稿用紙と併せて、郵
送または同課窓口に持
参。

問環境課　☎ 22‒9290

問人権・男女共同参画課　
☎ 22‒9296　FAX22-8972
d-jinken@city.oyama.tochigi.jp

「住民税非課税世帯」、「家計急変世帯」に対する臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に、臨時特別給付金を支給して
います。※給付金は原則重複して受け取ることができません

〇住民税非課税世帯への臨時特別給付金
対 象　令和 3 年 12 月 10 日時点で

市内に住所を有し、世帯全員
の 3年度の住民税が非課税で
ある世帯

支 給 額　1世帯当たり10万円
申請期限　市が確認書を送付した日から3

カ月以内
※住民税が課税されている者の扶養親族
等のみからなる世帯は対象外
※対象世帯には、確認書を3月上旬以降
順次送付しています。必要事項を記入しご
返送をお願いします

問専用コールセンター　☎20‒7590　
送付先　〒323‒8686　中央町1-1-1　福祉課

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、変更になる場合があります（3月 11日現在の情報です）

〇家計急変世帯への臨時特別給付金
対 象　市内に住所を有し、同感染症の影響を受け、令和 3年

1月以降に家計が急変し、『住民税非課税世帯と同水準』
と認められる世帯

支 給 額　1世帯当たり10万円
申請方法　次の書類を福祉課臨時窓口または郵送
①申請書および申立書（福祉課臨時窓口またはホームページから取
得可）
②令和3年 1月以降で申請日時点の世帯全員分の収入額が確認で
きる書類（令和3年分所得の確定申告書・源泉徴収票等の写し、ま
たは任意の1カ月分の給与明細など）
③世帯主の本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証等）
④世帯主の預金通帳の写し
⑤令和3年1月1日以降複数回転居した方のみ「戸籍の附票の写し」
申込期限　令和4年 9月 30日（金）まで
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information ※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11日現在の情報です）

お知らせ

重度心身障がい者
　医療費助成の
　　受給対象者の拡大

問福祉課　☎ 22‒9624
　令和 4年 4月 1日より重度心
身障がい者医療費助成の受給対象
者が拡大します。
新規対象者　
精神障害者保健福祉手帳 1級所
持者
助成内容　
令和 4 年 4 月以降に受診した、
入院・通院に係る医療保険給付の
一部負担金相当額を助成
※助成対象者は資格取得手続きが
必要になります

年金手帳から「基礎年金番号
通知書」に変わります 

問国保年金課　☎22‒9416
　4月から初めて国民年金・厚生
年金に加入する方には、年金手帳
に代わり、基礎年金番号通知書が
発行されます。この通知書は、年
金手帳と同様に基礎年金番号を証
明する書類として、会社での手続
きや年金請求時に必要な書類とな
ります。

ハナミズキ（自死遺族）の会開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　4月19日（火）　14時～
　　　　（偶数月第3火曜日）
場 所　市役所4階　403会議室
料 金　無料
対 象　
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
申 込　不要。当日会場にお越し

ください。

おーバス「無料乗車券」を
　　　 交付しています

問市民生活安心課　☎ 22‒9283
無料乗車券の対象者
（①～③すべてを満たす方）
①運転免許証を自主返納した満年
齢65歳以上の方
②小山市に住所がある方
③市の税金に未納のない方
申請に必要なもの
①「運転免許取消通知書」または
「運転経歴証明書」
②本人の顔写真1枚（縦4㎝×横3
㎝の証明写真※撮影後6ヵ月以内）
※ 4月 1日受付分より毎月の申
請締切日が変更となります。詳細
は要問合せ
申 込　同課窓口（申請書記入有）

春の交通安全
　　 市民総ぐるみ運動

問市民生活安心課　☎ 22‒9283
　4 月 6 日（水）～ 15 日（金）は
春の交通安全市民総ぐるみ運動実
施期間です。市民一人ひとりが交
通ルールを守り、交通事故を防止
しましょう。

常陽銀行での窓口納付
（市税等）が終了しました

問納税課　☎ 22‒9442
　市税等を常陽銀行窓口で納付す
る際は手数料がかかります。手数
料は店頭でご確認ください。
　口座振替、Pay-easy、インター
ネットバンキング納付は、引き続
き利用可。

市税等のクレジット
  カード納付取り扱い
　　業者が変わります

問納税課　☎ 22‒9442
　4月 1 日（金）より、市税等の

クレジットカード納付取り扱い業
者が Yahoo! 株式会社から株式
会社エフレジに変わります。納付
金額に応じて決済手数料がかかり
ます。※納付はインターネットの
み

令和4年度 開運おやま
　　　 健康マイレージ

問健康増進課　☎ 22‒9526
　開運おやま健康マイレージは、
16歳以上の市内に住所を有する
方なら、誰でも参加できます。
実施期間　
4月 1日（金）～
令和5年 2月 28日（火）

男女共同参画センター移転

問人権・男女共同参画課
☎ 22‒9296　℻  22‒8972
d-jinken@city.oyama.tochigi.jp

　八幡町にあった男女共同参画セ
ンターを移転します。会議やイベ
ント等にご活用ください。
日 時 5 月 1日（日）～
場 所 旧保健・福祉センター

3階
利用条件 男女共同参画・女性活躍

推進に関連することで使
用する団体・グループ

その他 予約については同課ま
でご相談ください。

助成制度・手当

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4年度中に実施する
①文化芸術の創造・普及
②地域文化財等の保存・活用
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インフォメーション

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
②年間1人、最大50万円
申 込　4月1日（金）～5月31

日（火）郵送可

小野塚イツ子記念　
青少年健全育成活動事業

問生涯学習課　☎ 22‒9671
　経費の一部（上限30万円）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４年度中に実施する
事業

申 込　4月1日（金）～5月31
日（火）

募 集

家族サロン　ひきこもりの
　　方を支えるご家族へ

問福祉課　☎ 22‒9858
　ひきこもりの方を支えるご家族
の集いを開催しています。同じよ
うな悩みを持つご家族で話をした
り、聴いたりするサロンです。
日 時　月1回　
場 所　市役所4階　会議室402
対 象　ひきこもりご本人が小山

市にお住いの方のご家族
申 込　事前登録要

からだスッキリ !!
　　　　　　運動教室 

問健康増進課　☎ 22‒9520
　ヨガマットを使用したストレッ
チや筋力トレーニング
持ち物　ヨガマット、タオル、室

内用運動靴、飲み物
日 時　4月 19日、5月 10日・

24 日、6 月 14 日、7
月 5 日・19 日・8 月
23 日、9 月 6 日・20
日※各火曜日

時 間　13時30分～14時30分
場 所　健康の森　さくら
対 象　市内在住の40歳以上　
※運動制限のある方は参加できま
せん
定 員　20人
料 金　無料
申 込　電話または同課窓口
※リピーターの方は開催日の 3
日前に要連絡。

認知症予防教室
  　　  （ウォーキング）

問高齢生きがい課　☎22‒9853
日 時　
5月 10日（火）～6月 28日（火）
の毎週火曜日 10時～ 11 時 30
分（初回のみ9時 30分～）
場 所　しらさぎ館　研修室2
対 象　65歳以上の方
定 員　10人
料 金　100円（テキスト代）
申 込　4月 11日（月）～ 22日

（金）までに電話

保育士再就職支援研修

問こども課　☎ 22‒9649
講 話　6月15日（水）～17日（金）
　　　　10時～ 12時
実 習　6月20日（月）・21日（火）

10時～ 13時
対 象　保育士資格を有する方

はもちろん小学校教諭・
幼稚園教諭・養護教諭
の免許を有する方

申 込　6月10日（金）までに電
話※託児有（要相談）

場 所　市役所3階大会議室・6
階大会議室・やはた保
育所

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
持ち物　履歴書・保育士証（免許

証）のコピー・筆記用具
日 時　5月 28日（土）
　　　　10時～ 12時
場 所　市役所3階　こども課
対 象　保育士・幼稚園教諭・小

学校教諭・養護教諭・
看護師・准看護師免許
を持っている方

申 込　5月27日（金）までに電話

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5日（日）
会 場　白鷗大学大行寺キャンパ

ス
申 請　4月4日（月）～15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、専用フォームあり

第7期おやま広報
　　　　特派員の募集

問シティプロモーション課　
☎ 22‒9353
　市にゆかりのある方、市を盛り
上げたい方を対象に、Instagram
などの SNS で積極的に小山市を
PRしていただける「おやま広報
特派員」を募集しています。
委嘱期間　原則1年間
対 象　
①市内在住・通勤・通学者、市に
ゆかりのある方、市を盛り上げた
い方など
② SNS を個人で定期的に投稿し
ている方
③市のイベントなどに積極的に参
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加していただける方
定 員　5人程度
申 込　4月 25日（月）まで　専

用フォーム

第11期　小山市
男女共同参画推進員
　　　（任期2年）募集

問人権・男女共同参画課　
☎ 22‒9296　℻  22‒8972
d-jinken@city.oyama.tochigi.jp

　地域における男女共同参画の推
進のために、活動を行います。
場 所　市役所での会議・学習会

や地域行事での活動を
行います。

対 象　市内在住の方
定 員　若干名
※参加いただいた場合薄謝あり
申 込　4月28日（木）まで

思川の野草を食べる会

問思川に思いをはせる会　事務局　
☎ 070‒1371‒3909
問公園緑地課　☎ 22‒9877
mamago272@yahoo.co.jp

　思川周辺で採取した野草を料理
して食します。
日 時　4月22日（金）10時
場 所　マルベリー館　料理実習室
対 象　調理に参加できる方
定 員　10人
料 金　500円
申 込　4月14日（木）までに電

話またはメール

第20回夢ピアノ
コンサート参加者募集

問文化センター　☎ 22‒9552
日 時　5月8日（日）13時開演
場 所　文化センター大ホール
料 金　無料※観覧は自由
対 象　ピアノが弾ける小学生以

上の市内在住または通
勤・通学者を優先

定 員　30人（1人・1組8分以内）
申 込　4月8日（金）～22日（金）

　　　　イベント・講座

交通安全教室  

問市民生活安心課　
☎22‒9283　℻  25‒8301
　幼稚園、保育所、学校、自治
会、老人会等で、交通安全講話、
DVD、実技等を開催しませんか。
※会場手配や準備等は主催者側で
ご用意ください
日 時　通年※平日 9 時 30 分

～ 15 時（1 教室 45 ～
90分程度）

料 金　無料
※申請書は市ホームページからダ
ウンロード可

5月の定例観望会の
　　　　　　 お知らせ

問博物館　☎45‒5331
「春の大三角をみつけよう」
～りょうけん座二重星をみよう～
　ほっしー★OYAMA号での天
体観望会。曇りや雨の場合は中止
となります。当日、実施時刻の1
時間前に電話、ホームページまた
は Twitter でご確認ください。
※当日、11時～ 12時 30分に、
博物館駐車場にて太陽観測会も実
施します
日 時　5月 14日（土）
　　　　19 時 30 分 ～ 20 時

30分
場 所　生井公民館　（駐車場は

旧 JAおやま生井支店）
対 象　幼児～一般
定 員　50人（抽選）
申 込　
博物館ホームページ予約受付
フォームまたは電話
4月 9日（土）～ 15日（金）（要予

約）※1回 5人まで

渡良瀬遊水地　春の自然観察会

問生井公民館　☎ 45‒4004
　公民館での講話とマイクロバス
を利用しての現地学習。
※雨天時は講話のみ
日 時　
①植物観察会　5月 24日（火）
9時～12時
②昆虫観察会　5月 30日（月）
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
料 金　無料
申 込　4月 4日（月）～22日
　　　　（金）の期間中に電話

さくらのライトアップ
　　　こいのぼり群遊

問（一社）小山市観光協会　
☎30‒4772
ライトアップ
・ソメイヨシノ　3月下旬～
間々田八幡公園、小山思川温泉、豊
穂川沿いの桜並木
・思川桜　　　　4月初旬～
市役所西側思川桜堤
※城山公園でのライトアップはあ
りません
こいのぼり群遊
小山総合公園　
4月1日（金）～5月5日（木）

ゆめまち4月のイベント

問ゆめまち　☎27‒9935
おはなし会「おはなしびっくり箱」
日 時　4月 19日（火）
　　　　10時 30分～ 11時
対 象　就学前のお子さん
申 込　不要（無料）
「みんなのラジオ体操」
日 時　4 月～ 9 月　毎月第 4

※「小学生」には義務教育学校1～ 6年生、
　  「中学生」には義務教育学校7～ 9年生を含みます
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インフォメーション

土曜日　10時～ 11時
持ち物　上履き
申 込　不要（無料）

クラシックの花束
 ～クラリネット五重奏曲～

問文化センター　☎22‒9552
日 時　4月 30日（土）
　　　　開場13時 15分
　　　　開演14時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席自由
　　　　一般　　　2,000円　
　　　　高校生以下　500円

ドビュッシー生誕160年特別企画
ピアノと朗読と巡る
　　　　 プチフランス

問文化センター　☎22‒9552
日 時　5月 21日（土）
　　　　開場13時 15分　
　　　　開演14時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席自由　
　　　　一般1,200円

市民農園体験農園
　　　　　（春夏野菜）

問農政課　☎22‒9255
ジャガイモ、えだまめ、カボチャ
等の種まき、収穫をします。
日 時　4月 23日（土）
　　　　9時～10時15分（予定）
※予備日　４月24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　30組（抽選）
料 金　1組　2,000円
申 込　4月11日（月）～13日（水）
　　　　※専用フォーム

勤労青少年ホーム 
前期講座（5月～7月）

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。
対 象　16歳～ 39歳の方
※40歳以上のリングジョイ会員
も申し込み可（会員証必須）
料 金　申込時、利用者会の入会

をしていない方は利用
者会登録料（1,000 円）
要持参

申 込　4月 7日（木）9時～

企画展「アートリンクとちぎ2022　
栃木県立美術館収蔵品展　
  野澤一郎が愛した美術」

問車屋美術館　☎41‒0968
日 時　4 月 23 日（土）～ 6 月

5日（日） 9時～ 17時
休館日　月曜日、5月 6日（金）・

27日（金）
観覧料　一般 400 円、大高生

250 円、中学生以下無
料、※無料日 5月 5 日
（木）、5月 18日（水）

クラフト館ワークショップ教室

問クラフト館　☎32‒6477
講座名 日時 料金

紬の糸玉ネックレ
スを作ろう！

4/10㈰
13:30～ 1,000円

間々田組みひもス
トラップ、ブレス
レット作り

4/16㈯
13:30～、
14:00～、
14:30～、
15:00～、
15:30～

大人
1,000円　
子供　
600円

コースター織り
体験

4/17㈰
10:30～、
14:00～

1,000円

「思川の流しびな保
存会」流しびな作り

4/21㈭
13:30～ 1,000円

申 込　4月 6日（水）～　
　　　　事前予約優先。キャンセ

ルは 2日前まで。詳細
は要問合せ

博物館前期講座

問博物館　☎45‒5331
講座名 日時

①甲冑マイスター養成講座
講演会「戦国甲冑の機能と様式」

5/ 1㈰
13：30～15：00

申　込 : 電話（先着・前日まで）
定　員 :30 人　参加費 : 無料

②火起こし体験
5/28㈯

10：00～10：45　
11：00～11：45

申　込 : 電話（先着・前日まで）　
定　員 : 各 10人　参加費 : 無料

③講談で聴く「源平盛衰記」 6/12㈰
13:30～14:30

申　込 : 電話（先着・前日まで）
定　員 :30 人　参加費 : 無料

④縄文土器を作ろう 6/18㈯
9:00～12:00

申　込 : ハガキ（5/20（金）必着）
定　員 : 12 人（抽選）　参加費 : 材料費 600円
⑤ちびっこ工作教室
ひこうきを作ってあそぼう

6/25㈯
13：30～15：00

申　込 : ハガキ（5/27（金）必着）
定　員 : 10 人（抽選）　参加費 : 無料
⑥麦わら細工教室
「ガラガラとほたるかご」

7/9㈯
13：30～15：00

申　込 : ハガキ（6/10（金）必着）
定　員 : 12 人（抽選）　参加費 : 無料

⑦親子昆虫教室 7/24㈰
9：30～11：00

申　込 : ハガキ（7/ 1（金）必着）
場　所：なまいふるさと公園　
定　員 : 25 人（抽選）　参加費 : 無料

⑧昆虫標本作り教室 8/6㈯
9：30～11：30

対　象 : ハガキ（7/15（金）必着）
申　込 :15 人（抽選）　参加費 : 無料

⑨川の生き物観察会 8/20㈯
9：30～11：30

対　象 : ハガキ（7/29（金）必着）
申　込：清水川（下国府塚付近）
定　員：30人（抽選）　参加費 : 無料
⑩移動博物館関連講座
「火山灰は宝石箱」

7/30㈯
13：30～15：00

申　込 : 電話（先着・前日まで）
定　員 20人（抽選）　参加費 : 無料

申 込　4 月 9 日（土）～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

記載事項　
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同伴者の氏名（学
校学年、一般、保護者、幼児）　
⑤電話番号
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栃木市（栃木県）

■うずまの鯉のぼりを開催します！
問特定非営利活動法人 蔵の街遊覧船　
☎ 0282‒23‒2003（電話受付時間 10 時～ 15時）
　巴波川に約1000匹の鯉のぼりを掲揚します。色とりどり
の鯉のぼりが風に乗り泳ぐ姿は、春の風物詩。
　気持ちよく風になびいている鯉のぼりと巴波川の景色をお
楽しみください！
時 期　3月中旬～5月中旬予定
場 所　巴波川（倭橋～巴波川橋下

流　JR・東武「栃木駅」
から徒歩約10分）

加須市（埼玉県）

■玉敷公園の大藤
問加須市物産観光協会騎西支部　
☎ 0480‒73‒1111
　玉敷公園の大藤は推定樹齢450年以上
とされ、埼玉県の県指定天然記念物です。
　約 1メートルの花房を垂らし、100畳
敷きとも呼ばれる藤が、甘い香りを漂わ
せ淡い紫色に咲き誇ります。
開花時期　例年4月下旬～5月上旬
場 所　玉敷公園（加須市騎西535-1）

古河市（茨城県）

■三和ふるさとの森でバーベキューを楽しみませんか
問ふるさとの森管理事務所　☎ 0280‒77‒3813
　「三和ふるさとの森」にはバーベキュー施設が充実してい
ることをご存じですか。森の中に、5つの炉や炊事場があり、
バーベキューセットの貸し出しや
炭も用意しています。食材だけ持
参すれば気軽に利用できます。
　近くにはアスレチックや約 27
メートルのローラー式滑り台、芝
生広場もありますので、ぜひご利
用ください。

関東どまんなかサミット情報

中央公民館前期・通年講座

問中央公民館　☎22‒9562　℻  24‒3021

申 込　4 月 2日（土）～ 15日（金）必着　
方法①　来館
方法②　ハガキ・FAX（講座名・住所・氏名・年齢・電話番号）
方法③　専用フォーム

講座名 日時 料金
シャーロックホームズ読本 5/28、6/11・25、7/9　

各土曜日 2,000 円

菊川京三と栃木ゆかりの芸
術

5/21、6/4・18　
各土曜日 1,500 円

新古今和歌集をひもとく 5/13・27、6/10　
各金曜日 1,500 円

パステルアートで描くハッ
ピーイラスト

6/7・14・21　
各火曜日 2,000 円

1 から始めるシニア向け e
スポーツ講座

5/27、6/10・24、7/8　
各金曜日 無料

シニアライフを愉しもう～
シニアになったらやりたい
事～（旅行・音楽・映画）

5/20、6/3・17　
各金曜日 2,000 円

太極拳講座 6/6・20・27、7/4　
各月曜日 1,500 円

講座名 日時 料金
グリーンのある暮らし～多
肉植物とこけ玉作り～

5/16、6/13　
各月曜日 4,000 円

洋裁リメイク講座 5/16、6/6・20、7/4・
11　各月曜日 1,500 円

日常生活の安心安全講座 6/15・29　各水曜日 500円
自然観察セミナー 5/29㈰、6/16㈭ 500円

小山地区シニア学級
5/12、6/9・30、7/7、
9/8、10/6、12/8　
各木曜日

3,000 円

小山地区女性学級
5/30、7/11、9月
中、10/17、11/14、
12/19　各月曜日

3,000 円

初心者向け油絵講座 7/16・23、8/6・20・
27　各土曜日

3,000円＋
材料費

板倉町（群馬県）

■清
しょう

浄
じょう

院
い ん

のぼたん園が見頃を迎えます
問板倉町産業振興課商工観光係 　
☎ 0276‒82‒6139
　清浄院の本山がぼたんで有名な長
谷寺であることから、住職によって
丹精込めて作られた約 40種 1000
株ものぼたんがきれいな花を咲かせ
ます。
時 期　4月下旬～5月上旬
場 所　清浄院（板倉町大高嶋320）

野木町（栃木県）

■若の原農村公園の芝桜
問野木町産業課　
☎ 0280‒57‒4152
　例年４月頃から地元の方が管理す
る芝桜が見事に咲き誇り、丘一面が
ピンク色に染まります。
　のんびりとした自然の中で春の息
吹を感じてみませんか。
場 所　若の原農村公園（野木町大

字若林41-12）
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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 14㈯･18㈬ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：14㈯市役所1階 多目的スペース、
18㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 11㈬ 10:00 ～12:00 司法書士、土地家屋調査士※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

家庭内困りごと相談 15㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は5月2日㈪～

税金なんでも相談 12㈭ 13:30 ～ 15:30 税理士※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

不動産相談 5月はありません 宅建協会員
※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

行政書士専門相談 18･25㈬ 10:00 ～12:00 行政書士（相続・遺言・許認可等）※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

外国人向け行政書士相談 11㈬ 10:00 ～ 12:00
行政書士
※在留資格等入管に関する相談、帰化申
請、会社を設立、自動車の登録、その他
様々な契約書を作成してもらいたい方

国際政策課
☎22-9327

FPによる納税相談 23㈪ 9:00 ～ 12:00 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 10･24㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 13㈮ 10:00 ～ 15:00 人権擁護委員　※予約不要場所：市役所6階　相談室6B
人権・男女共同参画課
☎22-9292

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

心配ごと相談 10･24㈫ 10:00 ～ 15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※10･24㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-950117･31㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 24㈫ 13:30 ～ 15:30
精神科医師（保健師1名同席）
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 23㈪ 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 7･21㈯ 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 15㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は5月2日㈪～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 27㈮ 10:00 ～12:00 ※女性の弁護士 人権・男女共同参画課
☎22-9296

心配ごと相談 10･24㈫ 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 12㈭ 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
）

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☎22-9617

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）

※面談方式の相談について、新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止や延期になる場合が
ありますので、お電話等でご相談ください

※5月～　社会福祉協議会、消費生活センター、国際交流協会が旧保健・福祉センター（中央町2-2-21）に移設になります
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マスク生活と口臭

 生理的口臭（健康な人でも感じる口臭） 
　起床直後や空腹時、緊張時などで唾液の分泌が減
ると、細菌が増殖して生じます。
　この種類の口臭は、歯磨きや飲食によって減らす
ことができます。

 こんな口臭には要注意！病的口臭！ 
　臭いの大部分が舌

ぜったい

苔（舌に付着した白っぽい汚れ
で、表面に細菌が堆積して苔状になったもの）と歯
周病に由来します。
　口以外では鼻や喉の病気、呼吸器系、糖尿病など
代謝系の病気が原因となる場合もあります。

　原因となる病気を治すことで、口臭を減らすこと
ができます。

 口臭のほとんどは口の中の細菌が原因です！ 
　細菌が食べカスなどを分解して硫黄化合物（不快
な臭い）を放出します。
　口臭を予防するために、歯ブラシや歯間ブラシ、
フロス、舌ブラシを使って口の中を清潔に保ちましょ
う。
　そして、気になる場合には、歯科医院を受診して
相談しましょう。

問健康増進課　☎ 22-9523

長時間のマスク着用で、息苦しさから、無意識に口呼吸をすることがあります。口呼吸
が習慣になると、口の中は乾燥して唾液の量が減り、自浄作用が低下することで虫歯や歯
周病へのリスクが高まり、口臭の原因にもなります。

広報おやま　2022.422

一次救急
医療機関

  夜間休日急患診療所
場所 健康の森　さくら（神鳥谷 2251-7）
 【健康医療介護総合支援センター】
 ☎ 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 健康の森　さくら（神鳥谷 2251-7）
 【健康医療介護総合支援センター】
 ☎ 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

5
月

救急車を呼ぶ？病院に行くか？迷ったときは
とちぎ子ども救急電話相談 #8000
とちぎ救急医療電話相談（概ね15歳以上） #7111

新型コロナウイルスに関する相談について
受診・ワクチン相談センター ☎0570-052-092

（初期）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
①⑥ ②⑤ ③④ ①⑥ ②④ ③⑤ ①④
8 9 10 11 12 13 14
②⑤ ③⑥ ②④ ①⑤ ③⑥ ①④ ③⑤
15 16 17 18 19 20 21
②⑥ ①④ ③⑥ ②⑤ ③④ ①⑤ ③⑥
22 23 24 25 26 27 28
①④ ②⑤ ③⑥ ②④ ③⑥ ①⑤ ②④
29 30 31
③⑤ ①⑥ ②④

この記事は（一社）小山歯科医師会の協力のもと作成しています。
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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）
　https://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 LINE

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

・特別開庁窓口　※市民課のみ
　4月2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
　4月24日㈰ 8:30 ～ 17:15

今月の表紙は、
新庁舎と御殿広場の桜の１枚。

市役所の周辺は、御殿広場・思川など、
桜がきれいな場所が多くあります。

市役所にお越しの際は、
市役所周辺を散歩してみては
いかがでしょうか？

今月の 1枚

「桜の季節」

4月の納期　納期限5月2日㈪

固定資産税・都市計画税
………………1期分



 
■編集・発行：小山市シティプロモーション課（〒323-8686 栃木県小山市中央町 1-1-1 ☎0285-22-9353） 
■市の人口：166,552 人（166 減）、男性 84,204 人（69 減）、女性 82,348 人（97 減）、世帯数 70,556（33 減）（3 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 4 月 1 日発行

問管財課　☎22‒9322

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

有料広告募集中！

小山市では、小児用ワクチン接種（5歳～11歳）を 3月中旬より開始しました。
〇小児用ワクチン接種体制

接種会場 備考

個別接種 市内医療機関 接種可能な医療機関一覧を市ホームページで確認
の上、医療機関へ直接予約してください。

集団接種 新小山市民病院 市のワクチン予約サイト・下記コールセンターで
予約できます。

〇小児用ワクチン集団接種の予定【会場：新小山市民病院　人数：各100名】　
日程

1回目 2回目
4月  6日（水） 4月27日（水）
4月15日（金） 5月  6日（金）
4月22日（金） 5月13日（金）
5月11日（水） 6月  1日（水）
5月18日（水） 6月  8日（水）
5月25日（水） 6月15日（水）

予約時間　①18時00分～　②18時30分～　③19時00分～
※小児の接種は任意です。厚生労働省ホームページ等を参考に感染症予防の効果と副反応の
リスク等についてご家族でよく話合い、接種するかどうかご検討ください

市ホームページ 予約サイト 日本小児学会厚生労働省
ホームページ

◎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 ・0285-22-9492
　  ・0285-22-9309　8時30分～ 20時00分

小児用ワクチン接種（5歳～11歳）について

新型コロナウイルス検査費用助成 期間延長のお知らせ
対　象　者

●無症状で、自費診療のPCR検査、抗原定量検査等を医療機関で受検した方
●令和5年3月31日の期間のうち各年度1人1回まで
 （令和3年度にすでに申請した方でも、令和4年度も 1人1回まで申請できます）
申 請 期 間

●受検した月の翌月10日まで（郵送の場合、10日までに必着）
助 成 内 容  （特別な事情により期間内に申請できない場合は、ご連絡ください）
●PCR検査：上限20,000円まで
●抗原定量検査：上限7,500円まで

詳しくはホームページへ
小山市健康増進課
☎0285-22-9525

基本的な感染対策の徹底をしましょう（「会話する＝マスクする」・手指の消毒・定期的な換気など）


