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　平成 27 年 9月の関東・東北豪雨や令和元年東日本台風では、私たちが住む栃木県に「大雨
特別警報」が発令され、「50 年に一度」といわれる大雨が降り、市内各地区で床上・床下浸水
などの甚大な被害を受けました。

　そこで小山市では、台風が来ても、大雨が長時間降っても、市民の皆さまへの被害が最小限
となるように、対策を講じてきました。また、防災や減災には、市民の皆さまの力を結集し、備
える事が重要だと考えています。今回は小山市での取り組みの一部を紹介します。

防 災 特 集

令和元年　東日本台風（台風 19号）

ハザードマップを
ご存じですか？
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き

 消防団員

平成 16年 4月 1日に消防
団員として任用され今年で
18 年になり現在は第 4方
面隊長を務める

小山市消防団は、1消防本部・5方面隊・
18 分団の計 793 名が、地域の安全・安心
の確保に日夜努めています。
今回取材した中島方面隊長は「平成 27
年の関東・東北豪雨に直面した時、初めて
の経験でビックリし、想像を超える水の怖
さを体感した」と語っています。
それまでは火災に重点をおいた活動でし
たが水害にも備えるようになりました。当
時、ゴムボートやライフジャケットは消防
本部にしか在庫がなく、的確な救助活動が
できなかったといいます。そのため、すべ
ての分団に配備したことで、令和元年東日
本台風では前回の教訓を生かした救助活動
ができたそうです。また、これらの水害時
の体験を知らない世代に共有する事で危機
意識を高め、地域を守る事につながってい
ると語っていました。
最後に「絶対に団員全員を無事に家へ帰
す」という消防団の合言葉を守れるよう
日々活動しています。「全国的に消防団員
数は減少傾向にありますが、小山市は皆さ
んの協力により活動が可能な人数を維持し
ています。私たちと一緒に活動に参加して
くれる人が１人でも増えてくれたら嬉し
い」との事でした。

市では、市民の方々への「備え」としてこのような講習を行っています。
自分たちにできることはなにかを考えて一緒に防災活動をしましょう !

AEDの設置場所 一般公募普通救命講習会　 問消防署　☎ 39‒6666

AEDを用いた心肺蘇生法、異物除去法、止血法などの講習をおこな
います。※受講者は、マスク着用必須
日 時：7月 9日（土）9時 30分～ 12時 30分　受付は 9時～
場 所：しらさぎ館　　
料 金：無料　　　　定 員：20人（先着順）
申込期間：6月 15日（水）～ 30日（木） 8 時 30分～ 17時 30分

市有施設
設置場所

コンビニ
設置場所
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田んぼダムについて　　　　　　　　　　　　　     

　雨水を水田に一時的に溜め、水田から水路へと少しずつ排水する
ことで、洪水被害の軽減を目的とした取り組みになります。水田と
水路の境にある排水口に調整板を取り付けることで、田んぼにダム
の機能を持たせることができます。これは農業者が力を合わせる事
で始まった地域防災です。

思川西部土地改良区の平
ひら

本
もと

事務局長（左）と大
おお

塚
つか

業務主任（右）

与良川排水機場　　　　　　　　　　　　　　　　　

　現在は、大雨の時に与良川へ集まってきた水を与良川第一排水機
場と与良川第二排水機場の２カ所にあるに排水ポンプを使って渡良
瀬遊水地へ強制的に排水しています。
　洪水被害解消のため、２つの与良川排水機場 を統合した与良川統
合排水機場を建設中です !
〔令和 6 （2024）年度に供用開始予定〕

思川西部土地開発区　古
ふる

河
かわ

理事長
　地域の優良農地の保全と確保はもち
ろん、土地改良事業を通じて、地域農
業の振興と活性化に努め、「都市と農
村が共生する新しい空間」のある地域
づくりをしています。
　現在、国営栃木南部事業にて新たな
与良川排水機場の整備が進んでおり、
これが完成すると、台風や集中豪雨な
どによる農作物や人命、家財への被害
が最小限にすることができることか
ら、一日も早い完成、運用開始を望ん
でいます。

土地改良事業　　　　　　　　　　　　　     

　土地改良は、大小様々な土地を稲作が行いやすいように大
きな四角形に整形し、水路や農業用道路を一緒に整備し、維
持・管理する事業です。
　近年では水田や水路を住みかとする生き物の生息場所、台
風や豪雨時における保水機能にも注目が集まっています。
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●食料・飲料の備蓄
 飲料水 3日分（1人 1L/ 日）
    非常食 3日分（ご飯（アルファ米）、ビスケッ
ト、板チョコ、乾パン等）
   トイレットペーパー、ティッシュペーパー、
ラップ
   マッチ・ろうそく

 カセットコンロ

●家具の置き方の工夫
  家具は壁に固定
   寝室や子供部屋の家具は最小限。置く場合
も背の低い家具にして、倒れた時に出口を
ふさがないように向きや配置を工夫
   手の届く所に懐中電灯、スリッパ、ホイッ
スルを準備

●非常用持ち出しバッグの準備
   飲料水・食料品（カップ麺、缶詰、ビスケッ
ト、チョコレート等）
  貴重品（預金通帳、印鑑、現金、保険証等）
  救急用品（絆創膏、包帯、常備薬等）
  ヘルメット、防災頭巾、マスク、軍手
  懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池
  携帯電話の充電器、携帯トイレ
   衣類、下着、カイロ、ウエットティッシュ、
体温計
  レインウェア、ポリ袋
※乳児のいる家庭は、紙
おむつ、ミルク、哺乳瓶
などを用意

災害に対する家庭での備えチェックリスト

おやま～るの方からメッセージ

おやま～るセンター長
宮
みや

岸
ぎし

 誠
まこと

さん

災害がおこったときに困って
いるひとがいることに目を向
けて力を貸してほしいです

YAMBE
町
まち

田
だ

 親
ちか

政
まさ

さん

災害現場に来て役に立たない
人はいないし、だれにでもで
きることはあるので気持ちが
あったら参加してほしいです

小山市社会福祉協議会
町
まち

田
だ

 拓
たく

也
や

さん

ボランティアに登録していた
だきできるだけ多くの方々に
災害に対して関心を持って頂
きたいです

※おやま～る…市を中心に
市民活動、ボランティア活
動、地域づくりなどに主体
的に取り組んでいる団体や
個人を支援するための拠点
施設です。

※ YAMBE…東日本大震
災が起きてから、50日後
に小山市倫理法人会が宮城
県気仙沼市にある紫神社で
炊き出しを行いました。こ
の取組みを続けなければな
らないと感じた参加者で
「YAMBE」を設立しました。

1 2 3

①事前オリエンテーションの様子　②実際に活動している様子
③災害ボランティアの運営打合せの様子

小山市防災
ポータル

市内避難所
一覧
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問自然共生課　☎ 22‒9354

コウノトリ ３年連続誕生

渡良瀬遊水地

コウノトリファンクラブ　誕生

わたらせコウノトリライブカメラ

配信スタート！

　市ではラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」の「保全」と「賢
明な利用」のため、コウノトリをシンボルとした貴重な湿地環境
の保全と地域の活性化に取り組んでいます。
　2020 年 5月にコウノトリ「ひかる」と「歌」のペアにヒナが
誕生しましたが、これは 1971 年に国内の野生コウノトリが絶滅
し、2005 年に兵庫県での野生復帰開始以降、東日本初の事例で
した。2021 年は「ひかる」と「レイ」のペアにヒナが産まれま
したが、2022年も同じ 2羽のペアからヒナが誕生しました。

　　ウェブサイトや定期的な集いを通じてコウノトリのファンが交流
できるファンクラブが誕生します。「コウノトリってどんな鳥？」「コ
ウノトリは今、どの辺りにいるの？」といったみなさんのギモンを解
決してくれる情報発信サイトをご確認ください。
※７月～本格運用開始（予定）

　また、コウノトリをモチーフにした商品ができました！地場産品を
使用したり、コウノトリをかたどっていたり、コウノトリと共に生き
るまちづくりに共感した協力店舗に足をお運びください！

　渡良瀬遊水地第２調節池に設置されている人工巣
塔では、2020年からコウノトリが繁殖しています。
コウノトリを見守るために、渡良瀬遊水地コウノト
リ定着推進協議会（事務局：小山市）では映像の配
信を始めました。ご自宅からコウノトリの様子を観
察できます。現地に来る前に確認してみてくださ

渡良瀬遊水地×コウノトリ

大注目！！
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観察マナー啓発ボランティア 募集
渡良瀬遊水地ラムサール条約

登録 10 周年記念シンポジウム

コウノトリ観察マナー

　渡良瀬遊水地では、特別天然記念物のコウノトリが
定着、繁殖するようになって３年が経ちました。コウ
ノトリと共に生きる地域づくりのためには、より多く
の皆さんと観察マナーを考え、広めていくことが大切
であることから、現地で観察マナーを広めるボラン
ティアを募集します。

受付期間：2022年 6月 1日（水）～ 30（木）
要　　件：  コウノトリが好きな方、研修会（年１回）に

参加できる方

同課窓口または事務局
（d-shizen@city.oyama.tochigi.jp）へメール

　7月 3日に、渡良瀬遊水地がラムサール条約に登
録されて 10年がたちます。コウノトリはじめとした
貴重な生きものがたくさん棲んでいる豊かな自然環
境を、皆で利用しながら将来に引き継いでいくため
に、何ができるのかを考えてみませんか？

日　　時：7月 3日（日）　13時～ 17時 30分
場　　所：文化センター大ホール（中央町1-1-1）
参 加 費：無料（申込詳細は市ホームページから）
内　　容：記念講演、パネルディスカッション（予定）

同課窓口または事務局
（d-shizen@city.oyama.tochigi.jp）へメール

食べ物をあげないで
　野生生物へのエサやりは、食べ
物を獲得する能力を低下させたり、
感染症を誘発したりすることがあ
ります。人工的なエサに慣れると
人を襲ったり、作物を荒らしたり
する被害につながる場合もありま
す。

来訪時には細心の注意を
　農地（田や畑、あぜ道）などの私
有地、河川管理施設などの立入禁
止区域には無断で入らないでくだ
さい。田畑では、農作物の毀損や
病原菌媒介の恐れがあります。立
入制限は植生保全のほか、自身の
安全を守る意味もあります。自動
車は、駐車位置に注意しましょう。

接近しすぎない
　神経質で臆病な野生生物は、危険を
感じると別の場所へ移動してしまいま
す。抱卵期や子育て期には、卵やヒナ
を放棄してしまうこともあります。稀
に好奇心旺盛で近づいてくる個体もい
ますが、驚かさないよう急な動きはせ
ず、ゆっくりと退避するか相手が離れ
ていくのを待ちましょう。

　わかち合う、私たちの良い環境
　利用者同士のトラブルを防止し、地域の環境を分かち合いましょう。
　ストロボを用いた写真撮影はしない、ごみは持ち帰る、犬の散歩はリードをつけて、などルールを尊重して、気持ちよ
く利用しましょう。
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参議院議員通常選挙

選挙について
（1）投票日時　 ホームページをご確認ください　
　　※投票時間は 7時～ 19時
（2） 投票場所　 市内 52 か所の投票所（投票所入場券にて

指定された投票所）
（3） 投票する選挙　「参議院栃木県選出議員選挙（選挙区）」

と「参議院比例代表選出議員選
挙（比例代表）」の 2 種類

【選 挙 区】 「候補者名」を書いて投
票してください。
【比例代表】 「候補者名」または「政
党等名」を書いて投票してくださ
い。

投票できる方
（①と②の両方を満たす方）
① 満 18歳以上の方（投票日の翌日が 18歳の誕生日の方）
② 基準日（公示日の前日）の 3か月前までに小山市におい
て住民票が作成され、引き続き 3か月以上、小山市の
住民基本台帳に記録されている方

投票所入場券
① 選挙の公示日以後に圧着はがきで郵送します。
②  1 通につき、その世帯の 4人分（５人以上の世帯の場
合は２通以上）です。
③ 入場券が届いていない場合または紛失した場合は、投
票所で再発行（「期日前投票」は、入場券がなくても投
票可）します。

期日前投票
　仕事や旅行等により、投票日当日に投票できない方は、「期日前投票」ができます。入場券の下部分の「宣誓書」にあらかじ
め記入していただくか、投票所に備えてある「宣誓書兼請求書」に記入し、投票してください。

期日前・不在者投票所 期　　間 時　　間
市役所（1階 多目的スペース） 公示日の翌日から投票日前日まで 8:30 ～ 20:00

小山東出張所 ①公示日の翌日から②の前週までの平日
②投票日直近週の（月）～（土）まで（祝日除く）

① 8:30 ～ 17:00
② 8:30 ～ 20:00

市民交流センター
（小山城南※・桑・間々田） 投票日直近週の（月）～（土）まで（祝日除く） 8:30 ～ 17:00

公民館
（大谷・生井・寒川・豊田・中・穂積・絹） 投票日直近週の（月）～（金）まで（祝日除く） 8:30 ～ 17:00

※小山城南市民交流センターについては、今回の選挙より月曜日から開設します（従来は火曜日から開設）。

令和４年７月25日の任期満了に伴う参議院議員通常選挙について、具体的な日程その他の最新の情報
や手続等の詳細は、ホームページをご確認いただくか、選挙管理委員会にお問い合わせください。また、
投票所にお越しの際は、新型コロナウイルス感染症対策（マスク着用など）にご協力ください。

問選挙管理委員会　
☎ 22‒9481

●目が不自由で、投票用紙が記入ができません。 ➡ 点字器を使用して「点字投票」ができます。

● 身体の不自由等により、投票用紙に自分
で書くことができません。 ➡ 投票所の従事者が代わりに投票用紙に記載する「代理投票」ができます。

● 投票日当日までには18歳になりますが、
まだ 17歳です。 ➡

① 投票日当日：投票所で投票できます。
② 期日前投票期間：期日前・不在者投票所で、17歳の時点では「不在
者投票」、18歳になってからは「期日前投票」ができます。

● 遠方の県外に一時滞在していて、投票所
に行けません。 ➡

滞在先から小山市の選挙管理委員会あてに投票用紙を請求し、滞在先
の選挙管理委員会で投票する「不在者投票」ができます（郵便のやり取
りが複数回あります。）

● 病院、介護施設等に入院等していて、投
票所に行けません。 ➡ その病院等が指定施設となっていれば、その施設等で「不在者投票」

ができます。

● 身体に障がいがあるため、自宅等から出
られず、投票所に行けません。 ➡ 身体障害者手帳等をお持ちの方で、一定の要件に該当すれば、自宅等

から郵便等により投票する「不在者投票」ができます。

こんなときは投票できるの？



第19回　小山市男女共同参画フェア　
～みんなで築こう参画社会～

日 　 時　6月 25日（土）13時～ 15時
場 　 所　文化センター小ホール
　　　　　（オンライン開催となる場合があります）
定 　 員　200人
予 　 約　オンライン申請・メール・電話にて事前予約制
演 　 題　「誰一人取り残さない、誰もが主役のまちづくり」
講 演 者　萩

はぎ

原
わら

　なつ子氏　
　　　　　独立行政法人国立女性教育会館理事長
内 　 容　 男女共同参画についての作文コンクールの表彰式・入賞

作品の展示
　　　　　男女共同参画に関するメッセージコーナー、物産販売

6月23日（木）～29日（水）は国の男女共同参画週間です。
　　　　　『「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ』
　　　　　（令和4年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ最優秀作品）

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

nformation プラス 広報おやま6月号からインフォメーションは
2色刷りで個別に保管が可能となりました。

小山市中小企業向け融資制度のご案内

●市では、市内中小企業者向けに 5
種類の制度を用意し、低金利で融資を
行っています。
・融資を受ける際の諸条件について
は、市ホームページ等でご確認く
ださい。

・融資の相談・申込みは、直接「市
内取扱金融機関」へお願いします。

●融資時に必要となる信用保証料に
ついて、市で補助をしております。
・営業資金および設備資金、創業資
金については、お支払いされた信
用保証料のうち、融資額 1,000
万円までの分を資金完済後に補助
します。

問商業観光課　☎22‒9275

資金名 限度額 返済期間 年利
営業資金 3,000万円

10年以内
（据置1年以内）

  3 年以内　1.4％
  5 年以内　1.6％
  7 年以内　1.9％
10年以内　2.1％

（固定金利）
設備資金 2,000万円

（総経費の80%以内）

創業資金
創業前後各1回

500万円
（設備資金の場合は総経費

の80%以内）

 5年以内
（据置6ヵ月以内）

3年以内　1.4％
5年以内　1.6％
（固定金利）

近代化施設資金 5,000万円
（総経費の80%以内）

15年以内
（据置2年以内）

1.6％
（変動金利）

工業振興資金
総事業費の95%、または
1億 5,000万円のいずれ

か少ない額
0.9％

（変動金利）

足利銀行
（小山支店・小山東支店・小山南支店・間々田支店）

足利小山信用金庫
（小山営業部・間々田支店・駅東支店・城南支店・城東支店）

常陽銀行
（小山支店・小山東支店）

栃木銀行
（小山支店・小山東支店・間々田支店）

筑波銀行
（小山支店）

群馬銀行
（小山支店）

栃木信用金庫
（思川支店）

結城信用金庫
（小山城南支店）

融
資
制
度
の
概
要

市
内
取
扱
金
融
機
関

◀市ホームページ
「小山市中小企業向け
融資制度のご案内」



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（5月16日現在の情報です）

お知らせ

人権擁護委員の日について

問人権・男女共同参画課　
☎ 22‒9292
　6 月 1 日（水）は人権擁護委員
の日です。
　人権相談では、様々な人権に関
する相談に対応しています。相談
は無料で秘密は守られます。
●「人権擁護委員の日」特設人権
相談
日 時　6月 1日（水）
　　　　10時～ 15時
場 所　市役所6階　相談室6B 
●人権相談
日 時　6月 10日（金）
　　　　10時～ 15時
場 所　市役所6階　相談室6B

6月 5日（日）～11日（土）
令和4年度危険物安全週間

問消防本部予防課　
☎ 39‒6658
　危険物の周りで火を使わないな
ど安全に取扱い、事故を防ぎま
しょう。

８０２０運動表彰事業 

問健康増進課　☎22‒9520
応募資格　80歳以上で自分の歯が

20本以上ある市内在住
の方（過去の表彰者は不
可）

表彰者の選考　
（一社）小山歯科医師会会員の歯科
医院にて歯科検診していただき
（無料）、表彰者を決定。表彰者に
は表彰状と記念品を贈呈します。
歯科検診期間　
6月 1日（水）～8月 9日（火）
問合せ　同課または直接歯科医院へ

薬物依存症家族の集
つど

い

問県南健康福祉センター
☎ 22‒6119
　初めて参加を希望する方は当セ
ンター職員による事前面談があり
ます。
日　時　
5月 12日、6月 2日、7月 7日、
8月 4日、9月 1日、10月 6日、
11 月 10 日、12 月 1 日、1 月
12日、2月 2日、各木曜日
場 所　県庁小山庁舎
料 金　無料

年金額の確認を！

問栃木年金事務所　
☎ 0282‒22‒4131
問国保年金課　☎ 22‒9416
　年金を受け取っている方に対
して、令和 4年 6月～令和 5年
4月振込みまでの年金振込通知書
が、6月上旬ごろ日本年金機構か
ら発送されます。

農業者年金
　　　現況届の提出を忘れずに

問農業委員会事務局　
☎ 22‒9242
　現況届は 5月末に農業者年金
基金から直接郵送されます（昨年
7月 1日以降の裁定者には送付
されません）。現況届が提出され
ない場合、年金の支払いが差し止
められますので必ず提出してくだ
さい。
受付日時・場所
①6 月 1 日（水）～ 15 日（水）
　 8 時 30 分～ 15 時　　
　 市内農協各支店
②6 月 1 日（水）～ 30 日（木）
 　8 時 30 分～ 17 時 15 分
　市役所5階　農業委員会事務局

避難行動要支援者名簿に
　　　登録しましょう

問福祉課　☎ 22‒9612
　「避難行動要支援者名簿」とは、
災害時に自ら避難することが困難
な方を登録し、掲載した名簿です。
【登録できる方】（希望者）
①身体障害者手帳所持者（1級ま
たは2級）
②療育手帳所持者（A判定）
③精神保健福祉手帳所持者（1級）
④介護保険の要介護 3以上の認
定者
⑤障がい福祉サービスを受けてい
る指定難病患者
⑥ 75 歳以上の高齢者のみ世帯
（ひとり暮らしの高齢者を含む）等
※避難行動要支援者への支援は、
災害時の避難支援を保証するもの
ではなく、地域の支援者等による
任意の協力です

ハナミズキ
（自死遺族）の会の開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　6月21日（火）14時～
場 所　市役所4階　402
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
定 員　なし
申 込　不要。当日会場にお越し

ください。

文化センター
大ホールの貸出休止

問文化振興課　☎ 22‒9662
問文化センター　☎ 22‒9552
　施設改修のため、令和5年 7
月から9月の文化センター大ホー
ルの貸出を休止します。この期間
の予約はできません。※大ホール



インフォメーション

以外の各施設は利用できます

生涯学習センターの
利用に関するアンケート

問生涯学習課　☎ 22‒9665
　生涯学習センターの利用に関す
るアンケート調査を実施します。
市内各施設に設置のアンケート用
紙または専用フォームより回答に
ご協力下さい。
申 込　締め切り　6月15日（水）

6/1（水）～7（火）は
　　　　　　　 水道週間です

問水道事業　☎ 23‒0368
【スローガン】大切な　水と一緒
に　暮らす日々
　水道事業へのご理解とご協力を
お願いします。

助成制度

生垣設置費用助成金
　　　　　　交付制度

問公園緑地課　☎ 22‒9881
　自宅や事業所等の敷地に生垣を
設置する場合、公衆道路に面して
いる等の要件を満たせば、市から
助成を受けることができます。
対 象　市民・市内の事業者
助成額　設置費用の1/2以内で、

以下の金額を上限とし
て助成

①新規で設置する場合 5万円
②既存のブロック塀を取り壊して
生垣に替える場合 7万円

募 集

令和4年度
　　　消防設備士試験

問（一財）消防試験研究センター栃木
県支部　☎ 028‒624‒1022
　令和4年度　第1回消防設備士
試験
　試験案内は市内の消防署・分署・
分遣所にて配布しています。
試験日　9月 11日（日）
場 所　県立宇都宮工業高等学校

介護支援専門員実務研修
受講試験　案内書の配布 

問高齢生きがい課　☎ 22‒9541
　令和 4年 10 月 9 日（日）に実
施される介護支援専門員実務研修
受講試験の案内書（申込書）を配布
します。
日 時　6 月 1 日（水）～ 30 日

（木）
場 所　小山市役所 3階高齢生

きがい課窓口
対 象　受験を希望される方

公園の里親の募集 

問公園緑地課　☎ 22‒9881
　市内の公園の近隣にお住まいの
方で、里親として公園の清掃・除
草等のボランティア活動をしてい
ただける方を随時募集していま
す。新たに公園の里親になるため
には、複数人で「公園愛護里親会」
の結成していただく必要がありま
す。
市からの支援
・助成金の交付
・用具類の配布
・市が加入する「市民活動災害補
償保険」の適用

思川の清掃

問思川に思いをはせる会　渡辺事
務局長　☎070‒1371‒3909
mamago272@yahoo.co.jp

　思川河川敷のゴミ拾いを行いま
す。
日 時　6月 5日（日）
　　　　9時 30分集合　
※作業は 2時間程度を予定して
います
場 所　石ノ上橋の下（河川敷）
持 物　軍手
申 込　担当者まで電話かメール
※6月 4日（土）18時まで

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を守
るため、外来植物や湿地を樹林化
させてしまう植物を抜き取りま
す。
日 時　6月 25日（土）
　　　　7時 30分～
場 所　渡良瀬遊水地第 2調節

池環境学習フィールド3
対 象　全年齢（小さいお子様は

保護者同伴）
定 員　なし
料 金　無料
申 込　参加票を記入してお持ち

ください（当日参加可）

令和4年度
おやまアグリビジネス
　　　創出事業の募集

問農政課　☎ 22‒9254
　小山産の農産物を活用した 6
次産業化や農商工等連携による新
商品・新サービスの開発を支援し
ます。※審査有り
【補助限度額】50万円
【補助率】2分の1以内

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（5月16日現在の情報です）

お知らせ

人権擁護委員の日について

問人権・男女共同参画課　
☎ 22‒9292
　6 月 1 日（水）は人権擁護委員
の日です。
　人権相談では、様々な人権に関
する相談に対応しています。相談
は無料で秘密は守られます。
●「人権擁護委員の日」特設人権
相談
日 時　6月 1日（水）
　　　　10時～ 15時
場 所　市役所6階　相談室6B 
●人権相談
日 時　6月 10日（金）
　　　　10時～ 15時
場 所　市役所6階　相談室6B

6月 5日（日）～11日（土）
令和4年度危険物安全週間

問消防本部予防課　
☎ 39‒6658
　危険物の周りで火を使わないな
ど安全に取扱い、事故を防ぎま
しょう。

８０２０運動表彰事業 

問健康増進課　☎22‒9520
応募資格　80歳以上で自分の歯が

20本以上ある市内在住
の方（過去の表彰者は不
可）

表彰者の選考　
（一社）小山歯科医師会会員の歯科
医院にて歯科検診していただき
（無料）、表彰者を決定。表彰者に
は表彰状と記念品を贈呈します。
歯科検診期間　
6月 1日（水）～8月 9日（火）
問合せ　同課または直接歯科医院へ

薬物依存症家族の集
つど

い

問県南健康福祉センター
☎ 22‒6119
　初めて参加を希望する方は当セ
ンター職員による事前面談があり
ます。
日　時　
5月 12日、6月 2日、7月 7日、
8月 4日、9月 1日、10月 6日、
11 月 10 日、12 月 1 日、1 月
12日、2月 2日、各木曜日
場 所　県庁小山庁舎
料 金　無料

年金額の確認を！

問栃木年金事務所　
☎ 0282‒22‒4131
問国保年金課　☎ 22‒9416
　年金を受け取っている方に対
して、令和 4年 6月～令和 5年
4月振込みまでの年金振込通知書
が、6月上旬ごろ日本年金機構か
ら発送されます。

農業者年金
　　　現況届の提出を忘れずに

問農業委員会事務局　
☎ 22‒9242
　現況届は 5月末に農業者年金
基金から直接郵送されます（昨年
7月 1日以降の裁定者には送付
されません）。現況届が提出され
ない場合、年金の支払いが差し止
められますので必ず提出してくだ
さい。
受付日時・場所
①6 月 1 日（水）～ 15 日（水）
　 8 時 30 分～ 15 時　　
　 市内農協各支店
②6 月 1 日（水）～ 30 日（木）
 　8 時 30 分～ 17 時 15 分
　市役所5階　農業委員会事務局

避難行動要支援者名簿に
　　　登録しましょう

問福祉課　☎ 22‒9612
　「避難行動要支援者名簿」とは、
災害時に自ら避難することが困難
な方を登録し、掲載した名簿です。
【登録できる方】（希望者）
①身体障害者手帳所持者（1級ま
たは2級）
②療育手帳所持者（A判定）
③精神保健福祉手帳所持者（1級）
④介護保険の要介護 3以上の認
定者
⑤障がい福祉サービスを受けてい
る指定難病患者
⑥ 75 歳以上の高齢者のみ世帯
（ひとり暮らしの高齢者を含む）等
※避難行動要支援者への支援は、
災害時の避難支援を保証するもの
ではなく、地域の支援者等による
任意の協力です

ハナミズキ
（自死遺族）の会の開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　6月21日（火）14時～
場 所　市役所4階　402
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
定 員　なし
申 込　不要。当日会場にお越し

ください。

文化センター
大ホールの貸出休止

問文化振興課　☎ 22‒9662
問文化センター　☎ 22‒9552
　施設改修のため、令和5年 7
月から9月の文化センター大ホー
ルの貸出を休止します。この期間
の予約はできません。※大ホール



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（5月16日現在の情報です）

申 込　6月17日（金）まで

都市づくりに関する
　　市民懇談会の開催

問都市計画課　☎ 22‒9203
　小山市では、将来のまちづくり
や都市計画、公園緑地の整備など
都市づくりの基本的な指針となる
「（仮称）小山市都市づくりのマス
タープラン」を策定しています。
将来の都市づくりについて、市民
懇談会を開催します。※オンライ
ン参加も可能（要事前申込み）
　日時・場所については、市ホー
ムページにてお知らせしますの
で、ご確認ください。
対 象　市内に在住、または通勤・

通学している方。
定 員　現地参加 : 約 80人
　　　　オンライン参加
　　　　　　　　 : 約 100人
料 金　無料
申 込　
参加をご希望の方は、市ホーム
ぺージの参加申込フォーム、また
は公園緑地課および都市計画課の
窓口へ直接お申込みください。

男女共同参画審議会　
　　　　　　委員募集

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

　市の男女共同参画基本計画等を
審議していただきます。
任 期　2年（令和 4年 9月～令

和6年 8月）
場 所　年数回、市役所で会議を

行います
対 象　20 歳～ 64 歳で市に 5

年以上在住している方、
市の他の審議会等の委
員になっていない方

定 員　1名（選考）
申 込　6月 30日（木）締切

応募動機（800 字程度）
の提出有

　　　　イベント・講座

菊作り講習会
　　　　　参加者募集  

問小山晃思会事務局（商業観光課）　
☎22‒9273
　菊作りの基本を楽しく学びませ
んか ?お作りいただいた菊はお
持ち帰りいただけます。
日 時　7月 2日（土）　
　　　　10時～ 11時 30分
場 所　道の駅　思川
参加料　500円
申 込　小山晃思会事務局（商業

観光課）

7月の定例観望会の
　　　　　　お知らせ

問博物館　☎45‒5331
「さそり座をみつけよう」
～M57こと座環状星雲をみよう～
　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　7月 9日（土）
　　　　20時～ 21時
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人程度
料 金　無料
申 込　博物館ホームページ予約

受付フォームまたは電話
　　　　6月 11日（土）～17日

（金）（抽選・要予約）
※1回 5人まで

壮年期男性のための
　 身体改善！健康教室

問健康増進課　☎ 22‒9520
　8月～ 11月にかけて、メタボ
リックシンドロームの予防・改善
に活かせる資料や動画等をメー
ルで月 1回程度配信します。ま
た、生活改善に取り組む中で分か
らないことなどに個別で相談に応
じ、アドバイスします（オンライ
ン可）。希望制で、健康教室も開
催します。
料 金　無料
対 象　30代～ 50代男性
定 員　20人
申 込　専用フォーム、電話、同

課窓口
申込期間　随時

松
まつ

田
だ

華
か

音
のん

＆牛
うし

田
だ

智
とも

大
はる

　
ピアノデュオリサイタル

問文化センター　☎22‒9552
曲 目　ラフマニノフ作曲　2台

ピアノのための組曲第1
番「幻想的絵画」他

日 時　7月16日（土）
　　　　開場14時/開演15時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席指定　
　　　　一般　　　　3,500円
　　　　高校生以下　1,000円
　　　　チケット発売中

八
やがみじゅんこ

神純子 Live キミの街へ
～For all living things ～

問文化センター　☎22‒9552
　70年代～80年代にかけてヒッ
ト曲を連発した歌姫・八神純子の
ライブツアー
日 時　7月24日（日）
　　　　開場15時30分
　　　　開演16時30分
場 所　文化センター　大ホール
料 金　全席指定
　　　　一般　6,800円　

※「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



インフォメーション

　　　　当日　7,300円
　　　　チケット発売中

神
かん

田
だ

伯
はく

山
ざん

独演会

問文化センター　☎22‒9552
　日本一チケットが取れない講談
師・神田伯山の独演会 
日 時　8月27日（土）
　　　　開場13時 /開演14時
場 所　文化センター　大ホール
料 金　全席指定　3,800円

初めての方のための
　　　　傾聴入門講座

問おやま～る　☎20‒5562
　傾聴に必要な姿勢や態度など心
構えや基本的な傾聴について学び
ます。
日 時　7月10日（日）　
　　　　10時～12時
場 所　研修室
定 員　20人
申 込　おやま～るホームページ

の入力フォームもしくは
電話で7月 3日（日）ま
でに申込み

ワークショップ
『ジブンゴト』のまちづくり
 ～今から・これから～

問おやま～る　☎20‒5562
　ボードゲーム「Get The Point」
を通じてこれからの自分たちの未
来について楽しく考えます。
日 時　6月 9日（木）
　　　　10時～ 12時
場 所　研修室
定 員　20人
申 込　おやま～るホームページ

の入力フォームもしくは
電話で申込み（要予約）

ゆめまち6月のイベント 

問ゆめまち　☎27‒9935
講座名 日時 対象 定員 /料金

①認知症予
防教室

6/23㈭
10：00～
11：00

どなた
でも

15人
 無料

②わくわく
ゆめまち
おはなし会

6/28㈫
10：30～
11：00

小学校
入学前
のお子
さん

なし
無料

③ゆめまち
で作ろう
陶芸教室

7/2㈯、
   ３㈰、
 15㈮、
 23㈯、
 31㈰

どなた
でも

８人
3,000 円
持ち物：
エプロン、
タオル、
汚れても
よい服装

申 込　①6月 10日（金）
　　　　10時～
　　　　②不要
　　　　③6月12日（日）9時～

弓道教室の開催

問市弓道会　会長　安
アン

倍
ベ

　
☎090‒6012‒3674
日 時　6月25日～7月20日（毎

週水・土）計8回
　　　　水：19時30分～21時
　　　　　  4回
　　　　土:10時～11時30分　
　　　　　  4回
場 所　市営弓道場
対 象　市在住・在勤の18歳以上

の方
定 員　8人（先着）
料 金　1,000円（傷害保険等含）
申 込　参加料を添えて申込み。
申込期間　6月7日（火）～14日（火）

の平日10時～17時（土・
日は受付不可）

場 所　（公財）小山市スポーツ協
会事務局

　　　　（県立温水プール館内）

初級英語講座（全5回）
　　　　    参加者募集

問国際政策課　☎22‒9278
　外国人の先生と楽しく初級レベ
ルの英語を学びましょう。

日 時　7月 8日・15日・22日・
29日、8月 5日　各金
曜日　全5回　

　　　　10時～ 11時 30分
場 所　中央公民館　視聴覚室
対 象　市在住、在勤、在学の方
定 員　20人※先着順
※初めての方を優先
料 金　無料
申 込　6月3日（金）～24日（金）
　　　　9時～　電話・同課窓口

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

メタル
エンボッシング
アート・フレーム
装飾づくり

6/4㈯
13:30～ 1,200 円

「思川の流し
びな保存会」
流しびな作り

6/12 ㈰
10:30 ～ 1,000 円

コースター織
（地機織り）

6/19 ㈰
10:30 ～
14:00 ～

1,000 円　
子供
500円

紬の糸玉ピアスを
作ろう

6/23 ㈭
13:30 ～ 1,000 円

場 所　クラフト館
申 込　6月 1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

おやま市民大学
　　　　　　単発講座
「カラスを知ろう～生態と対策～」

問生涯学習課　☎22‒9665
　カラスの研究で幅広く活躍され
ている、宇都宮大学の塚

つか

原
はら

直
なお

樹
き

氏
による特別講義です。
日 時　7月 3日（日）
　　　　14時～ 16時
場 所　生涯学習センター　ホー

ル
対 象　市民
定 員　50人
料 金　無料
申 込　6月1日（水）～16日（木）
　　　　専用フォーム・電話・
　　　　同課窓口



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（5月16日現在の情報です）

夏休み子ども向け
　　　　市民大学講座
「親子で学ぼう！災害報道から考える防災」

問生涯学習課　☎22‒9665
　テレビ朝日と下野新聞社のス
タッフの方が災害報道の舞台裏に
ついて教えてくれます。（全 2回
連続講座）
日 時　
① 「テレ朝出前講座」7月 23日
（土）14時～ 16時
② 「しもつけ新聞塾」8月 20日
（土）11時～ 12時
場 所　生涯学習センター　ホール
対 象　小学校5・6年生と中学

生の親子
定 員　15組
料 金　無料
申 込　6月 15日（水）～ 30日

（木）
専用フォーム、電話、
同課窓口

夏休み自由研究・
　　　木工アート教室

問生涯学習センター　☎22‒9111
講 師　柏

かしわ

崎
ざき

隆
たか

雄
お

氏
【小学校中学年対象・木材でゴミ
収集車を組み立ててみよう】
日　時　7月 24日（日）
　　　　14時～ 15時 30分
場　所　生涯学習センター
料　金　1,000円（材料費込み）
対　象　小学3、4年生
定　員　10人（保護者参加可）
【小学校低学年対象・木材で新幹
線を組み立ててみよう】
日　時　8月 7日（日）
　　　　14時～ 15時 30分
場　所　生涯学習センター
料　金　1,000円（材料費込み）
対　象　小学1、2年生
定　員　10人（保護者参加可）
【幼稚園児対象・木材で車を組み
立ててみよう】
日　時　8月 28日（日）

　　　　14時～ 15時 30分
場　所　生涯学習センター
料　金　1,000円（材料費込み）
対　象　幼稚園児（4～ 6才）
定　員　10人（保護者参加可）
申　込　6月 5日（日）　10時～
　　　　電話　同センター窓口

夏休み・囲碁入門講座

問生涯学習センター　
☎22‒9111
講 師　山

やま

本
もと

広
ひろ

斉
なり

六段
日　時　7 月 24 日（日）、31 日

（日）
　　　　10時～ 12時
場　所　生涯学習センター
料　金　参加費（全2回）
　　　　大人、高校生まで
　　　　　　　　　　1,500円
　　　　中学生以下　 1,000円
対　象　囲碁初心者
定　員　15人
申　込　6月 5日（日）　10時～
　　　　電話　同センター窓口

令和4年度　第1回
小山市民フォーラム
　　　　　参加者募集

問シティプロモーション課
☎ 22‒9353　℻  22‒9546
d-promotion@city.oyama.

tochigi.jp
テーマ　いなかとまちなかの連携　

～小山の田園環境を満
喫するには～

日 時　7月 23日（土）　
　　　　14時～ 17時
場 所　市役所
対 象　市在住・在勤・通学者　

40人　
申 込　専用フォーム・メール・

FAX・郵送
（郵送先　〒 323-8686（住所不
要）小山市役所　シティプロモー
ション課）
締 切　6月 24日（金）必着

おやま高校生
まちづくりプロジェクト
　　　　　参加者募集

問シティプロモーション課
☎ 22‒9376
　高校生を対象に、小山のことを
もっとよく知ってもらうためのプ
ログラムを実施します。皆さんの
興味のある分野から、おやまの「ま
ちづくり」について考えてみませ
んか？
日 時　開催日時などは問い合わ

せください。
場 所　SEKEN 小山市城山町

3-6-25
対 象　市内に在住・通学の高校

生
申込方法　Web 申込フォームより

お申し込みください。
申込期間　6月末まで

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

小山コミュニティFM
「おーラジ」

77.5MHzで毎日生放送 !
（7:00～ 21:00）

普段は市の身近で魅力的な情報
を、災害時には気象情報や交通情
報等をリアルタイムに発信してい
ます。

番組表をチェック▼



インフォメーション

栃木市（栃木県）

■とちぎあじさいまつり
問栃木市観光振興課　☎ 0282‒21‒2374
　太平山神社へ続く石段の両側に、2,500株ものあじさいが色鮮やかに咲き誇ります。雨露に濡れたあじさいは一層
彩りを増し、私達の心を和ませてくれます。
　あじさいまつりの期間中は、あじさい坂駐車場・あじさい坂周辺駐車場は有
料となります。あじさい坂周辺は渋滞が予想されますので、大曲駐車場（無料）
をご利用いただき、交通渋滞緩和のご協力をお願いいたします。
日 時　6月中旬～7月上旬（予定）
場 所　太平山県立自然公園（あじさい坂）（栃木市平井町）

古河市（茨城県）

■ネーブルパークのキスゲ
問サンワ設計ネーブルパーク　☎0280‒92‒8752
　サンワ設計ネーブルパークのキスゲ園では、6月
下旬～7月中旬にかけてキスゲが見頃を迎えます。
2,500 平方メートルの広さに約 4,000 株が植栽
されており、色鮮やかな花を咲かせます。ぜひ、ご
来園ください。
場 所　古河市駒羽根

620

加須市（埼玉県）

■浮野の里のハナショウブ
問加須市環境政策課　☎ 0480‒62‒1111
　6月中旬ごろから、浮野の里のハナショウブが見頃を
迎えます。全国水の郷百選、緑のトラスト保全地の豊か
な自然の中で、情緒あふれる光景をご堪能ください。
場 所　
浮野の里（加須市多門寺・
北篠崎地内）

野木町（栃木県）

■ホタルの光に癒されませんか？
問野木町政策課
☎ 0280‒57‒4101
　6月 11日（土）・12日（日）に、第9回ホタル祭
りが開催されます。
　ホタルの飛翔が見られるのは 20時頃からです。
ぜひ、現地で神秘的に舞うホタルをご鑑賞ください。
場　所　のぎ水辺の楽校

（清水谷）
※例年、6月初旬から 6
月 20 日頃までが、ホタ
ルの飛翔の見頃となりま
す

板倉町（群馬県）

■ぐんまの水郷
問板倉町産業振興課 
☎ 0276‒82‒6137
　自然が生かされた総面積10万平方メートルの広大な
フィッシングパークです。3万平方メートルの規模を持
つ釣り場には，ヘラブナも放流され、太公望の人気を集
めています。
場 所　板倉町大字岩田2941-3
開 園　年中無休　終日
入園料　無料
遊漁料　1日　 500円／
　　　　年間6,000円
※釣り竿の貸し出しは行っていません

関東どまんなかサミット情報



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 9㈯･20㈬ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：9㈯市役所1階 多目的スペース、
20㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 13㈬ 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 17㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は7月1日㈮～

税金なんでも相談 14㈭ 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 7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 20･27㈬ 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 7月はありません
行政書士　※予約不要
※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 7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 12･26㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 8㈮ 10:00 ～ 15:00 人権擁護委員　※予約優先場所：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 5㈫ 10:00 ～11:30 精神科医師 福祉課
☎22-9629

心配ごと相談 5･19㈫ 10:00 ～ 15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※5･19㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-950112･26㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 26㈫ 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 25㈪ 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 2･16㈯ 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 17㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は7月1日㈮～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 22㈮ 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 12･26㈫ 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 7㈭ 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
）

7
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



広報おやま　2022.6 9

QR

問中央図書館　☎ 21-0750

7

　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。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

高丸さんの気になるスポット

TERMINAL
BY Café FUJINUMA

#小山カフェ　#コーヒー　#ドラヤキ
#小山の魅力  

住　　所：城山町 3-3-22
営業時間： 月～土 7:00 - 21:00

 日・祝 9:00 - 20:00

　2021年12月にオープンしたCafé FUJINUMAさん
の新店舗。オシャレなターコイズブルーの看板が目を
ひきます。 
　コーヒーはもちろん、相性抜群のスイーツもおすすめ。
　私のお気に入りはコーヒークリームドラ。
　ドラヤキ ワダヤさんのふわふわの生地とCafé FUJI
NUMAさんのコーヒーを使用したホイップクリームが
とてもマッチしています。 
　場所は小山駅西口ロータリー正面。電車の待ち時間
などに最適です。 ゆったり過ごせる店内で、コーヒー
ブレイクしてみてはいかがでしょうか。
 おやま広報特派員　高丸 友香 さん （@yuka_t_0919）

8

4（月）・11（月）・19（火）・25（月）・28（木）
※小山・間々田・桑分館は18（月）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。

 7月の休館日

　

 おはなし会
名称（会場） 7月 開始時間

おやま分館ピッコロおはなし会（小山分館） 1日㈮ 11：00
おはなしウェンディ 6日㈬ 15：30
おはなしメロディ 10日㈰ 14：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 12日㈫ 15：30
おはなしこんにちは 13日㈬ 10：30
わくわくマルベリーおはなし会（桑分館） 16日㈯ 13：30
おはなしウェンディ0・1・2 20日㈬ 11：00
はなしのこべや　おはなしかい 24日㈰ 14：00
おこれんのおはなし会 31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

『いま、会いにゆきます』 市川 拓司／著　小学館

　「また雨の季節になったら戻ってくるから」一年前、亡
くなる1週間前にそう言った妻は、町はずれの工場跡地
で夫と息子に再会します。しかし、妻は記憶を喪失して
おり、自身の名前もわからない状態でした。そこから、
三人の共同生活が再び始まります。ラストの衝撃的な展

開に注目してほしいファンタジー恋愛小説です。また、2004年には映
画化、2005年にはテレビドラマ化、2019年には韓国で再映画化され
ました。

　今月は梅雨の時期にちなみ、「雨」が印象的な本を紹介しま
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。

『はじめての脱炭素　～見て、知る、サステナブル～』
すなだ ゆか／作　小峰書店

　脱炭素ってなんだろう？脱炭素はどうやって実現す
る？私たちにできることは？などなど、脱炭素に関する
様々な疑問を解消できます。2ページで1つの疑問を可
愛いイラストでわかりやすく解説しており、タイトルの通

り、手軽に見て知ることができます。ＳＤＧｓにつながる脱炭素社会
入門におすすめの一冊です。

 いちおし本 ～梅雨の季節に読みたい本&SDGsに関する本～



　ふゆみずたんぼ米とは、ラムサール条約湿地に登
録された渡良瀬遊水地の周辺で、冬の田んぼに水を
張り、有機栽培された、安全・安心なお米です !
　市では、ふゆみずたんぼ米を市内全小中学校に提
供しています。
　感謝の手紙を市内の小学6年生が書いて、ふゆみ
ずたんぼ米を栽培する農家の方へお渡ししました。

◆安全・安心な

ふゆみずたんぼ米をありがとう !
　街路空間の活用と滞留・交流空間の必要性や安全
性等の検証をする社会実験のために、祇園城通りの
歩道上へパークレット（休憩・滞在ができる小さな
空間）を設置しています。お散歩の休憩がてら気軽
に利用してみてはいかがでしょうか !
設置場所 : まちのプロムナード地先の歩道上
　　　　　（中央町 2-1-10）

◆祇園城通りで

パークレットを設置しています !

瑞宝単光章

直
なお

井
い

貢
みつぐ

氏
（駅東通り）

1968 年に小山
消防本部入り。
2009年に退職。

瑞宝双光章

日
ひ

向
が

野
の

佳
よし

夫
お

氏
（暁）

1967 年に警視
庁入り。2008
年に退職。

瑞宝単光章

工
く

藤
どう

仁
まさし

氏
（間々田）

1977 年に陸上
自衛隊に入隊。
2015年に退官。

　公園の魅力的な活用を図るために小山総合公園で
「おやまいち」と呼ぶマーケットが開催されています。
　そして、「おやまいち」の初回開催日である 4月
30日には、「みらい創造キャンプ」が行われました。
今月は 6月 25日（土）に開催予定です。

◆ 2022危険業務従事者叙勲

長年にわたり各界の発展に寄与された功績
が評価され叙勲の栄誉に輝きました。

◆83組が公園でキャンプ

「おやまいち」・「みらい創造キャンプ」
が開催されました !
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「学生時代は、大人になったらこんな仕事をするとは
思わなかった」と話してくれたのは、小山市大川島のい
ちごの里の隣にあるいちごの里めぶきファームで理事を
務めている小黒悠輔さん。
出身は福島県で、ご両親がドライブイン事業を小山市
で展開するのに伴い移住し、2歳から小山で暮らしてい
ます。
学生時代は柔道に打ち込み、柔道整復師の資格を取
得し、整骨院の開業を目指して、小山整形外科で高齢
者のリハビリテーションに従事していました。今から4
年前にご両親とお兄さんが運営しているいちごの里か
ら「障がい者にいちごの選別やジャムなどの加工品の
製造といった活動を通じて社会と関わる施設を一から作
りたいので、その担当として力を貸して欲しい」と頼ま
れ、これまでの経験も生かせて面白そうな仕事だと思
い、協力することを決意。
就労継続支援※A型事業所として、いちごの里めぶ
きファームだけでなく、小山駅西口にいちごの里めぶき
ファーム小山駅前事業所を設立し、2つの施設で 40人
の障がい者の方を受け入れ、日々の作業に従事してい
ただいている。「将来はココファームワイナリーと並び

称されるような、栃木県を代表する社会福祉法人にな
りたい」と、素敵な志を披露してくれた小黒さん。直近
の目標としては、就労継続支援※ B型事業所や福祉農
園を新たに開設し従来のサービスでは対応出来なかっ
た方を受け入れるだけでなく、以前小黒さんが勤めて
いた小山整形外科をはじめ、障がい者雇用に積極的な
事業所との連携し、ひとりでも多くの障がい者の方々が
社会進出していくお手伝いがしたいと語ってくださいま
した。
※A型…雇用契約を前提とした障害福祉サービスで事業者は最低賃

金を支払う必要があります
※ B型…非雇用型の障害福祉サービスで「訓練」や「リハビリ」を

行います

きらり小
お

山
やま

人
びと

～紹介したい人がいます～　No.3
輝く人にインタビュー

　

いちごの里で作っているいちご

小山駅西口にある第２いちごの里
めぶきファーム

いちごの里めぶきファーム

理　事   小
お

黒
ぐ ろ

悠
ゆ う

輔
す け

さん 
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！！
　ペットボトルのラベルや
キャップ、コンビニ弁当
の容器など、プラマーク
が付いているプラスチック
製容器等がプラ容器です。
収集所に出すときには、
水ですすいで汚れを落と

してから出し
ていただいて
います。

　では、お買い得になった値引き
シールなどはどうしていますか？　
値引きシールは意外とはがれにく
いですよね。出来るだけはがして
欲しいですが、完全にはがさなく
ても大丈夫なんです。シールがは
がれないからといって可燃ごみに
する必要はありません。プラ容器
として出して、リサイクルに繋げ
ましょう。

　値引きシールでもう一つ。
最近見かける「てまえどり」。
購入してすぐに食べるもの
は、商品棚の手前にある販売
期限の迫った商品を積極的に
選ぶという、食品ロス削減に
向けた取り組みです。お得に
買って、「もったい
ない」を減らしま
しょう。

ごみの分別～ここに注意して～

　先月から始まりました「ごみの分別～ここに注意して～」
今回は、プラスチック製容器包装（プラ容器）
に関することです。

新型コロナウイルス感染者（自宅療養者等）支援事業

※宿泊療養や入院となった場合は対象外です。
※ネットスーパーや宅配サービス等の非対面での利用ができる方はご遠慮下さい。

　お申込みはお電話で　☎ 0285-22-9520・9525　
（受付時間：平日 8時 30分～ 17時 15分）　

♥感染・災害等に備え、日頃から日常生活用品等の備蓄を心がけましょう

●以下の⑴～⑶の全てに当てはまる世帯
⑴ 新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所から自宅療養を指示された方のいる
　世帯で、かつ、買い物を行える方がいない世帯
⑵買い物を頼める方（家族、親戚、知人等）がいない世帯
⑶自宅療養期間中に必要な食料品及び日用品が不足し、生活に支障をきたす可能性のある世帯

◯接種対象　 3 回目接種後 5ヶ月経過した60歳以上の方および 18歳以上の基礎疾患のある方、
　　　　　　その他重症化リスクが高いと医師が認めた方
◯詳　　細　ホームページなどでご確認ください

＊新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合せ＊
　新型コロナワクチン予約・相談コールセンター（8時 30分～ 20時 00分）
　　　☎ 0285-22-9899・0285-22-9492・0285-22-9309

保健所から自宅療養または自宅待機を指示された日から、その期間が終了する日まで

原則、年度内において1世帯 1回までの申請、1品目につき1セットまで（食料品は上限 3個まで可）

問環境課　☎ 22-9286

日常生活用品提供事業

新型コロナワクチン接種（4回目接種）について（5月13日現在）

令和 4年度から
事業内容が変更となりました⚠

対象者

受付期間

その他
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健康
メモ

ひとくち

健康
メモ

ひとくち

「フレイル」を知っていますか？ 問健康増進課
　☎ 22-9520
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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

7
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
①⑤ ③⑥

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

◆フレイルチェックをしてみましょう！　
下記の項目に該当する方はフレイル予防に取
り組みましょう。
□半年で体重が2～3kg減少した
□体を動かすことが減った
□疲れやすくなった　
□筋力（握力）が低下した
□歩くのが遅くなった

　「フレイル」とは、加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすく
なり家に閉じこもりがちになるなど、年齢を重ねたことで
生じやすい衰え全般を指します。早い時期に予防や治療を
行えば、健康な状態に戻ることが可能です。

◆予防方法は？
　フレイル予防の3つのポイントは、「運動すること」
「食べること（栄養・お口の健康）」「人とのつながり」
です。継続して、毎日の生活に取り入れていくことが
大切です。
　健康増進課では、概ね 75歳以上の方が交流・活動
されている場所に出向き、専門職による予防教室を開
催しています！詳細はお気軽にお問合せください。
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石
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川
かわ
 蓮
れ
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お
ちゃん（羽川）

熊
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倉
くら

 結
ゆの ん
音ちゃん（南半田）

≪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

田
た
村
むら
 凜
り
桜
お
ちゃん、海

かいと

翔ちゃん（南和泉）

小
こばやし
林 由

ゆ

乃
の

羽
は

ちゃん（下国府塚） 岩
いわ
崎
ざき
 樹
た
央
お
ちゃん（間々田） 宮

みや
﨑
ざき
 光
みつ
花
か
ちゃん（乙女）

問 健康増進課　☎ 22-9525

　　 　　   　乳幼児健康相談　   　　
日　時　 7月26日(火)

①9:00 ～②9:30 ～③10:00 ～④10:30 ～
場　所　市役所3階　保健センター
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　 6月30日(木)13:00 ～☎22-9525

※計測のみの方はウェブ申込可

　 　 　  　　離乳食教室　　  　  　　
日　時　7月22日（金)
　　　　9:30 ～ 11:30
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　 6月22日（水) ～☎22-9525

子育て世帯向け情報

※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
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16 広告

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

・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
　6月26日㈰ 8:30 ～ 17:15

今月の表紙は、
おやま～るの宮

みや
岸
ぎし
誠
まこと
さん（右）と

YAMBEの福
ふく
田
だ
幸
こう
平
へい
さん（左）、

速
はや
水
みず
英
ひで
幸
ゆき
さん（左２番目）、

町
まち
田
だ
親
ちか
政
まさ
さん（右２番目）。

防災に備えているのが行政だけでない事を知っ
ていただけたらと思います。

今月の 1枚

「おやま防災」

6月の納期　納期限6月30日㈭

市県民税…………………1期分

広報おやま6月号からインフォーメーションは別途保管が
できるようになりました。



 
■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：166,380 人（26 減）、男性 84,126 人（14 減）、女性 82,266 人（12 減）、世帯数 70,957（224 増）（5 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 6 月 1 日発行

問管財課　☎22‒9322

ホームページ
有料バナー広告募集中

•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
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P24  新型コロナウイルス関係情報
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8月号の特
集

P2-4 障がいのある方を地域で支える仕組み

P5 小山市民フォーラム参加者募集

P6-7 Sakutto OYAMA

P8-9 小山の花火

P24  新型コロナウイルス

ワクチン関係情報

P2-4 障がいのある方を地域で支える仕組み

P5 小山市民フォーラム参加者募集

P6-7 Sakutto OYAMA

P8-9 小山の花火
サ　ク　ッ　と　  お　  や　  ま

8
2021  No.1340

広 報

「                   」 で

 広告掲載しませんか!? 広報広報

発行回数　年12 回（毎月 1 日発行）
発行部数　毎月 約56,000部（小山市全世帯に配付）

　　  広報で情報収集
している人は意外に多い！！
実は…

掲
載
料

1 枠：   50 ㎜ ×  88 ㎜ ………  50,000 円（税込み）

2 枠：   50 ㎜ ×180 ㎜ …… 100,000 円（税込み）

4 枠： 103 ㎜ ×180 ㎜ …… 200,000 円（税込み）

原 

稿
印刷可能なデジタルデータで提出してください。
※広告は 4 色印刷（フルカラー印刷）です。

そ
の
他

広告データ作成も可能です。
※掲載料の他に別途作成費用がかかります。

申 

込

株式会社ダイサン小山
☎ 0285-30-5625（平日 9 時 00 分～18 時 00 分）
    print@dai3-oyama.co.jp

1枠

4枠

2枠

有料広告
　 募集中 ！
有料広告
　 募集中 ！


