
広報おやま　2020.1 21

あなたを

明るい未来へ

一緒に充実した毎日を

過ごしましょう!!

あなたの魅力と個性が

全力で発揮

できますように

素敵なまちづくりを

あなたと共に

一緒に働けることを

楽しみに

しています！

皆さんと一緒に

働けることを

楽しみにしています！

まちの健康づくりの

サポートを一緒に

頑張りましょう！

笑顔あふれる

まちづくりを

皆さんと一緒に！
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　　業務内容はなんですか？
　今年の9月、10月に開催されるいちご一会国
体の小山市開催競技（主に水球・軟式野球）に
ついて担当しています。いちご一会国体が成功
するよう競技開催の準備を行なっています。

　　業務内容はなんですか？
　「広報おやま」の編集業務を担当してい
ます。特集記事などの取材や写真撮影にも
赴き、市民の方々にわかりやすく、楽しん
で読んでもらえる記事を心がけています。

　　業務内容はなんですか？
　狭い道路を広げるための計画と設計、道路
を広くするために必要な土地の購入、道路工
事が適切に行われているか現場の確認等の業
務を担当しています。

　　民間企業と市政の違いはなんですか？
　民間企業では、建設会社で主に道路や橋の
一部をつくる工事現場の監督をしていました。
道路が完成するまでの過程を間近で見ること
ができ、面白くやりがいも感じていましたが、
自分が担当している工事がどのように計画さ
れ、完成したあとはどう維持管理されるのか
興味を持ったので、計画から維持管理の全て
に携われ、民間企業での経験を地元である小
山市で活かしたいと思い転職を決めました。

　　やりがいを感じるのはどんな時ですか？
　大切な人に会うためにつかう道路、おいしい料理をつく
るために必要な水を運ぶ水道、休日に家族と過ごす公園等
は、つくる場所によって工事の方法が違います。また、完
成したあとは長い時間多くの方につかってもらうために、
しっかり管理をしなくてはいけません。
　大変なこともありますが、私の仕事が誰かの生活を支え
ていると考えると嬉しく思いますし、同僚や関係者の方と
協力して問題を解決できたときには、自分の成長も実感で
きるため、やりがいを感じています。

　　職場の雰囲気はどうですか？
　「やる時はやる！休む時は休む！」とい
うメリハリのある職場だと感じています。
皆さん明るくとても和やかで、積極的にコ
ミュニケーションをとってくださる先輩方
ばかりなので、おかげさまで毎日楽しく仕
事ができています。

　　受験される方へメッセージはありますか？
　特技や自己アピールがあると良いと思います。
　私の特技はトランペット演奏で、トランペットでは全
国 3 位、吹奏楽では総合文化祭に出場した経験を職員採
用試験に生かすことができました。また、その経験があっ
たので自信を持って試験に臨むこともできました。

　　業務内容はなんですか？
　主に窓口業務を担当しています。
　小山市に転入する方や転出される方の窓口
対応に加えて、住民票や戸籍の各種証明書を
発行しています。市民の皆さまと関わること
が多い業務です。

　　なぜ小山市役所を選んだのですか？
　小さい頃から小山市で生まれ育ち、たくさ
んの面でお世話になってきたため、小山市に
貢献したいという思いがありました。
　また、高卒の方でも大卒の方と同じフィー
ルドで採用試験を受けられることに魅力を感
じました。

　受験される方へメッセージはありますか？
　様々な種類の業務を行うことができるのが市役所で働
くことの魅力のひとつであると考えています。
　行政のことをほとんど知らない状態からスタートし、
不安になるときが多々ありますが、周りの方々に助けて
いただきながら働いています。

　　休日や退勤後はどう過ごしていますか？
　野球をやっているため、休日は主に野球の
試合や練習をしています。
　平日は仕事があるのでなかなか時間が作れ
ませんが、隙間時間にトレーニングしていま
す。そのお陰で全国官公庁野球大会にも出場
することができました。

　　やりがいを感じるのはどんな時ですか？
　国体では様々なことを準備するため、各方面の
方との調整をしなければならないことが多く、そ
の調整がうまくいって物事が進んだときにやりが
いを感じます。

市役所で働くことについて、「デスクワーク中心」「堅苦しい雰囲気」とのイメージを持たれることがあります。
しかし、実際は色々なフィールドへ飛び出す仕事があり、個性を持った職員が働いています。
そこで様々な分野で活躍している職員８名に対してインタビューを実施しました。

主査

主事

（国体推進課 /H22 入庁）

こ  ばやし　まさ とし

主事
（シティプロモーション課 /R4 入庁）

ふく  だ　　うた  な

技師
（道路課 /H30 入庁）

い  とう      しょう

（市民課 /R4 入庁）

わかばやし　すず  か

一般事務

一般事務

小林  雅俊

一般事務

福田  唄菜

土木技師

伊藤　翔若林  涼花

とある１日のスケジュール

始業

課内会議

調査回答資料作成

係内会議

昼休憩

打合せ資料作成

競技団体と打合せ

打合せ報告書作成

始業
測量コンサルタントと道路の形を決める打合せ
栃木県や地元改良区との協議資料の作成
昼休憩
工事が適切に行われているかの
状況確認
業者が作成した書類の確認

次工事資料作成

翌日の準備

始業・広報おやま原稿確認
担当課に広報おやまの校正依頼
広報おやまの校正
取材・撮影（外出）
昼休憩
取材のアポイント
係打合せ
次月号の特集企画案作成

  8:30

  9:00　

10:00

11:00

12:00

13:00

15:00

17:00

  8:30
  9:00　
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
17:00

とある１日のスケジュール

窓口対応・証明書発行

始業
前日の精算処理

  8:30

11:30

12:00

13:00

16:00

17:00

  8:30
  9:00
10:00
12:00
13:00

15:00

16:00

17:00

とある１日のスケジュール

とある１日のスケジュール

小山市役所職員インタビュー小山市役所職員インタビュー

昼休憩

住民異動（転出・転居）
手続き

郵送で申請された
証明書の確認

申請書の整理
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　　業務内容はなんですか？
　今年の9月、10月に開催されるいちご一会国
体の小山市開催競技（主に水球・軟式野球）に
ついて担当しています。いちご一会国体が成功
するよう競技開催の準備を行なっています。

　　業務内容はなんですか？
　「広報おやま」の編集業務を担当してい
ます。特集記事などの取材や写真撮影にも
赴き、市民の方々にわかりやすく、楽しん
で読んでもらえる記事を心がけています。

　　業務内容はなんですか？
　狭い道路を広げるための計画と設計、道路
を広くするために必要な土地の購入、道路工
事が適切に行われているか現場の確認等の業
務を担当しています。

　　民間企業と市政の違いはなんですか？
　民間企業では、建設会社で主に道路や橋の
一部をつくる工事現場の監督をしていました。
道路が完成するまでの過程を間近で見ること
ができ、面白くやりがいも感じていましたが、
自分が担当している工事がどのように計画さ
れ、完成したあとはどう維持管理されるのか
興味を持ったので、計画から維持管理の全て
に携われ、民間企業での経験を地元である小
山市で活かしたいと思い転職を決めました。

　　やりがいを感じるのはどんな時ですか？
　大切な人に会うためにつかう道路、おいしい料理をつく
るために必要な水を運ぶ水道、休日に家族と過ごす公園等
は、つくる場所によって工事の方法が違います。また、完
成したあとは長い時間多くの方につかってもらうために、
しっかり管理をしなくてはいけません。
　大変なこともありますが、私の仕事が誰かの生活を支え
ていると考えると嬉しく思いますし、同僚や関係者の方と
協力して問題を解決できたときには、自分の成長も実感で
きるため、やりがいを感じています。

　　職場の雰囲気はどうですか？
　「やる時はやる！休む時は休む！」とい
うメリハリのある職場だと感じています。
皆さん明るくとても和やかで、積極的にコ
ミュニケーションをとってくださる先輩方
ばかりなので、おかげさまで毎日楽しく仕
事ができています。

　　受験される方へメッセージはありますか？
　特技や自己アピールがあると良いと思います。
　私の特技はトランペット演奏で、トランペットでは全
国 3 位、吹奏楽では総合文化祭に出場した経験を職員採
用試験に生かすことができました。また、その経験があっ
たので自信を持って試験に臨むこともできました。

　　業務内容はなんですか？
　主に窓口業務を担当しています。
　小山市に転入する方や転出される方の窓口
対応に加えて、住民票や戸籍の各種証明書を
発行しています。市民の皆さまと関わること
が多い業務です。

　　なぜ小山市役所を選んだのですか？
　小さい頃から小山市で生まれ育ち、たくさ
んの面でお世話になってきたため、小山市に
貢献したいという思いがありました。
　また、高卒の方でも大卒の方と同じフィー
ルドで採用試験を受けられることに魅力を感
じました。

　受験される方へメッセージはありますか？
　様々な種類の業務を行うことができるのが市役所で働
くことの魅力のひとつであると考えています。
　行政のことをほとんど知らない状態からスタートし、
不安になるときが多々ありますが、周りの方々に助けて
いただきながら働いています。

　　休日や退勤後はどう過ごしていますか？
　野球をやっているため、休日は主に野球の
試合や練習をしています。
　平日は仕事があるのでなかなか時間が作れ
ませんが、隙間時間にトレーニングしていま
す。そのお陰で全国官公庁野球大会にも出場
することができました。

　　やりがいを感じるのはどんな時ですか？
　国体では様々なことを準備するため、各方面の
方との調整をしなければならないことが多く、そ
の調整がうまくいって物事が進んだときにやりが
いを感じます。

市役所で働くことについて、「デスクワーク中心」「堅苦しい雰囲気」とのイメージを持たれることがあります。
しかし、実際は色々なフィールドへ飛び出す仕事があり、個性を持った職員が働いています。
そこで様々な分野で活躍している職員８名に対してインタビューを実施しました。

主査

主事

（国体推進課 /H22 入庁）

こ  ばやし　まさ とし

主事
（シティプロモーション課 /R4 入庁）

ふく  だ　　うた  な

技師
（道路課 /H30 入庁）

い  とう      しょう

（市民課 /R4 入庁）

わかばやし　すず  か

一般事務

一般事務

小林  雅俊

一般事務

福田  唄菜

土木技師

伊藤　翔若林  涼花

とある１日のスケジュール

始業

課内会議

調査回答資料作成

係内会議

昼休憩

打合せ資料作成

競技団体と打合せ

打合せ報告書作成

始業
測量コンサルタントと道路の形を決める打合せ
栃木県や地元改良区との協議資料の作成
昼休憩
工事が適切に行われているかの
状況確認
業者が作成した書類の確認

次工事資料作成

翌日の準備

始業・広報おやま原稿確認
担当課に広報おやまの校正依頼
広報おやまの校正
取材・撮影（外出）
昼休憩
取材のアポイント
係打合せ
次月号の特集企画案作成
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とある１日のスケジュール

窓口対応・証明書発行

始業
前日の精算処理
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昼休憩

住民異動（転出・転居）
手続き

郵送で申請された
証明書の確認

申請書の整理
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　　業務内容はなんですか？
　建築確認申請の審査と検査の他、長期優
良住宅認定申請やバリアフリー関連に基づ
く届出など、様々な申請等に関する審査を
行っています。専門職ではありますが、現
場だけではなく、事務処理や窓口業務も多
くあります。

　　職場の雰囲気はどうですか？
　係や課を超えて連携した業務を行うため、常にコミュ
ニケーションを取り合っています。同僚と何の業務を
しているのか、何に困っているのかを把握・共有して
いるため、気軽に相談することができ、安心して働く
ことができる職場です。
　建築技師は男性の割合が多いですが、最近は女性の
職員も多く採用されており、働きやすい環境です。

　　なぜ小山市役所を選んだのですか？
　小山市役所のインターンシップに参加し、
先輩方が自分の仕事に誇りを持って仕事を
している姿がとても印象的で、わたしも一
緒に働きたいと思いました。
　建築職は幅広い分野から小山市のまちづ
くりに携わることができるため、やりがい
をもって働ける場所だと思います。

技師
（建築指導課 /H30 入庁）

す  とう　   ち  あき

建築技師

須藤  千晶

　　業務内容はなんですか？
　消防隊や救急隊として、災害現場
に出動することにくわえて、消防救
助隊として人命救助の現場でも活動
しています。
　また、出動がないときは災害現場
を想定した訓練や、指導係として立
入検査などを実施し、火災の発生や
被害を防ぐための予防業務を行って
います。

　　職場の雰囲気はどうですか？
　実際の現場や訓練ではけがや重大な
ミスを引き起こさないように緊張感を
持続させなければなりませんが、それ
以外は和やかで楽しい雰囲気の職場で
す。24 時間勤める特殊な職場ですの
で、私もいろいろなことを相談させて
いただいていますし、健康で過ごせる
ように職員同士労りあって仕事をして
いると思います。

　　受験される方へメッセージはありますか？
　消防職員とは多くの現場で「ありがとう」「ご苦労様」という
感謝の言葉を直接かけていただけるお仕事です。自分自身が社
会の役に立っていると実感できることほどうれしいことはあり
ません。
　また、女性と男性で行う業務は一緒です。体格や体力的に大
変な場面もありますが、消防はチームで活動をするので、苦手
なことはカバーし合うことができます。
　男女問わずやりがいや目標をもって働けるお仕事ですので、
興味がある方はぜひ安心して受験していただければと思います。

消防士
（消防署 /H30 入庁）

たん  げ あゆ  み

消防

丹下  歩実

　　業務内容はなんですか？
　小学校就学前までの乳幼児の保育や
地域の子育て支援を行っています。今
年度は 1 歳児クラスの担任で、子ど
も達と毎日楽しく活動しています。

　　育児をしていても働けますか？
　育児をしながら働く大変さを理解し
てくれる職員が多いので、子どものこ
とを優先して働ける職場環境です。先
輩方に自分の子育ての悩みも相談し、
参考になるアドバイスをいただきなが
ら楽しく働いています。

　　やりがいを感じるのはどんな時ですか？
　運動会や発表会などの大きな行事で子ども達が
力を発揮し、満足そうな姿を見せてくれたり、で
きなかったことが経験を積むことでできるように
なり保護者の方と喜びを共有できたときにやりが
いを感じます。

保育士主査
（網戸保育所 /H27 入庁）

そ  う  と め ゆ　 か

保育士

五月女  友佳

　　業務内容はなんですか？
　「健診結果説明会」「歯科保健対策
8020 表彰」「健康推進員」「熱中症
対策」「喫煙対策」の業務を担当して
います。また、大谷地区の担当とし
て健康教育・健康相談・家庭訪問な
ども行っています。市民の方に信頼
して頂けるような保健師を目指して
業務に励んでいます。

　　受験される方へメッセージはありますか？
　小山市初の男性保健師として採用され、日々忙しく、学びの
多い職場ですが毎日楽しく過ごしています。積極的に話しかけ
ていただける先輩たちばかりで、プライベートのことも相談に
乗ってもらっています。
　コロナ禍ということもあり、日々多忙ではありますが、妊娠
期から高齢者まで、あらゆる世代の方の、健康づくりのサポー
トができる大切な職業だと実感しています。保健師として市民
のために一緒に頑張りましょう。
　県内では男性保健師も増えてきていますが、まだ 20 名程度
です。是非男性の方も積極的に受験していただきたいです。

　　休日や退勤後は
　　どう過ごしていますか？
　２歳の息子がいるので、毎週末は
ほとんど公園に出掛けています。最
近は小山市近辺の公園を周り、息子
と様々な遊具で遊ぶのが楽しみです。

保健師
（健康増進課 /R3 入庁）

こ  かど　  ゆめ   や

保健師

小門  夢夜

とある１日のスケジュール

健康推進員との打合せ
会議会場準備
健康推進員会議
事務処理
昼休憩
会議通知の発送準備
乳児健康診査での個別相談対応
健康推進員新規会員名簿整理

  8:30
  9:00　
10:00
11:30
12:00
13:00
14:00
17:00

とある１日のスケジュール

始業

審査業務（建築確認）・窓口業務

設計事務所と打合せ

審査業務（建築確認）・窓口業務

昼休憩

完了検査・現地調査

事務処理・窓口業務

係打合せ

  8:30

  9:00　

10:00

11:00

12:00

13:00

15:00

16:00

とある１日のスケジュール

早番担当から引き継ぐ
子ども達の視診・お預かり
おやつの配膳・介助

遅番担当に引き継ぐ

子ども達と外遊び・制作
給食の配膳・介助
お昼寝の用意・寝かしつけ

（子ども達の見守り、事務処理）
子ども達を起こす・おやつの用意

子ども達と一緒に遊びながらお迎えを待つ・
保護者に保育所での様子を伝達

  8:30

引継ぎ・交代業務8:30
出動訓練および
車両点検

9:00

水利調査（出向）10:00
昼休憩12:00
訓練13:00
消毒・事務処理17:00
夜休憩18:00
通信指令課の
業務補助

19:45

仮眠21:15

仮眠5:00
起床・事務処理翌 1:30

起床・事務処理7:30
無線試験8:00
引継ぎ・
交代業務・帰宅

8:30

  9:30
10:00
11:00
12:00

15:00

16:00

17:00

とある１日のスケジュール
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1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

　　業務内容はなんですか？
　建築確認申請の審査と検査の他、長期優
良住宅認定申請やバリアフリー関連に基づ
く届出など、様々な申請等に関する審査を
行っています。専門職ではありますが、現
場だけではなく、事務処理や窓口業務も多
くあります。

　　職場の雰囲気はどうですか？
　係や課を超えて連携した業務を行うため、常にコミュ
ニケーションを取り合っています。同僚と何の業務を
しているのか、何に困っているのかを把握・共有して
いるため、気軽に相談することができ、安心して働く
ことができる職場です。
　建築技師は男性の割合が多いですが、最近は女性の
職員も多く採用されており、働きやすい環境です。

　　なぜ小山市役所を選んだのですか？
　小山市役所のインターンシップに参加し、
先輩方が自分の仕事に誇りを持って仕事を
している姿がとても印象的で、わたしも一
緒に働きたいと思いました。
　建築職は幅広い分野から小山市のまちづ
くりに携わることができるため、やりがい
をもって働ける場所だと思います。

技師
（建築指導課 /H30 入庁）

す  とう　   ち  あき

建築技師

須藤  千晶

　　業務内容はなんですか？
　消防隊や救急隊として、災害現場
に出動することにくわえて、消防救
助隊として人命救助の現場でも活動
しています。
　また、出動がないときは災害現場
を想定した訓練や、指導係として立
入検査などを実施し、火災の発生や
被害を防ぐための予防業務を行って
います。

　　職場の雰囲気はどうですか？
　実際の現場や訓練ではけがや重大な
ミスを引き起こさないように緊張感を
持続させなければなりませんが、それ
以外は和やかで楽しい雰囲気の職場で
す。24 時間勤める特殊な職場ですの
で、私もいろいろなことを相談させて
いただいていますし、健康で過ごせる
ように職員同士労りあって仕事をして
いると思います。

　　受験される方へメッセージはありますか？
　消防職員とは多くの現場で「ありがとう」「ご苦労様」という
感謝の言葉を直接かけていただけるお仕事です。自分自身が社
会の役に立っていると実感できることほどうれしいことはあり
ません。
　また、女性と男性で行う業務は一緒です。体格や体力的に大
変な場面もありますが、消防はチームで活動をするので、苦手
なことはカバーし合うことができます。
　男女問わずやりがいや目標をもって働けるお仕事ですので、
興味がある方はぜひ安心して受験していただければと思います。

消防士
（消防署 /H30 入庁）

たん  げ あゆ  み

消防

丹下  歩実

　　業務内容はなんですか？
　小学校就学前までの乳幼児の保育や
地域の子育て支援を行っています。今
年度は 1 歳児クラスの担任で、子ど
も達と毎日楽しく活動しています。

　　育児をしていても働けますか？
　育児をしながら働く大変さを理解し
てくれる職員が多いので、子どものこ
とを優先して働ける職場環境です。先
輩方に自分の子育ての悩みも相談し、
参考になるアドバイスをいただきなが
ら楽しく働いています。

　　やりがいを感じるのはどんな時ですか？
　運動会や発表会などの大きな行事で子ども達が
力を発揮し、満足そうな姿を見せてくれたり、で
きなかったことが経験を積むことでできるように
なり保護者の方と喜びを共有できたときにやりが
いを感じます。

保育士主査
（網戸保育所 /H27 入庁）

そ  う  と め ゆ　 か

保育士

五月女  友佳

　　業務内容はなんですか？
　「健診結果説明会」「歯科保健対策
8020 表彰」「健康推進員」「熱中症
対策」「喫煙対策」の業務を担当して
います。また、大谷地区の担当とし
て健康教育・健康相談・家庭訪問な
ども行っています。市民の方に信頼
して頂けるような保健師を目指して
業務に励んでいます。

　　受験される方へメッセージはありますか？
　小山市初の男性保健師として採用され、日々忙しく、学びの
多い職場ですが毎日楽しく過ごしています。積極的に話しかけ
ていただける先輩たちばかりで、プライベートのことも相談に
乗ってもらっています。
　コロナ禍ということもあり、日々多忙ではありますが、妊娠
期から高齢者まで、あらゆる世代の方の、健康づくりのサポー
トができる大切な職業だと実感しています。保健師として市民
のために一緒に頑張りましょう。
　県内では男性保健師も増えてきていますが、まだ 20 名程度
です。是非男性の方も積極的に受験していただきたいです。

　　休日や退勤後は
　　どう過ごしていますか？
　２歳の息子がいるので、毎週末は
ほとんど公園に出掛けています。最
近は小山市近辺の公園を周り、息子
と様々な遊具で遊ぶのが楽しみです。

保健師
（健康増進課 /R3 入庁）

こ  かど　  ゆめ   や

保健師

小門  夢夜

とある１日のスケジュール

健康推進員との打合せ
会議会場準備
健康推進員会議
事務処理
昼休憩
会議通知の発送準備
乳児健康診査での個別相談対応
健康推進員新規会員名簿整理

  8:30
  9:00　
10:00
11:30
12:00
13:00
14:00
17:00

とある１日のスケジュール

始業

審査業務（建築確認）・窓口業務

設計事務所と打合せ

審査業務（建築確認）・窓口業務

昼休憩

完了検査・現地調査

事務処理・窓口業務

係打合せ

  8:30

  9:00　

10:00

11:00

12:00

13:00

15:00

16:00

とある１日のスケジュール

早番担当から引き継ぐ
子ども達の視診・お預かり
おやつの配膳・介助

遅番担当に引き継ぐ

子ども達と外遊び・制作
給食の配膳・介助
お昼寝の用意・寝かしつけ

（子ども達の見守り、事務処理）
子ども達を起こす・おやつの用意

子ども達と一緒に遊びながらお迎えを待つ・
保護者に保育所での様子を伝達

  8:30

引継ぎ・交代業務8:30
出動訓練および
車両点検

9:00

水利調査（出向）10:00
昼休憩12:00
訓練13:00
消毒・事務処理17:00
夜休憩18:00
通信指令課の
業務補助

19:45

仮眠21:15

仮眠5:00
起床・事務処理翌 1:30

起床・事務処理7:30
無線試験8:00
引継ぎ・
交代業務・帰宅

8:30

  9:30
10:00
11:00
12:00

15:00

16:00

17:00

とある１日のスケジュール
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問職員課　☎22-9362

小山市職員採用試験のお知らせ

市民と市政をつなぐ新しい庁舎で
私たちと一緒に働きませんか？

令和５年４月１日採用予定の小山市職員採用試験を実施します
【第一次試験】
　　　　　択一式筆記試験（一般教養）
　　　　　９月 18 日（日）　受付 8 時 30 分～ 9 時　
　　　　　　　　　　　　  試験 9 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　白鷗大学本キャンパス（駅東通り 2-2-2）

第一次試験合格発表　10 月上旬
（市ホームページに合格者受験番号を掲載するほか、第二次試験案内とあわせて合格者へ通知）
※募集職種等の詳細は、ホームページをご覧ください
※新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、試験日時や会場が変更となる場合があります

内　容
日　時

会　場

安心安全な庁舎
便利な庁舎
まちの魅力を発信する庁舎
人と環境に優しい庁舎
将来の変化を見据えた庁舎
開かれた議会

受験資格はありますか？

職種ごとの年齢要件を満たす必要がありま
す。職種によっては、資格や免許が必要な
場合もあります。

小山市に住んでいないと受験できません
か？

採用試験では出身地や居住地は合否に関係
ありません。

公務員は固い仕事のイメージがありますが、
働いてみてどうですか？

法令や規則に基づいた仕事という面では確
かにそうかもしれませんが、１つの庁内に
様々な職種のメンバーがいます。
普段から他業種の人たちと交流できる職
場って素敵だと思いませんか？

職場内にはサークルなどの趣味で活動でき
る場はありますか？

あります！
野球・マラソン・サッカー・ゴルフ・スポー
ツバイク・駅伝・バスケットボール・ソフ
トボール・トレイルランニング・登山・ツー
リング・スキー・おはやし・将棋といった
クラブ活動があります。
野球部は全国官公庁野球連盟栃木県支部大
会で見事優勝し、20 年ぶりに全国大会出場
が決まりました！

出勤時間は何時から何時ですか？

原則8時30分～17時15分までの勤務です。
ただし、時間外勤務や休日出勤がある場合
があります。

一次試験の時は、どのような服装で行けば
よいですか？

服装については特に指定はありません。実
力が発揮できるよう、季節に応じた適切な
服装で受験してください。

市職員としてのやりがいは何ですか？

市のサービス向上や、市民の方の満足につ
ながるような仕事が１つでもできた時です。
面と向かって感謝の言葉を伝えていただけ
た時には、本当にうれしく思います。

採用に関するQ＆A

魅力的な福利厚生

有給休暇
年間20日
有給休暇
年間20日

産前・産後
休暇

産前・産後
休暇

育児休業育児休業 育児
短時間勤務
育児

短時間勤務
介護休暇介護休暇

出生サポート
休暇

出生サポート
休暇

母子保健健診
休暇

母子保健健診
休暇

子の
看護休暇
子の

看護休暇 部分休業部分休業 結婚休暇結婚休暇

広報おやま　2022.76



問職員課　☎22-9362

小山市職員採用試験のお知らせ

市民と市政をつなぐ新しい庁舎で
私たちと一緒に働きませんか？

令和５年４月１日採用予定の小山市職員採用試験を実施します
【第一次試験】
　　　　　択一式筆記試験（一般教養）
　　　　　９月 18 日（日）　受付 8 時 30 分～ 9 時　
　　　　　　　　　　　　  試験 9 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　白鷗大学本キャンパス（駅東通り 2-2-2）

第一次試験合格発表　10 月上旬
（市ホームページに合格者受験番号を掲載するほか、第二次試験案内とあわせて合格者へ通知）
※募集職種等の詳細は、ホームページをご覧ください
※新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、試験日時や会場が変更となる場合があります

内　容
日　時

会　場

安心安全な庁舎
便利な庁舎
まちの魅力を発信する庁舎
人と環境に優しい庁舎
将来の変化を見据えた庁舎
開かれた議会

受験資格はありますか？

職種ごとの年齢要件を満たす必要がありま
す。職種によっては、資格や免許が必要な
場合もあります。

小山市に住んでいないと受験できません
か？

採用試験では出身地や居住地は合否に関係
ありません。

公務員は固い仕事のイメージがありますが、
働いてみてどうですか？

法令や規則に基づいた仕事という面では確
かにそうかもしれませんが、１つの庁内に
様々な職種のメンバーがいます。
普段から他業種の人たちと交流できる職
場って素敵だと思いませんか？

職場内にはサークルなどの趣味で活動でき
る場はありますか？

あります！
野球・マラソン・サッカー・ゴルフ・スポー
ツバイク・駅伝・バスケットボール・ソフ
トボール・トレイルランニング・登山・ツー
リング・スキー・おはやし・将棋といった
クラブ活動があります。
野球部は全国官公庁野球連盟栃木県支部大
会で見事優勝し、20 年ぶりに全国大会出場
が決まりました！

出勤時間は何時から何時ですか？

原則8時30分～17時15分までの勤務です。
ただし、時間外勤務や休日出勤がある場合
があります。

一次試験の時は、どのような服装で行けば
よいですか？

服装については特に指定はありません。実
力が発揮できるよう、季節に応じた適切な
服装で受験してください。

市職員としてのやりがいは何ですか？

市のサービス向上や、市民の方の満足につ
ながるような仕事が１つでもできた時です。
面と向かって感謝の言葉を伝えていただけ
た時には、本当にうれしく思います。

採用に関するQ＆A

魅力的な福利厚生

有給休暇
年間20日
有給休暇
年間20日

産前・産後
休暇

産前・産後
休暇

育児休業育児休業 育児
短時間勤務
育児

短時間勤務
介護休暇介護休暇

出生サポート
休暇

出生サポート
休暇

母子保健健診
休暇

母子保健健診
休暇

子の
看護休暇
子の

看護休暇 部分休業部分休業 結婚休暇結婚休暇
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問職員課　☎22-9362

小山市職員採用試験のお知らせ

市民と市政をつなぐ新しい庁舎で
私たちと一緒に働きませんか？

令和５年４月１日採用予定の小山市職員採用試験を実施します
【第一次試験】
　　　　　択一式筆記試験（一般教養）
　　　　　９月 18 日（日）　受付 8 時 30 分～ 9 時　
　　　　　　　　　　　　  試験 9 時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　白鷗大学本キャンパス（駅東通り 2-2-2）

第一次試験合格発表　10 月上旬
（市ホームページに合格者受験番号を掲載するほか、第二次試験案内とあわせて合格者へ通知）
※募集職種等の詳細は、ホームページをご覧ください
※新型コロナウイルス感染拡大防止の措置として、試験日時や会場が変更となる場合があります

内　容
日　時

会　場

安心安全な庁舎
便利な庁舎
まちの魅力を発信する庁舎
人と環境に優しい庁舎
将来の変化を見据えた庁舎
開かれた議会

受験資格はありますか？

職種ごとの年齢要件を満たす必要がありま
す。職種によっては、資格や免許が必要な
場合もあります。

小山市に住んでいないと受験できません
か？

採用試験では出身地や居住地は合否に関係
ありません。

公務員は固い仕事のイメージがありますが、
働いてみてどうですか？

法令や規則に基づいた仕事という面では確
かにそうかもしれませんが、１つの庁内に
様々な職種のメンバーがいます。
普段から他業種の人たちと交流できる職
場って素敵だと思いませんか？

職場内にはサークルなどの趣味で活動でき
る場はありますか？

あります！
野球・マラソン・サッカー・ゴルフ・スポー
ツバイク・駅伝・バスケットボール・ソフ
トボール・トレイルランニング・登山・ツー
リング・スキー・おはやし・将棋といった
クラブ活動があります。
野球部は全国官公庁野球連盟栃木県支部大
会で見事優勝し、20 年ぶりに全国大会出場
が決まりました！

出勤時間は何時から何時ですか？

原則8時30分～17時15分までの勤務です。
ただし、時間外勤務や休日出勤がある場合
があります。

一次試験の時は、どのような服装で行けば
よいですか？

服装については特に指定はありません。実
力が発揮できるよう、季節に応じた適切な
服装で受験してください。

市職員としてのやりがいは何ですか？

市のサービス向上や、市民の方の満足につ
ながるような仕事が１つでもできた時です。
面と向かって感謝の言葉を伝えていただけ
た時には、本当にうれしく思います。

採用に関するQ＆A

魅力的な福利厚生

有給休暇
年間20日
有給休暇
年間20日

産前・産後
休暇

産前・産後
休暇

育児休業育児休業 育児
短時間勤務
育児

短時間勤務
介護休暇介護休暇

出生サポート
休暇

出生サポート
休暇

母子保健健診
休暇

母子保健健診
休暇

子の
看護休暇
子の

看護休暇 部分休業部分休業 結婚休暇結婚休暇
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　3年連続渡良瀬遊水地で生まれたヒナ2羽の愛称
を募集したところ、全国から 355件の応募があり、
オスは「セラ」、メスは「ひなた」に決定しました。
　「セラ」は、渡良瀬遊水地の「瀬」と「良」の字
になぞられ、「わたる」「ゆう」「りょう」に続いて、
誕生した場所の名前にちなんで命名されました。「ひ
なた」は、父親の「ひかる」の輝くイメージから、
世の中を明るくあたたかく照らして欲しいという思
いをこめて命名されました。

◆ついに…！

コウノトリのヒナの愛称が決まりました！
　6月 5日（日）市立博物館で、小学生以上の方
を対象に炬

きょ

火
か

の採火イベントとしてマイギリ式の火
起こしイベントを開催しました。参加した小学生は
初めての火起こしに苦戦しながらもイベントを楽し
んでいました。
　市では採火イベントで灯った火種を、7月9日（予
定）の炬火イベントで一つに集め、炬火名を発表し
ます。

◆いちご一会とちぎ国体　いちご一会とちぎ大会

採
さい

火
か

イベントを開催しました

瑞宝双光章

熊
くま

久
く

保
ぼ

常
つね

彦
ひこ

氏
（花垣町）

1972 年から小山第一
小、羽川西小、若木小な
どで学校歯科医を務め
る。

瑞宝単光章

柿
かき

木
のき

肇
はじめ

氏
（中島）

1971年家業の結城紬織
物製造業に従事し始め
る。1996年に伝統工芸
士に認定。

　今年度のテーマは「いじめゼロに向けてわたしが
できること～いじめにつながるネット利用から考え
よう～」です。
　子どもたちの普段の生活の中で起こりがちな様子
を「ネットいじめの事例」として取り上げ、どうし
てネットがいじめの道具になるのかを考え、同じ中
学校区の児童生徒で協議し発表しました。

◆ 2022春の叙勲

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

◆2年ぶり！！

令和 4年度
いじめゼロ子どもサミット開催
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栃木県立博物館地域移動博物館　
「鉱物教室～あなたの好物　どの鉱物 !?～」

　“鉱物”という言葉に、馴染みのある人は少ないかもしれません。しかし、私たちの身のまわりには、鉱物から作られ
ているものが数多くあります。例えば、電化製品に使われている銅線の銅は、黄銅鉱とよばれる鉱物から得られます。
また、私たちが身につける装飾品にもさまざまな鉱物が使われています。
　今回の展示では、私たちの生活に深く関わっている鉱物について、そもそも鉱物とは何か、どんな特徴があるのか
など、展示を通じて多くの方々に知っていただきたいと思います。生活に使われる鉱物、絵具に使われた鉱物など、
テーマに沿ってご紹介します。そのほか、栃木県産の鉱物や、栃木県の金山や銅山など、栃木県に関係する鉱物も取り
上げます。
開催期間　7月23日（土）～8月28日（日）　　開館時間　9時～17時　（最終入館16時30分まで）
開催場所　博物館企画展示室　　　　　　　 　入 館 料　無料　　　
関連講座　講座：「火山灰は宝石箱」

内容：火山灰についての講話や火山灰に含まれる鉱物の観察実験
期日：7月 30日（土）
講師：栃木県立博物館　主任研究員　　　吉

よし

田
だ

　貴
たか

洋
ひろ

　先生
　〃　　　　学芸企画推進員　布

ぬの

川
かわ

　嘉
よし

英
ひで

　先生
※関連講座は要予約
　ハガキに講座名、郵便番号、住所、参加者全員の氏名、電話番号を明記の上、7月8日（金）までに博物館
に郵送してください。　小山市立博物館　〒329 ｰ0214　小山市乙女1-31-7

問博物館　☎ 45‒5331

nformation プラス
インフォメーションページのみ
抜き取って保管できます！

企画展
「鈴木まもる 絵本と世界の鳥の巣展」

　鳥の巣の図鑑や「せんろはつづく」など、絵本の原
画と世界各地を訪ねて集めた鳥の巣コレクションを紹
介します。
日 時　7月 9日（土）～9月 11日（日） 
　　　　　9時～17時（最終入館16時 30分）
休 館 日　月曜日（7月18日は開館）、7月19日（火）、

22日（金）、8月 12（金）、26日（金）
観 覧 料　一　般　400円、
　　　　　大高生　250円、
　　　　　中学生以下無料

鈴木まもる
《Bird's Nests 
of the World》2012年

公園内での犬の散歩の試行

　3か所の公園で、犬の散歩の試行期間を設けて利用
可能にします。城山公園・小山思いの森・墓園やすら
ぎの森（公園部分）
試行期間　7月 1日（金）～令和5年 3月 31日（金）
犬の散歩のルール
1. 必ずリードを付けて散歩をしましょう。（長さは犬の制御ができ
る程度）

2. 芝生広場や遊戯広場では、飼い犬にフン・尿はさせないでくだ
さい。

3. フンは、飼い主が持ち帰りましょう。（公園のトイレに流さない
でください）

4. 尿をした場合は、水で流すなど適切に処理をしましょう。
5. フン等の処理を忘れないよう、利用者同士の声かけをお願いし
ます。

6. 公園施設の損傷や他の公園利用者の迷惑になる行為はやめま
しょう。

7. 公園内でのトラブルは、飼い主が責任をもって解決してくださ
い。いかなる場合も、小山市は一切責任を負いません。

8. 上記のルールが守られない状況が散見された場合は、期間に限
らず犬の散歩の試行を取りやめます。

問車屋美術館　☎41‒0968 問公園緑地課　☎22‒9877



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（6月15日現在の情報です）

お知らせ

令和3（2021）年中に
　　　 家屋を取得された方へ

問栃木県税事務所〔不動産取得税担当〕
☎ 0282‒23‒3413
　7月は、令和3年（2021）年中
に新築、増築・改築により家屋を
取得された方に、不動産取得税が
課税されます。
　納税通知書が届いた方は、7月
29日（金）までに、納税通知書裏
面に記載されている方法で納税し
てください。

第43回人権講演会

問生涯学習課　
☎ 22‒9663　FAX22‒9650
　ジャーナリストの石

いし

川
かわ

結
ゆう

貴
き

氏を
講師にお招きし、「スマホ世代の
子どもとどう向き合うか～ SNS、
ゲーム、ネットいじめの問題を考
える～」をテーマに講演いただき
ます。
日 時　8月 18日（木）
　　　　13時30分～15時10分
　　　　（受付12時 45分）
会 場　文化センター　大ホール
定 員　300人（無料・手話要約

筆記あり）
申 込　7月29日（金）までに電

話・FAX・申
請フォーム

※開催方法を変更する
場合、ホームページに
てお知らせします

国民健康保険
被保険者証・納税通知書の発送 

問国保年金課　☎ 22-9414
問市民税課　☎ 22-9426
　8月 1日（月）から使用する国
民健康保険被保険者証を 7月中

に送付します。また、令和 4年
度の国民健康保険税納税通知書を
7月中旬に送付します。
※ 7月 26 日（火）になっても届
かない場合はご連絡ください

第18回保留地販売会

問市街地整備課　☎ 22-9386
　小山東部第一地区の保留地を販
売します。
日 時　8月 28日（日）
　　　　受付　9時 20分～　
　　　　開会　10時
場 所　小山東部第一土地区画整

理組合事務所
申 込　7月4日（月）～8月24

日（水）17時までに参加
申込書を提出

ひきこもり相談支援室を
　　　　ご利用ください

問福祉課ひきこもり相談支援室　
☎ 22‒9858
　ひきこもりでお悩みの方やその
ご家族等の相談支援を行っていま
す。お気軽にご相談下さい。
日 時　8時30分～17時15分
場 所　市役所2階　福祉課
利用方法　来所相談（要予約）・電話

相談（無料）

コンビニ交付システム
メンテナンスのお知らせ

問市民課　☎ 22‒9402
　7月 20日（水）はシステムメン
テナンスのため、マイナンバー
カードによる証明書コンビニ交付
のサービスが利用できません。
場 所　
全国のセブンイレブン・ローソン・
ファミリーマート・ミニストップ、
全国のイオン、市内のウェルシア
薬局（一部店舗）、市役所本庁舎1
階キオスク端末

小山の青少年をみんなで育てよう

問生涯学習課　☎ 22‒9671
　心豊かでたくましい青年の成長
を願って、さまざまな団体活動が
各地で繰り広げられています。
①小山市青少年健全育成連絡協議会
②小山市青少年育成指導員協議会
③小山市子ども会育成会連合会
◆ 7月は「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」です。

小山市
　青少年相談室の紹介

問青少年相談室　☎ 25‒4002
　青少年相談室では専門の相談員
が無料で相談に応じています。保
護者や先生、ご本人からの相談を
お受けします。秘密は守ります。
気軽にお電話ください。
〇学校生活のこと（登園・登校渋
り・いじめ・勉強や進路等）
〇発育のこと（ことばが遅い・気
になるくせがある：落ち着きがな
い等）
〇子育てのこと（育児・子育てに
自信がない等）
〇その他（相談機関や医療機関を
知りたい等）

令和4年度 下水道排水設備
工事責任技術者試験等

問とちぎ建設技術センター 企画
研修課　☎ 028‒626‒3183
①更新講習会：10 月 16（日）、
11月 1日（火）、8日（火）
・各回14時～ 16時
・申込書を 6月下旬送付（場所等
記載）
・期間：7月1日（金）～29日（金）
②試験講習会・模擬試験：
9月 29日（木）10時～ 17時
③試験 :10月 25日（火）
14時～ 16時
・申込期間：② , ③ともに 8月 1



インフォメーション

日（月）～31日（水）
・会場：コンセーレ（宇都宮市駒
生1-1-6）
・申込書類：6月下旬～とちぎ建
設技術センターまたは上下水道施
設課で配布

7月 17日（日）
　　　  祇園祭が開催されます

問小山市観光協会　☎30‒4772
　粟宮喜沢線（足銀～宮本町）が
11時 30 分～ 13 時まで交通規
制となりますのでご注意くださ
い。

助成制度

免除申請を忘れずに！

問栃木年金事務所　
☎ 0282‒22‒4131
問国保年金課　☎ 22‒9416
　免除申請は、国民年金保険料の
納付が経済的に難しいとき、申請
によって、保険料の支払いを免除
もしくは猶予する制度です。支払
が難しい場合はご相談ください。
　また令和4年度分の申請は、7
月にスタートします。

募 集

放送大学　入学生募集

問放送大学栃木学習センター
☎ 028‒632‒0572
　放送大学は、10月入学生を募
集しています。資料請求は無料で
す。
出願期間
第1回　8月 31日（水）まで
第2回　9月 13日（火）まで

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
　公立保育所で働く保育士の採用
説明会を行います。
持ち物　履歴書・保育士証（免許

証）のコピー・筆記用具
日 時　8月 27日（土）
　　　　10時～ 12時
場 所　こども課
対 象　保育士・小学校教教諭・

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

申 込　8月 26日（金）まで

小・中・義務教育学校の
　　会計年度任用職員
　　　　（非常勤講師）の募集 

問学校教育課　☎ 22‒9654
任用期間　10月～令和5年 3月
募集人数　各若干名
① TT教員
・  資格　
　小学校または中学校教員免許
・  勤務時間・日数　
　1日 6時間、84日程度
②特別支援教育サポーター
・  資格不問（特別な教育的支援を
必要とする児童生徒への支援）
・  勤務時間 · 日数　
　1日 6時間、77日程度
申 込　
学校教育課へ履歴書を持参する
（TT 教員希望者は免許状の写し
と更新講習修了確認証明書の写し
（受講した方のみ）も必要）
申込期間　7月 25日（月）～
　　　　8月 5日（金）

ピアノを弾きませんか？

問生涯学習センター　☎22‒9111
　ベーゼンドルファーのグランド
ピアノを45 分間、自由に弾くこ

とができます。
日 時　8月 14日（日）
　　　　9時～19時
場 所　生涯学習センター　音楽

ホール
料 金　45分間　1,000円
定 員　1日 11組
申 込　7月 5日（火）、10時～
　　　　電話　同センター窓口

家庭教育オピニオン
　　　　リーダー研修

問生涯学習課　☎ 22‒9665
　修了者には小山市家庭教育オピ
ニオンリーダー連絡会（ポケット
の会）の活動への参加をお願いし
ています。
日 時　8月 17日（水）～ 11月

9日（水）全6回
　　　　10時～ 15時
場 所　栃木県総合教育センター等
対 象　地域での家庭教育活動に

意欲のある方
申 込　電話、同課窓口・7 月

22日（金）まで

いちご栽培体験会参加者募集

問 JAおやま営農企画課　
☎ 33‒4321
　JAおやま管内でいちごでの就
農に興味がある方に向け、農作業
体験会（苗の仮植体験・見学など）
を実施します。併せて、令和 5
年度からの JAおやま新規就農塾
研修生募集の説明を行います。
日 時　9月 17日（土）
　　　　9時 30分～ 12時
集合場所　JAおやま西部集出荷場
対 象　新規にいちご栽培を考え

ている方
参加費　無料
定 員　10人程度
申 込　8月 26 日（金）までに、

問合せ先までご連絡く
ださい。

※8時30分～17時まで電話対応

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（6月15日現在の情報です）

お知らせ

令和3（2021）年中に
　　　 家屋を取得された方へ

問栃木県税事務所〔不動産取得税担当〕
☎ 0282‒23‒3413
　7月は、令和3年（2021）年中
に新築、増築・改築により家屋を
取得された方に、不動産取得税が
課税されます。
　納税通知書が届いた方は、7月
29日（金）までに、納税通知書裏
面に記載されている方法で納税し
てください。

第43回人権講演会

問生涯学習課　
☎ 22‒9663　FAX22‒9650
　ジャーナリストの石

いし

川
かわ

結
ゆう

貴
き

氏を
講師にお招きし、「スマホ世代の
子どもとどう向き合うか～ SNS、
ゲーム、ネットいじめの問題を考
える～」をテーマに講演いただき
ます。
日 時　8月 18日（木）
　　　　13時30分～15時10分
　　　　（受付12時 45分）
会 場　文化センター　大ホール
定 員　300人（無料・手話要約

筆記あり）
申 込　7月29日（金）までに電

話・FAX・申
請フォーム

※開催方法を変更する
場合、ホームページに
てお知らせします

国民健康保険
被保険者証・納税通知書の発送 

問国保年金課　☎ 22-9414
問市民税課　☎ 22-9426
　8月 1日（月）から使用する国
民健康保険被保険者証を 7月中

に送付します。また、令和 4年
度の国民健康保険税納税通知書を
7月中旬に送付します。
※ 7月 26 日（火）になっても届
かない場合はご連絡ください

第18回保留地販売会

問市街地整備課　☎ 22-9386
　小山東部第一地区の保留地を販
売します。
日 時　8月 28日（日）
　　　　受付　9時 20分～　
　　　　開会　10時
場 所　小山東部第一土地区画整

理組合事務所
申 込　7月4日（月）～8月24

日（水）17時までに参加
申込書を提出

ひきこもり相談支援室を
　　　　ご利用ください

問福祉課ひきこもり相談支援室　
☎ 22‒9858
　ひきこもりでお悩みの方やその
ご家族等の相談支援を行っていま
す。お気軽にご相談下さい。
日 時　8時30分～17時15分
場 所　市役所2階　福祉課
利用方法　来所相談（要予約）・電話

相談（無料）

コンビニ交付システム
メンテナンスのお知らせ

問市民課　☎ 22‒9402
　7月 20日（水）はシステムメン
テナンスのため、マイナンバー
カードによる証明書コンビニ交付
のサービスが利用できません。
場 所　
全国のセブンイレブン・ローソン・
ファミリーマート・ミニストップ、
全国のイオン、市内のウェルシア
薬局（一部店舗）、市役所本庁舎1
階キオスク端末

小山の青少年をみんなで育てよう

問生涯学習課　☎ 22‒9671
　心豊かでたくましい青年の成長
を願って、さまざまな団体活動が
各地で繰り広げられています。
①小山市青少年健全育成連絡協議会
②小山市青少年育成指導員協議会
③小山市子ども会育成会連合会
◆ 7月は「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」です。

小山市
　青少年相談室の紹介

問青少年相談室　☎ 25‒4002
　青少年相談室では専門の相談員
が無料で相談に応じています。保
護者や先生、ご本人からの相談を
お受けします。秘密は守ります。
気軽にお電話ください。
〇学校生活のこと（登園・登校渋
り・いじめ・勉強や進路等）
〇発育のこと（ことばが遅い・気
になるくせがある：落ち着きがな
い等）
〇子育てのこと（育児・子育てに
自信がない等）
〇その他（相談機関や医療機関を
知りたい等）

令和4年度 下水道排水設備
工事責任技術者試験等

問とちぎ建設技術センター 企画
研修課　☎ 028‒626‒3183
①更新講習会：10 月 16（日）、
11月 1日（火）、8日（火）
・各回14時～ 16時
・申込書を 6月下旬送付（場所等
記載）
・期間：7月1日（金）～29日（金）
②試験講習会・模擬試験：
9月 29日（木）10時～ 17時
③試験 :10月 25日（火）
14時～ 16時
・申込期間：② , ③ともに 8月 1



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（6月15日現在の情報です）

都市計画の構想に関する
  縦覧・公聴会について

問都市計画課　☎ 22‒9203
　市が変更・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、縦覧と公聴会を実
施します。都市計画の構想につい
て意見のある方は意見申出書を提
出することができるほか、公聴会
で公述人として意見を述べること
ができます。

　　　　イベント・講座

8月の定例観望会の
　　　　　　お知らせ  

問博物館　☎45‒5331
　「夏の大三角をみつけよう」
～M13ヘルクレス座球状星団を
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 時半に、博
物館駐車場にて太陽観測会も実施
します
日 時　8月 13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人程度
申 込　
予約受付フォームまたは電話
7月9日（土）～15日（金）（抽選・
要予約）※1回 5人まで

第32回
小山市工業大学セミナー

問工業振興課　
☎22‒9399　℻  22‒9256
能力開発セミナー6コース
コース内容はホームページへ
日 時　9月3日（土）、10日（土）　

（2日間）
　　　　9時～16時 30分
場 所　関東職業能力開発大学校
対 象　市内在住、在勤の方
定 員　各10人
料 金　1,000円（テキスト代込）
申 込　FAX。1 人 1 コースの

み申込可。（抽選あり）
　　　　締切日：8月 5日（金）

科学体験バスツアー

問工業振興課　
☎ 22‒9399　℻  22‒9256
　㈱オフィスエフエイ・コム スマー
トファクトリーラボOYAMA見
学→関東能開大ものづくり体験　
※昼食持参
日 時　8月 17日（水）　
　　　　10時～ 15時
対 象　
市内在住の小学生親子 40人（保
護者同伴、小学生未満の子供は同
伴不可）申込は個人または5人以
内のグループ
定 員　親子40人
申 込　応募用紙を 7 月 20 日

（水）までに郵送、FAX、
メール（抽選あり）

ゆめまち7月のイベント

問ゆめまち 　☎27‒9935
①おはなしびっくり箱
②ハンドベル体験講座
日 時　
①7月 19日（火）
　10時 30分～ 11時

② 7月 30日（土）
　【午前の部】10時～ 12時
　【午後の部】13時～ 15時
場 所　ゆめまち
対 象　
①就学前のお子さん
②【午前の部】小学生
　  【午後の部】中学生
定 員　①なし

②各回とも12人　持ち
物：筆記用具、飲み物

申 込　①不要
　　　　②7月 10日（日）
　　　　　9時～

知久絵里香×上保朋子ピアノ＆ヴァイオリン　
『デュオクロマティック』
　　 サマーコンサート

問生涯学習センター　☎22‒9111
日 時　8月27日（土）
　　　　14時～16時
場 所　生涯学習センター　音楽

ホール
料 金　大人　2,000円　
　　　　小人（中学生以下）
　　　　　　　1,000円
定 員　80人
申 込　7月5日（火）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　8 月 21 日（日）、28 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　20人
申 込　7月5日（火）10時～
　　　　電話　同センター窓口

※「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

生涯学習センター　
ベビーマッサージ教室

問生涯学習センター　☎22‒9111
　赤ちゃんの健康とスキンシップ
を学ぶベビーマッサージ教室を開
催します。
講 師　堀

ほり

内
うち

美
み

佳
か

氏
日 時　
（平日コース）
8 月 5 日、19 日、9 月 2 日、
16日（各金曜日）
10時～ 11時、全4回
（休日コース）
8 月 6 日、20 日、9 月 3 日、
17日（各土曜日）
10時～ 11時、全4回
参加費　全4回　4,000円
対 象　赤ちゃん 1人と保護者

（パパ、ママなど）1～ 2
人、最大計3人まで

定 員　10組
申 込　7 月 5 日（火）10 時～
　　   　電話、同センター窓口

平和都市宣言
　　30周年記念
　　　  2022平和展

問行政総務課　☎22‒9313
　原爆写真パネル、平和ポスター
の展示、平和図書コーナーの設置
日 時　
①7月29日（金）～8月2日（火）
10時～ 18時
②7月27日（水）～8月3日（水）
（土日は除く）9時～17時　
※両会場とも最終日は15時まで
場 所　①生涯学習センター
　　　　②市役所 1階多目的ス

ペース

介護予防トレーニング
（間々田）参加者募集中 

問高齢生きがい課　☎22‒9616
　健康運動指導士によるセラバン
ド（ゴム製のトレーニング道具）を

使ったトレーニングを行い、介護
予防や運動習慣のきっかけを作り
ます。
日 時　8～10月の毎週木曜日
　　　　 9時30分～12時もしく

は13時30分～16時
初回：8月 4日（木）　
9時 30分～ 12時

場 所　間々田市民交流センター
対 象　65歳以上で運動制限の

ない方
定 員　15人
料 金　500円 /コース
申 込　電話・同課窓口

第20回おやま健康料理
    コンクール作品募集

問健康増進課　☎22‒9525
　身近な食材で作りやすく、野菜
がたっぷり食べられる『わが家自
慢の野菜料理』を大募集！
市民投票　10～ 11月
表彰式　12 月予定（最優秀賞に

は、おやま和牛 1万円
相当を贈呈）

対 象　市内在住・在校の方
申 込　応募用紙に必要事項を記

入し同課窓口または専
用フォーム

応募締切　9月 2日（金）

地域の歴史発見！
「第8回こども小山評定」

問文化振興課　☎22‒9659
　身近なまちの歴史を見て、聞い
て、さわって、一緒に小山の魅力
を発見してみませんか？
日 時　8月 8日（月）
　　　　 9時～ 16時
場 所　市役所
対 象　市内小学4～ 6年生
定 員　10人
持ち物　昼食・飲物等
申込期限　7月 20日（水）17時
申 込　専用フォーム・電話・

FAX・同課窓口

第10回　小山の医療を
　  考えるシンポジウム

問健康増進課　
☎22‒9523　℻  22‒9543
テーマ
「ウィズコロナ時代、地域医療を
守るために私達ができること」
基調講演　茨城県西部メディカルセ

ンター病院長
小山市地域医療特別顧
問　梶

かじ

井
い

英
えい

治
じ

氏
日 時　8月 21日（日）

13時～ 16時　
12時開場

場 所　文化センター小ホール
対 象　どなたでも
定 員　100人
申 込　電話・FAX・窓口・ホー

ムページ
申込締切　8月 5日（金）

第3回 夏休み子ども将棋講習会
および第3回長谷部プロ・
　小山市長杯争奪将棋大会

問生涯学習課　☎22‒9665
講 師　長

は

谷
せ

部
べ

浩
こう

平
へい

四段
日 時　
【講習会】7月 28日（木）、29日
（金）全2回
○小学1～ 3年生クラス　
　9時 30分～ 10時 30分
○小学4～ 6年生クラス　
　11時～ 12時
【大会】8月 24日（水）
　10時～ 16時
場 所　文化センター　小ホール
対 象　小学生
定 員　【講習会】各クラス30人
　　　　【大会】80人
申込期間　6 月 30 日（木）～ 7 月

14日（木）
申 込　専用フォーム



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（6月15日現在の情報です）

令和4年度 第 2回
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。マスクの着用必須。
日 時　8月 13日（土）
　　　　9時30分～12時30分
　　　　受付9時～
場 所　マルベリー館（会議室1）
対 象　市または野木町に在住、

在勤、在学中の中学 1
年生以上

定 員　20人
申 込　7月15日（金）～31日（日）　

受付8時30分～17時
30分

政治分野への
女性活躍応援セミナー

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

　政治分野への女性活躍応援セミ
ナーへの参加者を募集していま
す。
日 時　8月～11月の土曜日午

後（第2回を除く）全5回
第1回　8月 27日（土）
　　　　13時30分～15時30分
第 2回　9月 5・6・7・8日の
　　　　 9月議会本会議
　　　　 一般質問の傍聴
第3回　10月 8日
第 4回　10月 29日
第 5回　11月 19日
場 所　市役所6階大会議室ほか
対 象　市内に在住・在勤・在学

の女性
定 員　20人程度
申 込　8月 12日（金）まで

応募フォームまたはメー
ル

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

①間々田組紐の
組みひもスト
ラップ、ブレス
レット作り

7/9 ㈯
① 13：30
② 14：00
③ 14：30
④ 15：00
⑤ 15：30

大人
1,000 円
子供
600円

②ロングボトル
のハーバリウム

7/21 ㈭
13：30～ 1,500 円

③コースター織
（地機織り）

7/17 ㈰
10：30～
14：00～

1,000 円
子供
500円

④「ステンドグ
ラス調のぬり絵」
ディンプルアー
トで作るキーホ
ルダー・マグネッ
ト

7/24 ㈰
①13：30～
②14：30～

500円

場 所　クラフト館
申 込　7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。

誰ひとり
　取り残さないために
ー課題解決ミーティングー

問おやま～る　☎20‒5562
　ワカモノが高齢者支援をしてい
る活動事例を「えんがお」の濱野
さんから紹介していただき、「ご
ちゃまぜ」の地域づくりについて
学びます。終了後、意見交換。
日 時　7月 10日（日）
　　　　13 時 30 分 ～ 16 時

30分
場 所　研修室
定 員　20人
申 込　専用フォームまたは電話

（要予約）

真綿かけ・
　　　糸つむぎ体験会

問工業振興課　☎22‒9397
　本場結城紬の伝統技法「真綿か
け」や「糸つむぎ」を体験し、原
料部門での後継者を育成します。
※講習会は体験会の参加者から募集

日 時　
真綿かけ体験会　7月26日（火）・
27日（水）9時 30分～ 12時
糸つむぎ体験会　8月 2日（火）・
3日（水）9時 30分～ 12時
場 所　糸つむぎのさと
定 員　各日6人程度
料 金　無料
申 込　
真綿かけ体験会　7月 4 日（月）
～22日（金）
糸つむぎ体験会　7月 4 日（月）
～29日（金）

企画展『牧ノ内古墳群
－小山南部の群集墳－』

問文化振興課　☎22‒9669
　県内有数の古墳群である牧ノ内
古墳群のこれまでの発掘調査の成
果を紹介します。
日 時　8 月 2 日（火）～ 9 月 4

日（日）
場 所　国史跡　摩利支天塚・琵

琶塚古墳資料館
※休館日　毎週月曜日（祝日を除
く）、祝日の翌日

小山市消防吏員
　　　　　採用説明会

問消防総務課　☎39‒6653
　小山市消防吏員採用説明会を開
催します。
日 時　7月 16日（土）
　　　　13時30分～15時30分
場 所　消防本部　3階会議室
申 込　電話で事前の申込をお願

いします。



インフォメーション

栃木市（栃木県）

■栃木駅街かどピアノ
問栃木市地域政策課　☎ 0282‒21‒2453
　あらゆる世代のみなさんに、いつでも気軽にピアノを弾いてもらえる交流
の場として、栃木駅に「街かどピアノ」を設置しました。駅ナカで楽しくピ
アノを弾いてみませんか？
時 間　毎日 10時～ 18時
注意事項　グランドピアノの屋根は、閉めたまま利用ください／集客などの告知や営利活動（チラシ配り等）は禁止

します／譲り合って利用ください／感染症対策にご協力願います

古河市（茨城県）

■夢中になれる人生をシェアしよう
問＆ FREAK.　☎03‒6823‒0899
　“The Camp”FREAK'S STOREの2階に、新たなコ
ミュニティ型コワーキングスペース「＆

アンド

F
フ リ ー ク

REAK.」が誕
生しました。電源コネクタやWi-Fiが完備されており、
デスクスペースだけでなく、ソファスペースやオンラ
イン会議用のボック
スも併設されていま
す。ぜひ、ご活用く
ださい。
場 所　古河市中田

2268

加須市（埼玉県）

■ホテイアオイが見頃です
問大利根総合支所農政建設課　☎ 0480‒72‒1321
　道の駅に隣接した休耕田では、ホテイアオイが広が
る涼しげな風景をお楽しみいただけます。
期　日　～9月下旬
場　所　道の駅童謡のふる里おおとね
　　　　（加須市佐波258-1）

野木町（栃木県）

■第 31回ひまわりフェスティバル
問野木町産業振興課　☎ 0280‒57‒4153
　満開のひまわり畑に囲まれ、今年は感染症対策を
行ったうえで、野木町観光大使の鈴木杏奈さんのライ
ブや楽しいステージイベントを行う予定です。会場で
は、模擬店や各種催しで
皆様をお迎えします。
期 日　7月30日（土）・
　　　　31日（日）
場 所　野木第二中学校
　　　　南側

板倉町（群馬県）

■わたらせ自然館
問板倉町わたらせ自然館　☎ 0276‒82‒1935
　ラムサール条約湿地に登録されてから10年。
　わたらせ自然館では、
渡良瀬遊水地や板倉町
の観光パンフレットが
揃えてありますので、観
光、学習などにご利用く
ださい。
場 所　わたらせ自然館
　　　　（板倉町大字海老瀬4663-1）
入館料　無料
休館日　月・火、祝日の翌日

近隣市町の情報（関東どまんなかサミット・定住自立圏）



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。

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
）

8
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

　
◎
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 17㈬･28㈰ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：17㈬市役所2階 市民相談室、
28㈰市役所1階 多目的スペース

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 10㈬ 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 28㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は8月1日㈪～

税金なんでも相談 18㈭ 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 2㈫ 9:00 ～ 12:00 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 17･24㈬ 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）

青少年相談 月～金 9:00 ～17:00
公認心理師および臨床心理士の資格を
有する青少年相談員
場所：青少年相談室

青少年相談室
☎25-4002

外国人向け行政書士相談 10㈬ 10:00 ～ 12:00
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 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 9･23㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 5㈮ 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 8月はありません 精神科医師 福祉課
☎22-9629

心配ごと相談 2･23㈫ 10:00 ～ 15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※2･23㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-95019･30㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 23㈫ 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 22㈪ 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 6･20㈯ 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 28㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は8月1日㈪～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 8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 9･23㈫ 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 4㈭ 10:00 ～ 12:00 ※保健師1人同席 福祉課
☎22-9629



　「研究して実現したい事が次から次へと湧いてくるの
で、いくら時間があっても足りない。」
とお話いただいたのは小山工業高等専門学校（以下、「小
山高専」）機械工学科の加藤教授。
　出身は茨城県牛久市で、小さい頃は遺跡で見つかる
ような土器の破片を探すための土掘り、昆虫採集、ミ
ニ四駆の改造などといった男の子が好きそうな事を一通
りやったらしく、最終的に昆虫の身体のつくりを機械で
再現できないか？という興味を実現したくなり、茨城工
業高等専門学校に進学し、アクチュエーターという分野
に精通していた菊地教授に師事するため、小山高専に
転籍しました。
　小山高専では、寮生活で見かけたゴキブリの動きを
機械的に再現したくなり、後輩や留学生の力を借りて
生け捕りにしたほか、害虫駆除を専門とする様々な企
業にお願いし、大量のゴキブリを送っていただき、サン
プルを確保したそうです。当時を振り返ると、研究のた
めとはいえ、様々な方にご迷惑をおかけしたと、素敵な
笑顔で当時を振り返っていました。
　この研究を追及するため、九州工業大学へと進学し
ましたが、同じ学部内で生物素材を活用しビニル状の
太陽光が透過する膜素材の研究に出会い、こちらの研
究の面白さに魅了され、今の研究にたどり着きました。
　博士課程在籍中に論文発表を見に来た（株）住友化学
から、同社で研究を続けないかとの誘いを受け、茨城

県つくば市の研究所で、研究を続けていましたが、東
日本大震災を経験し、もっと社会で役に立つ研究がし
たいと思うようになった頃に小山高専で教員となるお誘
いを受け、2012 年から活動の場を小山高専とし、小
山市役所とはこの年から再生可能エネルギーの研究や
普及に関する取り組みを連携しております。
　「工業高等専門学校で、日本を代表する研究はできな
いと思われがちですが、不可能ではないことを学生に
身をもって証明したい。」と語る加藤教授。2019 年に
は国から7年間で 5000 万円の補助を受ける研究を実
施することとなり、受賞会場で萩生田前文部科学大臣
にはっぱをかけられたと振り返っていました。
　また、小山高専での研究だけでなく、ベンチャーの
起業やＮＰＯ法人の立ち上げなど、研究成果を世の中
に広める活動などにも尽力しています。
　これからの活躍にも目が離せない加藤教授、科学に
興味をお持ちの方は今後の活躍にご注目ください。

きらり小
お

山
やま

人
びと

～紹介したい人がいます～　No.4
輝く人にインタビュー

　

小山高専校舎 薄膜太陽光電池
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小山工業高等専門学校

機械工学科   加
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7月中旬発送予定例 年

7月中旬発送予定 9月中旬発送予定令和
4年度

7/31 8/1
更新 更新

7/31 8/1
更新

9/30 10/1

後期高齢者医療保険料納付通知書の発送
問市民税課　☎ 22-9426

令和 4年度は後期高齢者医療被保険者証が 2回更新されます。

被保険者証の更新・発送イメージ

　令和 4年 10月 1日から施行される医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合の見直し
に伴い、被保険者全員を対象に新しい被保険者証が 7月と9月の2回更新されます。
　7月中旬に発送する被保険者証の色は 黄色 で、有効期限は令和4年9月30日までとなります。
　9月中旬に発送する被保険者証の色は 藤色 （例年同様）で、有効期限は令和 5年 7月 31日ま
でとなります。2回目の更新では、令和 3年中に一定以上の所得のあった方のみ、窓口負担割合「2
割」に変更となります。

　制度の詳細につきましては市のホームページをご覧ください。また、今回の制度見直しの背景
等に関するご質問等につきましては、厚生労働省コールセンター（☎0120-002-719）にお問い
合わせください。

○通知書の発送時期
令和 4年度の後期高齢者医療保険料納付通知書を7月中旬に被保険者全員に発送します。7
月 26日（火）になっても届かない場合はご連絡ください。

○令和 4年度の保険料算定・料率
令和２・３年度の賦課限度額は64万円でしたが、令和 4年度は66万円です。
詳細につきましては、通知書に同封しますパンフレット「後期高齢者医療制度 保険料のお知ら
せ」をご確認ください。

後期高齢者医療被保険者証の更新
問国保年金課

 ☎ 22-9413
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QR

問中央図書館　☎ 21-0750

8

小山市ではInstagramで小山の魅力あふれる写真を募集中！
このページでは「＃小山の魅力」をつけて投稿された写真を
紹介します。  問 シティプロモーション課　☎22-9353

1（月）・8（月）・15（月）・22（月）・25（木）・29（月）
※小山・間々田・桑分館は11（木）も休館になります

8月はありません。

 8月の休館日

　

 おはなし会
名称（会場） 8月 開始時間

おはなしウェンディ夏休みスペシャル 3日㈬ 15：30
おやま分館ピッコロおはなし会（小山分館） 5日㈮ 11：00
おはなしメロディ 7日㈰ 14：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 9日㈫ 15：30
おはなしこんにちは 10日㈬ 10：30
おはなしウェンディ0・1・2 17日㈬ 11：00
わくわくマルベリーおはなし会（桑分館） 20日㈯ 13：30
おこれんのおはなし会 21日㈰ 14：00
はなしのこべや　おはなしかい 28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

『夏への扉 －新訳版－』
ロバート•Ａ•ハインライン／著　小尾 芙佐／訳　早川書房

　発明家、エンジニアの肩書を持つ主人公は、最愛の
恋人と親友に裏切られ職と発明品の数々を失います。そ
こで復讐を誓いますが、30年間冷凍睡眠されてしまい
ます。時を超えて主人公が活躍するSF小説です。また、

初版は1956年にアメリカで発行されましたが、時を経て2021年に日
本で映画化されました。

　今月はタイトルに「夏」が入る本を紹介します。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。

『111本の木』 リナ•シン／文　マニアンヌ•フェラー／絵
こだま ともこ／訳　光村教育図書

　インドのある村では、男の子が生まれると祝福する
のに、女の子が生まれてもお祝いはしない、という古
い習慣がありました。男の子だけでなく、女の子も学

校に行けるように。また、荒れた土地を豊かにしたいという願いをこ
めて、村長は、女の子が生まれるたびに、111本の木を植えてお祝い
しようと決めました。
　エコフェミニズムとはなにか、学ぶきっかけにおすすめの一冊です。

 いちおし本 ～夏に読みたい本&SDGsに関する本～

@marcello_____31さんの投稿

― 八龍神社 ―
間々田八幡宮内の末杜

@melody.703さんの投稿

― 乙女公園 ―
気になる木の下でお花見

@e_oyama_netさんの投稿

― 白髭神社 ―
小山百景 湧き水 御神水

＃小山の魅力



高齢者在宅福祉サービス 問高齢生きがい課 ☎ 22-9617

3 回目接種後 5ヵ月以上経過した
・60歳以上の方
・18～ 59歳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る方
　※基礎疾患の詳細についてはホームページでご確認ください

❶ 60歳以上の方は、接種時期に応じて下記のとおり発送します。
3 回目接種時期 4回目接種可能月 発送時期

令和 4年　1月 接種可能 発送済（60歳以上の方）

令和 4年　2月 令和 4年 7月 6月末

令和 4年　3月 令和 4年 8月 7月末

❷ 18～ 59歳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る方で、4回目接種を希望する方
は、申請が必要となります。下記の方法にて申請をお願いします。
【電話】　新型コロナワクチン予約・相談コールセンターにお電話ください。

☎ 0285（22）9899 ・ ☎（22）9492 ・☎（22）9309【8時 30分～ 20時　土、日、祝日も可】
【インターネット】市ホームページの専用サイトからお申込みください。　

または［小山市　ワクチン　基礎疾患］で検索してください。
【窓口】健康増進課までお越しください。
※ 申請をいただいた方への接種券の発送は、3回目接種時期にあわせた60歳以上の方への発送時期と同様に
なります
※  18 歳未満の方、3回目接種終了後 5か月を経過していない方、基礎疾患のない18～ 59 歳の方は、4回
目接種は受けられません

＊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

新型コロナワクチン4回目接種 （6月 10日現在）

※以降順次発送予定

接種対象

接種券

接種費用は
無料です
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 その他高齢者向け一般福祉サービス 
〇現在感染症予防のため、郵送での申請受付を行っております。
　ご希望の方は高齢生きがい課までお問い合わせください。
◆はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術費助成
　令和4年4月1日において70歳以上の方、または65歳
以上で身障手帳1・2級所持の方に施術費助成券を年間6
枚交付（1枚800円）
◆緊急通報装置の貸与
　高齢者のみの世帯が対象。※通話料は自己負担、その
他一部自己負担有（携帯型緊急通報装置ご利用の場合、
及び駆けつけサービス利用の場合）
◆老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成
　老人性白内障手術を受けた日において65歳以上の方、
医師の指示で作成した特殊眼鏡等のレンズの購入費の二
分の一を助成（助成上限1万円）。手術後１年以内に申請。
◆在宅ねたきり老人等介護手当の支給
　要介護4または5の認定を受けている高齢者を在宅で
介護している方（小山市内在住）に介護手当を支給（所
得制限有）。
◆シルバーカー購入費助成
　歩行の際に杖等の補助を必要とする方でシルバーカー
を購入した日において65歳以上の方が対象。購入費の二
分の一を助成（助成上限6千円）。購入後1年以内に申請。
　要支援1・2または要介護1・2の方が対象。

 生活支援サービス 
○ ご希望の方は担当ケアマネージャー、またはお近くの高齢
者サポートセンターまでお問い合わせください。

対象者：65歳以上の独居の方、または高齢者のみの世帯の方
サービスの内容 利用限度 利用料

◆配食（安否確認込） 週5食 1食200円の助成

◆軽度生活援助
　（掃除・除草等） 月4時間 30分200円または300円

◆移送サービス
　（通院用タクシー券） 月2枚 距離に応じて400～4,200円

◆寝具の洗濯乾燥消毒 年2回 1回800円

 介護保険法定給付対象外サービス 
◆短期入所（災害・虐待時）
対象者：介護保険の認定を受けていない、65歳以上の方
◆ 日常生活用具給付・貸与（給付：電磁調理器、火災警報
器、自動消火器／貸与：寝台）※年間1品目まで
対象者：＜給付＞65歳以上の独居の方
　　　　　　　　（介護保険の認定を受けている方も可）
　　　　＜貸与＞ 介護保険の認定を受けていない、65

歳以上の独居の方または高齢者のみの
世帯の方



健康
メモ

ひとくち

健康
メモ

ひとくち

食中毒に注意しましょう！ 問健康増進課
　☎ 22-9525
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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

8
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）

厚生労働省：
家庭でできる食中
毒予防のポイント

 ●テイクアウト・デリバリーの注意点●　
・持ち帰り用には、保冷バッグや保冷剤を持参し、温度管理に注意
・長時間放置せず、できるだけ早く食べる
・食べ残ししない量を注文し、１回の食事で食べきる

日頃から適度な運動とバランスの良い食事、十分な睡眠をとり、
ストレスをためない生活を心がけましょう。

 【つけない】 
・こまめに手洗い！
・食材ごとに調理器具を洗浄
・生肉をつかむ箸は別にする

 【ふやさない】 
・買い物には保冷バッグを活用
・すばやく冷蔵・冷凍保存
・早めに食べる

 【やっつける】 
・魚・肉は中までしっかり火を通す
・まな板や調理器具の洗浄・消毒

食中毒予防の３原則

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
③⑥ ②④ ①⑤ ②⑥ ③④ ①⑤

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

小
こ

熊
ぐま

 千
ち

尋
ひろ

ちゃん（出井） 湯
ゆ
澤
ざわ
 世
せ
奈
な
ちゃん（田間） 前

まえ
田
だ
 杏
あん
樹
じゅ
ちゃん（城東）

問 健康増進課　☎ 22-9525

　　 　　   　乳幼児健康相談　   　　
日　時　 8月24日(水)

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　 7月26日(火)13:00 ～☎22-9525

※計測のみの方はホームページから申込可

 Father in Oyama ～父親支援クラス～  
日　時　8月7日（日)9:45 ～ 12:00
場　所　市役所3階　保健センター
内　容　パパの子育てを応援するクラスです
定　員　15人
対　象　 妊産婦の夫・パートナー

（妊娠16週から出産後6カ月以内）
ご家族の参加も可能です。

申込み　 7月4日（月)8:30 ～
専用フォームから申込み

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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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
■防災ポータル（防災情報の確認）

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
　7月はありません

7月の納期　納期限8月1日㈪
固定資産税・都市計画税…2期分
国民健康保険税…………1期分
介護保険料………………1期分
後期高齢者医療保険料…1期分

今月の 1枚

「セラ」と
  「ひなた」

渡良瀬遊水地にて3年連続で誕生した
ヒナ2羽の愛称が決定しました。

「セラ」と「ひなた」の今後に是非注目し、
2羽の成長を温かく見守っていただきますよう

お願いします。

提供： 
NPO法人
わたらせ未来基金
理事長　青木 章彦 氏



 
■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：166,406 人（26 増）、男性 84,124 人（2 減）、女性 82,282 人（28 増）、世帯数 71,041（84 増）（6 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 7 月 1 日発行

「                   」 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）

　　  広報で情報収集
している人は意外に多い！！

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！ 発行部数　
　毎月 約56,000部
　 （小山市全世帯に配付）

小山支店 
☎0285-24-0310 
小山市中央町2-1-15 

あなたの街の

Only One Hospital
地域の皆さまに支えられて10周年

新小山市民病院
地方独立行政法人

〒 栃木県小山市大字神鳥谷 番地
： 代 ：

休日夜間受付：

外
来
診
療
の

ご
案
内

受付時間 休診日 土・日・祝・年末年始 ～
※救急患者を除きます。午前 ： ～ ： 診療開始 ： ～

＜予約なし＞午前 ： ～ ：
＜予約あり＞午前 ： ～午後 ：

救急外来・休日夜間受付
受診される場合には、事前に休日夜間受付

へご連絡ください。

初診

再診

公式

令和 年度 全国自治体立優良病院表彰 受賞 医師・看護師等随時募集中 人事課

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


