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 特 集
知っていますか？
  栃木県自転車条例（２ページ）
いざ散走
 おーサイクル（4ページ）
走ろう小山・野木
 サイクルフェスタ（6ページ）

見てもらいたい
   景色があります。

【 表 紙 】宇都宮ブリッツェンの西
にし

村
むら

大
ひろ

輝
き

選手
とサイクルフェスタの試走ライドで見つけた
景色。普段行けない場所に連れて行ってくれる。
そんな自転車の魅力を感じることができます。



　令和 4（2022）年 4月 1日から、栃木県の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行され、7月 1日からは、自転車利用者
に自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられました。そこで、市と協定を結んでいる、プロサイクルスポーツチーム
の宇都宮ブリッツェンの運営会社、サイクルスポーツマネージメント（株）の星さんと西村選手に、自転車の魅力楽しみ方、自
転車を安全に乗るためにはどうすればいいかお話をうかがいました。

自転車の楽しみ方を教えてください。
星　自転車にはいろいろな形があるので、まずは自分にあっ
た自転車を見つけることが大切です。自分にあった自転車を
見つけたらレジャーや通勤で気軽に乗ってみてください。乗
り始めたら体がどんどん健康的になっていくので自転車が楽
しくなると思います。
西村　自転車は自分の力で自分の行きたいところに連れて
行ってくれるところが魅力です。1時間のウォーキングは辛
いと思いますが、自転車の 1時間は初心者の方でも簡単に
走ることができるので、嘘だと思って自転車に乗ってみてく
ださい。自転車に乗れば世界が変わりますよ。

自転車を安全に乗るためにはどうすればいいですか。
星　栃木県で自転車条例が施行されましたが、全国と比べる
と遅い方です。自転車の普及に伴い自転車事故も増加してい
ます。例を挙げると、小学生が乗っている自転車が歩いてい
る高齢者にぶつかり、約 9,500 万円の賠償金を請求された
事例があります。自転車と歩行者の事故の場合、自転車の過
失が大きいため安全に乗るためには条例の中にもある保険加
入が必要です。
西村　道路交通法を守ること。自転車は軽車両ですので、車
道を走る必要があります。車を運転するドライバーの方にも
自転車は車道を走る乗り物ということを理解していただく必
要があります。自転車は車と同じ左側通行ということを皆さ
ん忘れがちなので、車と同じということを理解した上で走行

してもらいたいです。ヘルメットの着用も安全を守るため
にとても必要なことです。なぜなら、人間の体は頭が一番
重いため、倒れた際に頭から倒れることになります。ヘル
メットなしで倒れた場合、軽傷ではすみません。必ずヘル
メットを被りましょう。

最後にお二人から市民の方にメッセージをお願いします。
自転車のルールを再確認し、楽しいサイクルライフを送り
ましょう。

自転車を安全に乗るための
基本ルール

　快適で安全なサイクリングをするために、5つの基
本ルールを守ってサイクリングを楽しみましょう。
❶ 自転車は、車道が原則、歩道は例外となります。
❷ 車道を走行する際は左側を走行しましょう。
❸ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行しながら
走行。
❹ 飲酒運転・二人乗りは厳禁。夜間のライト点灯
などルールを守る。
❺ 自転車を乗る際はヘルメットを着用。

（左）宇都宮ブリッツェン　西
に し

村
む ら

大
ひ ろ

輝
き

選手、（右）サイクルスポーツマネージメント株式会社　星
ほ し

純
じゅん

一
い ち

さん
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栃木県自転車条例
　栃木県では、自転車の安全で適正な利用
の促進に関し、県の責務等を明らかにする
とともに、自転車の安全で適正な利用の促
進に関する施策の基本となる事項を定める
ことにより、自転車が関係する交通事故の
防止及び被害者の保護を図り、もって県民
が安全で安心して暮らすことのできる社会
の実現に寄与することを目的として、「栃
木県自転車の安全で適正な利用の促進に関
する条例」を制定しました。

問栃木県県民生活部くらし安全安心課
☎ 028‒623‒2185　
℻  028‒623‒2182

条例のチェック point !!　下線部は義務化された内容です。
★ 「自転車利用者」は、どうするの？
・  自転車が車両であることを認識し､ 法令を遵守して､ 自転車の安全で適正な利用に努めなければなりません。
・  自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければなりません。
・  自らの安全を確保するため、乗車用ヘルメットを着用するよう努めるものとします。
・    自転車について、必要な点検及び整備（自転車の本体及びブレーキ、前照灯、反射器材その他の装備の安全性を確保す
るために必要な点検及び整備をいいます。以下同じです。）を行うよう努めるものとします。

・    『自転車利用者（未成年者を除く。）は、自転車損害賠償責任保険等（以下 ｢自転車保険等｣ と記載します。）に加入しなけ
ればなりません。』

★ 「事業者」は、どうするの？
・   自転車通勤者、事業活動において自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導
を行うよう努めるものとします。

・ 事業活動において従業員が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとします。
・   事業活動において利用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めるものとします。
・ 『事業者は、事業活動において自転車を利用するときは、自転車保険等に加入しなければなりません。』
・   自転車通勤者の自転車保険等の加入の有無を確認するよう努め、加入していることを確認できないときは、 自転車保険
等への加入に関する情報を提供するよう努めなければなりません

★ 「保護者等」は、どうするの？
・   未成年者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する教育を行うよう努めるものとします。
・ 未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとします。
・   高齢者の家族は、高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用や自転車の安全で適正な利用に関する事項について必要な
助言をするよう努めるものとします。

・   未成年者が利用する自転車について、必要な点検及び整備を行うよう努めるものとします。
・   『保護者は、未成年者が自転車を利用するときは、自転車保険等に加入しなければなりません。』

令和 4（2022）年 4月 1日～　努力義務
 ヘルメットの着用および自転車の点検整備 
令和 4（2022）年 7月 1日～　義務化

 自転車保険の加入 県のホームページ
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いざ、街なか 散
さん

走
そうO-Cycle（おーサイクル）に乗ろう

ここ数年で一気に人気となったサイクリング。栃木県は、
平成 26年度の 1世帯の自動車の保有台数が約 1.6 台（出典 :
（一社）自動車検査登録情報協会）と全国 5位の車社会です。
そのため、自転車を最後に乗ったのは学生時代という方も多
いのではないでしょうか。
そこで、市では、散歩するように自転車でゆっくりと巡る

「散
さん
走
そう
」をテーマに、小山市内を周遊するための移動手段と

して令和 4年 3月に小山市観光協会前とまちの駅思季彩館
の 2カ所にレンタサイクル「O-Cycle（おーサイクル）」を
整備しました。使用自転車は、小径の 20インチタイヤで軽

やかな漕ぎ心地が楽しめる自転車となっています。また、
11 月には昨年中止となってしまった「サイクルフェスタ」
を開催予定です。
自転車を楽しめる土壌が整ってきた小山市ですが、自転車の事
 故も少なくありません。自転車を楽しむためには、自転車に
対する正しい知識や考え方を持つことが大切です。今回の特
集では、サイクリングを楽しむためのポイント紹介や開催を
控えたサイクルフェスタの魅力を、広報担当の福田（撮影）と
サイクルフェスタ担当の入江（スポーツ自転車初心者）が試走
ライドに挑みながら紹介します。

街のり自転車の魅力

地元の再発見として使ってみてください

　「コロナ禍で健康管理や三密回避のために
自転車に乗る方はとても増えました。」「自転
車を購入されたお客様に後日、感想を聞いた
ところ、『地元ってこんなにいいところだっ
たんだ』と言っていて、本当にその通りで、
ちょっとした裏道、車では入れない小道には

自転車屋
オレンヂジュース
（城東 6丁目 19-22）

店長 山
やま

田
だ

 康
やす

夫
お

 さん

普段知らない世界があったりするんです。あ
えて冬に乗ることで四季を五感で感じること
もできる。街のりの魅力って、気軽に気分転
換ができて、地元の新たな一面を知り、普段
感じることのできない世界を体験できること
だと思います。」

街のりを楽しくするための自転車を多く取扱い地域に根ざした自転車店として、来年 20 周年を迎える
「自転車屋オレンヂジュース」の山田店長に街のり自転車の魅力について伺いました。

※「自転車通行可」の標識のある歩道で撮影しています
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O
お ー サ イ ク ル

-Cycle に のろう!
楽しいはずのサイクリングも正しい乗り方を知らないと一大事になることもあります。
おーサイクルの導入に協力いただいた「自転車屋オレンヂジュース」の山田店長に
おーサイクルを気軽に楽しむコツを教えていただきました。

間違ったヘルメットのかぶり方

自転車を楽しむためには、正しいヘル
メットのかぶり方を知ることが大切で
す。ヘルメットの先が上方向を向いて
いる状態は誤ったかぶり方になります。

サドルの高さを調整してみよう

ゆっくりと散走するためには、足つき
も大切。おーサイクルの場合は、両足
裏が地面に着く位置にサドルを調整す
ることで、ゆったりと散走ができます。

正しいヘルメットのかぶり方

ヘルメットの先が、目線と同じ方向を向
いている状態で地面と水平になってい
ることが確認出来たら、準備万端 ! 自
転車に乗り込みましょう。

大容量のかごに買い物いっぱい !

ハンドルの前についた横幅 42cm の大
型なかごは、買い物やレジャー用品を
持ち運びする際に大活躍します。お弁
当やレジャ―シートも入ります。

車体を跨いでみよう

おーサイクルに使われている車体は、
フレームの位置が地面に近いため、ハ
ンドルを持った状態で車体を傾けるこ
とで簡単に跨ぐことができます。

暗くなっても安心の自動点灯

フロントライトには、明るさのある
LEDライトを採用しています。暗くなっ
たら自動点灯する機能がついているた
め、夕方の走行も安心です。

問（一社）小山市観光協会  ☎ 30‒4772
■貸出期間

火曜日から月曜日
（月曜日定休）
※月曜日が祝日の場合、翌日が休館と
なります
■貸出時間

　9時～17時まで（時間厳守）　
■利用料金　　　　　
　1日500円（ヘルメット貸出の料金も含む）

問まちの駅思季彩館　　☎ 25‒5611
■貸出期間

　火曜日から日曜日
（月曜日定休）
※月曜日が祝日の場合、翌日が休館と
なります
■貸出時間

　9時～16時まで（時間厳守）　
■利用料金　
　1日500円（ヘルメット貸出の料金も含む）

まちの駅思季彩館

　O
お ー サ イ ク ル

-Cycle の利用方法　～観光協会前・思季彩館に設置～

小山市観光協会前
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　渡良瀬遊水地や小山市、野木町の各所を自転車で巡り、
自然と景観を体験する中で、普段感じることのできない市
町の魅力を感じる機会として、2022 サイクルフェスタを
開催します。

　生井さくらづつみ
春には思川桜のお花見、天気の良い日には渡良瀬遊水地が一
望できます。また、「渡良瀬遊水地の桜づつみからの富士」
として関東の富士見百景にも選ばれている。富士山の眺望で
も有名なスポットです。特に澄み切った空に映る富士山は見
どころです !

　野木町交流センター
　（野木ホフマン館）
国の重要文化財に指定されている「野木町煉瓦
窯」に隣接し、ありのままの自然や文化・歴史
を学習、体験できるスポットです。施設でレン
タサイクルを借りて渡良瀬遊水地や近隣寺社の
散策、体験学習施設では手作りピザなどを楽し
むことができます。
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2022
サイクルフェスタ

～ 走ってみよう おやま・のぎ ～

アクセス方法はこちらから

利用時間などの詳細は
こちらから

自然と景観を楽しむ
サイクリングイベント

のため、走行タイムや先着
順位を競いません。この機会に

普段使っている自転車で
知らない小山・野木を
感じてみませんか ?
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　道の駅思川
平成 18年にオープンした道の駅思川、市内の
厳選素材を使った「小山食堂さくら」や安全
安心で新鮮な野菜を購入することができる「小
山物語館」。外には子どもたちが元気いっぱい
遊べる「ワイワイ広場」があります。

利用時間などの詳細は
こちらから

　小山市立体育館
令和 3（2021）年 7月 1日にオープ
ン。市民が気軽にスポーツや健康づ
くりを楽しむことができる施設で
す。市民のだれもが安全に安心して
快適に利用できます。是非ご利用く
ださい。

開催日　�11月12日（土）
　　　　8時〜開会式。小雨決行。
募　集���9月1日（木）〜 30日（金）
申込み　�サイクルフェスタウェブサイト

から専用フォームまたは電話で
受付。　

コース
わくわくコース　35km

対　象　�小学生以上　
料　金　�大人� ����� 4,000円�

�小中学生� ��� 1,000円
エンジョイコース　60km

対　象　�小学4年生以上
料　金　�大人� ����� 5,000円�

小中学生� ��� 1,500円
チャレンジコース　80km

対　象　�小学4年生以上
料　金　�大人� ����� 6,000円�

小中学生� ��� 2,000円
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総合公園
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利用時間などの詳細は
こちらから

詳細はこちらから

サイクルフェスタの詳細
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花火の製造工程は大きく❶火薬の
配合、❷火薬の玉を作る作業、❸花
火の玉を込める作業、❹仕上げの玉
貼り作業の4工程に分かれています。
火薬の配合では、光を放つのに必
要な銀、青色に必要な銅、緑色に
必要なバリウム、赤い色に必要な炭
酸ストロンチウムの 4種類を混ぜ合
わせることで、様々な色を作り出すこ
とができます。配合した火薬を玉に
したものを「星」と呼び、この「星」
は色の異なる層構造になっているた
め、日本の花火の特徴とされる色の
変化する花火を作ることができます。
今年は、何色と何色を混ぜて作っ
たか想像しながら見てみてはどうで
しょうか。

おやまサマーフェスティバル2022

第70回 小山の花火
開催日時
令和 4（2022）年8月20日（土）
19 時～19 時15 分（予定）

打上場所
市内７ヵ所（同時打上）

花火玉メッセージ企画
メッセージを花火玉に貼り付けて小山
の空へ打上げます。皆さまの想いをぜ
ひご応募ください。
応募方法の詳細は、
 こちら▶

分散花火 SNS投稿企画
あなただけにしか撮れない、分散花火
の写真をぜひ「#小山の花火 2022」
をつけてSNSに投稿してみませんか。

❶ 石ノ上橋上流思川河畔（石ノ上）
❷ 民間資材置場（上初田）
❸ 黒本橋下流思川河畔（喜沢）
❹ やすらぎの森東側（高椅）
❺ 中久喜地内（中久喜）
❻ テクノパーク小山南部（東野田）
❼ 間々田地内（間々田）

地元の方に届けたい「地産地消」の花火

❶「星」の元となる火薬に配合する金属 ❷籾
もみ

殻
がら

に薬剤を塗
まぶ

した割火薬　
❸花火玉の中を詰める作業 ❹紙を貼る前の花火玉

「今回の特集で皆さんが普段何気なく見
ている花火も製造工程を知ることで新た
な視点で楽しんでいただけると嬉しいです」
と話してくれた江森さん。
「私たちも分散花火で気がついた、花火
の一面を皆さんにもぜひ発見していただき
たい。例えば、音だけ楽しんだり、花火を
見て自分の方向感覚を試すような地理的な
部分をクイズのようにしても面白いと思うの
で、この夏は自分だけの楽しみ方を探して
みてください」と笑顔で話す姿が印象的で
した。

❶ ❷
❸ ❹

雨天決行、荒天延期

8 広報おやま　2022.8



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！

第67回小山市民文化祭出品・出演者の募集

募集部門名 開催期日・期間 参加料 申込先

展
　
示

工芸・デザイン 11/4（金）～6（日） 1点    　　 　600円 10/17（月）まで 上野090‒1849‒2400
盆栽 11/17（木）～20（日） 無料 10/16（日）まで 髙橋090‒4629‒5036
書道 11/24（木）～27（日） 1点  1,500円 9/7（水）まで 倉持27‒0306
写真 11/25（金）～27（日） 1点  1,000円

（2点まで）
11/23（水）まで大島090‒4395‒9859

絵画 12/1（木）～4（日） 1点  1,000円 11/20（日）まで 榊原23‒0469

舞
　
台

吟詠剣詩舞 11/6（日） 1人  2,000円 8/20（土）まで 川村22‒1812
歌謡 11/12（土） 2コーラス 3,000円 9/30（金）まで 大山37‒0141
音楽 11/13（日） 1団体 10,000 円

（21人以上加算）
8/25（木）まで 佐々木090‒1760‒5514

新舞踊 11/20（日） 1曲  4,000円 9/3（土）まで 吉田080‒1012‒7259
民謡民舞 11/23（水） 無料 8/31（水）まで 神山090‒8941‒0606
邦楽 11/27（日） 無料 8/31（水）まで 丹野090‒5325‒5475
洋舞 12/4（日） 1団体 5,000円 9/15（木）まで 小貫090‒4917‒2766

参加資格　市内在住・通勤通学者
会　　場　中央市民会館（文化センター・中央公民館）、道の駅思川
申　　込　上記の申込先に期限まで（部門によって参加料が必要です）

問文化振興課　☎ 22‒9662

30%プレミアムつき　小山市共通商品券を販売します

販売価格　　　1シート13,000円分を10,000円で販売します
使用期間　　　9月 30日（金）～令和5年 2月 28日（火）
購入できる方　18歳以上の小山市民・市内通勤・通学者
購入方法　　　
（STEP 1）はがきまたはインターネットで申込みます
・はがきの場合 :8月12日（金）～9月9日（金）必着（はがき1枚に1名分）
　【記入事項】
　①希望シート数（最大4シートまで） ②氏名（ふりがな） ③生年月日 ④郵便番号
　⑤住所　⑥電話番号　⑦（市外在住者のみ）会社名・学校名
　⑧商品券引換希望郵便局（市内20か所のいずれか）　⑨再抽選希望の有無
　【宛先】
　　〒328‒0041　栃木市河合町2-3
　　株式会社日本旅行　栃木支店内「小山市共通商品券」係
・インターネットの場合 :8月12日（金）10時～9月9日（金）17時
（STEP 2）9月下旬に引換券が郵送されます
　※申込み多数の場合は抽選となり、当選者にのみ引換券が郵送されます
（STEP 3）9月 30日（金）～10月 31日（月）に指定の郵便局で商品券と引換えます
　※引換未済の商品券があった場合は、11月に落選者を対象に再抽選します
利用できる店舗　
8月 12日（金）の新聞折込チラシまたは市ホームページをご確認ください

問コールセンター　☎ 0282‒25‒2965
　　　　　　　　　８月 12日（金）開設
　　　　　　　　　平日　10時～ 17時

1シートの内容
1,000円券×13枚

　　　　　=13,000円分
<内訳>
・加盟店全店舗で使用可
（青色券）　　　5枚
・加盟中小店で使用可
（黄色券）　　　8枚

< 引換郵便局 >
小山郵便局・小山雨ヶ谷新
田郵便局・小山犬塚郵便局・
小山駅東通郵便局・小山乙
女郵便局 ・小山上生井郵便
局 ・小山下石塚郵便局 ・小
山城南郵便局・小山中央二
郵便局 ・小山天神郵便局 ・
小山中里郵便局 ・小山花垣
郵便局・小山羽川郵便局 ・
小山東野田郵便局 ・小山扶
桑郵便局 ・小山間々田三郵
便局・卒島郵便局 ・延島郵
便局 ・間々田郵便局 ・南小
林郵便局

3000円もお得！

問小山商工会議所　☎ 22‒0253　　 問商業観光課　☎ 22‒9275
問小山市おもいがわ商工会 
　本所☎45‒0261　美田支所☎37‒0631　桑絹支所☎22‒4523

※ 出品・出演に関する詳しい
規定や作品の搬入・搬出日
時などについては、市ホー
ムページや各公民館に掲示
いたしますのでご確認くだ
さい
※ 上記部門以外の募集はあり
ません
※ 新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止となる
場合があります
※ 応募の際は、各部門の感染
症対策にご協力ください



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（7月14日現在の情報です）

お知らせ

8月30日（火）～9月5日（月）は
建築物防災週間

問建築指導課　☎ 22‒9233
　事故を防ぐためには、日頃から建
物の適切な維持管理・自己安全点検
を行うことが大切です。

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間・電話相談

問宇都宮地方法務局・栃木県人権擁
護委員連合会　
☎ 0120‒007‒110
　強化週間中は、人権擁護委員が、子
どもに対する様々な相談について、時
間を拡大して電話対応します。
日 時　8月 26日（金）～9月 1日

（木）
平日 :8時 30分～ 19時、
土日 :10時～ 17時

令和4年 就業構造基本調査に
ご協力ください 

問行政総務課　☎ 22‒9312
　日本の就業および不就業の状態を
明らかにすることを目的とした、国
の重要な統計調査です。
　調査対象地域となった世帯を調査
員が訪問します。
実施日　10月 1日（土）現在
期 間　8月 25日（木）～
　　　　  10 月 24日（月）

令和4年度小山市水防訓練
～防災力・思川に集結～

問危機管理課　☎ 22-9869
　市内で大規模な水害が発生したと
いう想定で警察、消防、自衛隊など
の防災機関と地域の方々が合同で水
防訓練を実施します。
日 時　9月 3日（土）　
　　　　9時～11時 30分

会 場　石ノ上河川広場

令和4（2022）年 第 2回
小山市議会定例会報告

問行政総務課　☎ 22‒9313
　市議会定例会が、6月 2日（木）～
27日（月）に開催されました。議案書
が市立図書館にありますので、ご覧
ください。

マイナポイント
サポート窓口開設中

問コールセンター　
☎ 0120‒274‒259
　マイナポイント申込手続きが難し
い方をサポートします。
持ち物
マイナンバーカード利用者用電子証明
パスワード、ポイント付与するキャッ
シュレス決済の IDとセキュリティ
コード、公金受取口座を設定する場合
は口座の支店名と口座番号
日 時　
平日および第 2、第 4 日曜日 8 時
30分～ 17時 15分
場 所　市役所 1 階 29 番カウン

ター

ハナミズキ（自死遺族）の会開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　8月 16日（火）14時～
場 所　市役所4階　402
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

国民年金手続きの電子
申請が始まります

問国保年金課　☎ 22‒9416
　国民年金第 1号被保険者の資格取
得・種別変更、保険料免除・納付猶

予申請および学生納付特例申請につ
いて、マイナポータルを利用した電
子申請が開始されます。

個人事業税の納税

問栃木県税事務所　
☎0282‒23‒3414
　8 月は、令和 3（2021）年中に個
人で事業を営まれていた方に、個人
事業税が課税されます。第一期分の
納期限は 8月 31 日（水）ですので、
最寄りの金融機関等で納付してくだ
さい。

「徘徊高齢者等見守り
シール」の交付開始

問高齢生きがい課　☎22‒9853
　認知症等により行方不明となる心配
がある高齢者（SOSネットワーク登録
者）を介護する家族に、衣類等に貼り
付けることができる身元のわかるシー
ルを交付します。
対 象　徘徊高齢者等 SOS ネット

ワーク登録者と同居または
介護をしている市内在住の
家族等

申 込　同課または高齢者サポート
センターで申請

国保・後期の傷病手当金の
適用期間延長

問国保年金課　
☎22‒9414・9413
　小山市国民健康保険・後期高齢者
医療に加入している被用者が新型コ
ロナウイルスに感染し（または発熱等
感染が疑われる症状があり）、仕事を
休んだことにより給与等が減額され
た場合、申請により支給される傷病
手当金の適用期間が 9月 30日（金）
までに延長されました。
　申請方法は市ホームページをご確
認いただくか同課までお問い合わせ
ください。



インフォメーション

小山広域保健衛生組合
職員採用試験

問同組合総務課　☎22‒2809
日 時　
第1次試験　10月 16日（日）
第2次試験　12月上旬から中旬
定 員　各若干名
申 込　
申込書・受験票様式を同組合総務課
へ提出
8月 1日（月）～9月 2日（金）
【当日消印有効】

栃木県南地方卸売市場 
お盆特別開放

問栃木県南地方卸売市場　
☎38‒3330
日 時　8月10日（水）、12日（金）、

13日（土）の9時～正午
※店舗によって閉店時間が異なりま
す。毎月第 2・第 4土曜日に「元気
朝市」を開催しています

助成制度

新製品新技術
研究開発事業補助金

問工業振興課　
☎ 22‒9399　℻  22‒9256
　市内中小企業が行う新製品、新技
術等に関する研究開発事業に対し、
最大200万円の補助金を交付してい
ます。
申 込　8月1日（月）～9月30日（金）

募 集

自衛官等採用試験

問自衛隊栃木地方協力本部　小山地域

事務所　☎ 25‒4763
　令和 5年 3・4月に入隊する各自
衛官等を募集します。
※詳細は受付時に説明
●一般曹候補生採用試験
応募資格　18歳以上33歳未満
受付期間　7月1日（金）～9月5日（月）
試 験 日　9月 17日（土）
●自衛官候補生
応募資格　18歳以上33歳未満
受付期間　受付中

市営住宅の入居者募集
（令和4年度第2回）

問（一社）ハートフル　
☎ 32‒6418
①市内在住または通勤者②同居、ま
たは同居しようとする親族がある方
③現に住宅に困窮している方④収入
が一定基準以下の方⑤地方税を滞納
していない方⑥暴力団員でない方
※その他資格や詳細は要問合せ
申 込　8月1日（月）～19日（金）

墓園やすらぎの森
合葬式墓地の使用者募集

問環境課　☎ 22‒9284
　合葬式墓地の使用者を募集します。
※芝生墓地の生前申込み不可
対 象　
次の①②両方を満たす方、①市に引
き続き一年以上住所があり、住民登
録している方②自分または自分とも
う一人のお墓として使用したい 65
歳以上の方
納骨できる焼骨の範囲
①配偶者②血族 3親等以内③姻族 2
親等以内
料金・定員　
1体用 :75,000円・5体　
2体用 :150,000円・5組10体
申 込　※応募多数の場合は抽選
官製はがきに〒 323-8686（住所不
要）環境課、裏面に住所・氏名・電話
番号・1体用か 2体用いずれかを明
記し、8月 31日（水・当日消印有効）
までに郵送（1世帯につき1枚のみの

受付）。

「二十歳を祝う会」
プログラム表紙デザイン・
イラスト募集

問生涯学習課　☎22‒9665
　1月の式典で配布するプログラム
の表紙向けデザインまたはイラスト
を募集します。
応募資格　20歳以下の市民および市

内在学・在勤の方等
受付期間　8月 15日（月）
　　　    ～ 9月 15日（木）
条　件　A4判（210㎜× 297㎜）

横使い2つ折、一人1作品、
小山らしさのあるもの

最優秀作品 1点を式典プログラムに
採用します。（約1700部）
その他詳細はホームページ参照

事業者向けテレワーク
セミナー参加者募集

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

日 時　10月 21日（金）
場 所　市役所会議室（Zoom可）
対 象　市内の事業者
定 員　20人程度（会場参加）
料 金　無料
申 込　10月 14日（金）まで

　　　　イベント・講座

日本の遊び体験 
親子で竹トンボを飛ばそう 

問国際交流協会　☎23‒1042
問国際政策課　☎22‒9278
日 時　8月 21日（日）　
　　　　10時～ 11時 30分
場 所　マルベリー館　多目的室1・2
対 象　小中学生とその保護者　1

組 3人まで
持ち物　室内用シューズ

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（7月14日現在の情報です）

お知らせ

8月30日（火）～9月5日（月）は
建築物防災週間

問建築指導課　☎ 22‒9233
　事故を防ぐためには、日頃から建
物の適切な維持管理・自己安全点検
を行うことが大切です。

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間・電話相談

問宇都宮地方法務局・栃木県人権擁
護委員連合会　
☎ 0120‒007‒110
　強化週間中は、人権擁護委員が、子
どもに対する様々な相談について、時
間を拡大して電話対応します。
日 時　8月 26日（金）～9月 1日

（木）
平日 :8時 30分～ 19時、
土日 :10時～ 17時

令和4年 就業構造基本調査に
ご協力ください 

問行政総務課　☎ 22‒9312
　日本の就業および不就業の状態を
明らかにすることを目的とした、国
の重要な統計調査です。
　調査対象地域となった世帯を調査
員が訪問します。
実施日　10月 1日（土）現在
期 間　8月 25日（木）～
　　　　  10 月 24日（月）

令和4年度小山市水防訓練
～防災力・思川に集結～

問危機管理課　☎ 22-9869
　市内で大規模な水害が発生したと
いう想定で警察、消防、自衛隊など
の防災機関と地域の方々が合同で水
防訓練を実施します。
日 時　9月 3日（土）　
　　　　9時～11時 30分

会 場　石ノ上河川広場

令和4（2022）年 第 2回
小山市議会定例会報告

問行政総務課　☎ 22‒9313
　市議会定例会が、6月 2日（木）～
27日（月）に開催されました。議案書
が市立図書館にありますので、ご覧
ください。

マイナポイント
サポート窓口開設中

問コールセンター　
☎ 0120‒274‒259
　マイナポイント申込手続きが難し
い方をサポートします。
持ち物
マイナンバーカード利用者用電子証明
パスワード、ポイント付与するキャッ
シュレス決済の IDとセキュリティ
コード、公金受取口座を設定する場合
は口座の支店名と口座番号
日 時　
平日および第 2、第 4 日曜日 8 時
30分～ 17時 15分
場 所　市役所 1 階 29 番カウン

ター

ハナミズキ（自死遺族）の会開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　8月 16日（火）14時～
場 所　市役所4階　402
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

国民年金手続きの電子
申請が始まります

問国保年金課　☎ 22‒9416
　国民年金第 1号被保険者の資格取
得・種別変更、保険料免除・納付猶

予申請および学生納付特例申請につ
いて、マイナポータルを利用した電
子申請が開始されます。

個人事業税の納税

問栃木県税事務所　
☎0282‒23‒3414
　8 月は、令和 3（2021）年中に個
人で事業を営まれていた方に、個人
事業税が課税されます。第一期分の
納期限は 8月 31 日（水）ですので、
最寄りの金融機関等で納付してくだ
さい。

「徘徊高齢者等見守り
シール」の交付開始

問高齢生きがい課　☎22‒9853
　認知症等により行方不明となる心配
がある高齢者（SOSネットワーク登録
者）を介護する家族に、衣類等に貼り
付けることができる身元のわかるシー
ルを交付します。
対 象　徘徊高齢者等 SOS ネット

ワーク登録者と同居または
介護をしている市内在住の
家族等

申 込　同課または高齢者サポート
センターで申請

国保・後期の傷病手当金の
適用期間延長

問国保年金課　
☎22‒9414・9413
　小山市国民健康保険・後期高齢者
医療に加入している被用者が新型コ
ロナウイルスに感染し（または発熱等
感染が疑われる症状があり）、仕事を
休んだことにより給与等が減額され
た場合、申請により支給される傷病
手当金の適用期間が 9月 30日（金）
までに延長されました。
　申請方法は市ホームページをご確
認いただくか同課までお問い合わせ
ください。



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（7月14日現在の情報です）

定 員　10組（先着順）
料 金　1組 500円
申 込　電話または窓口
　　　　 8月 2日（火）9時～

企業向け「やさしい
日本語」活用講座

問国際政策課　☎22‒9278
日 時　9月 5日（月）　
　　　　13時30分～15時30分
場 所　市役所6階　大会議室
対 象　市内の企業に勤務している方
定 員　50 人　定員を超えた場合

は抽選
料 金　無料
申 込　8月1日（月）～26日（金）

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
　NPO法人栃木おやこ劇場の松本さ
んによる活動紹介。終了後、意見交換。
日 時　8月21日（日）
　　 　　 13時 30分～ 16時 30分
場 所　研修室
定 員　20人
料 金　無料
申 込　専用フォーム・電話（要予約）

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

結城紬の糸を
使った
アクセサリー

8/6 ㈯
13:30 ～ 1,000円

コースター織
（地機織り）

8/21 ㈰
10:30 ～
14:00 ～

1,000円
子供
500円

メタルエンボッ
シングアート・
フレーム装飾
作り

8/25 ㈭
13:30 ～ 1,200円

御朱印帳作り
（結城紬の表紙）

8/28 ㈰
13:30 ～ 2,000円

場 所　クラフト館
申 込　8月 3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。

能力開発セミナーのご案内

問関東職業能力開発大学校　
援助計画課　☎ 31‒1733
　8月・9月開催（一部）
　コースの詳細については、関東能
開大援助計画課までお問合せくださ
い。
申 込　関東能開大まで

勤労青少年ホーム
後期講座（9月～11月）

問勤労青少年ホーム　☎23‒3402
対 象　16歳～ 39歳までの方
※ 40歳以上のリングジョイ会員も
申込可（会員証必須）
料金等は要問い合せ。
申 込　8月 4日（木）9時～
　　　　勤労青少年ホーム窓口または

申込フォームにて受付

手ぶらde着付教室
～本場結城紬着心地体験～

問工業振興課　
☎ 22‒9397　℻  22‒9256
日 時　
9 月 13 日・27 日、10 月 11 日・
25 日、11 月  8 日・22 日、12 月 
6 日・20日、令和5年 1 月 10日・
24日　各火曜日　
18時 30分～ 20時
場　　所　市役所　5階　
　　　　501・502会議室
定　　員　10人（先着）
講　　師　福田　悟子先生
持ち物　9月のみ浴衣
料　　金　無料
申込方法　同課へ電話または FAX
申込期限　9月 2日（金）

うたってあそぼう !
親子のふれあい音楽会

問文化センター　☎22‒9552
日 時　8月 7日（日）
　　　　開場10時 30分
　　　　開演11時　
　　　　終演12時予定
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席指定　
　　　　親子ペア　 1,200円
　　　　1名追加毎に600円
　　　　チケット発売中

第16回
寺野東遺跡縄文まつり 

問文化振興課　☎22‒9659
日 時　8月 27日（土）
　　　  　9時～ 12時頃
場 所　おやま縄文まつりの広場

（梁2075-4）
入 場　無料

クレオパトラ
バロック室内楽と歌が
奏でる野望と愛の歴史劇

問文化センター　☎22‒9552
日 時　9月 10日（土）
　　　 　開場 14時 15分
　　　 　開演 15時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席自由　
　　　 　一般 2,500円
　 　　　高校生以下 1,000円
　　　 　チケット発売中

朗読劇　泉ピン子の
「すぐ死ぬんだから」

問文化センター　☎22‒9552
日 時　10月 22日（土）
　　　　開場14時 15分
　　　　開演15時 30分
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席指定　

1階席5,000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
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2階席 4,000円
　　　  　チケット発売中

白鷗大学市民開放講座
（後期）受講生募集

問生涯学習課　☎22‒9665
問白鷗大学地域連携サポートセンター
☎20‒8114
①受講生には大学から受講許可証・
聴講生証（IDカード）を交付
②学内図書館、大行寺キャンパス -
小山駅西口間のスクールバス（無料）
も利用可
③開放科目一覧は、生涯学習課のホー
ムページで確認可
日 時　9月 21日（水）～令和 5年

1月 27日（金）
場 所　白鷗大学本キャンパスおよ

び大行寺キャンパス
※本キャンパスには駐車場なし
対 象　市内在住・通勤・通学者
定 員　各科目5人
料 金　
週1回講義科目（半期）=1万円
週2回講義科目（半期）=2万円
※受講決定後、振込案内を送付。教
材代は含まない
※中止になった場合を含め、授業開
始後の返金不可
申 込　8月12日（金）～26日（金）
電話・専用フォーム・同課窓口（氏名・
年齢・住所・電話番号・メールアド
レス・希望科目）

生涯学習センター　
9～ 12月運動系講座

問生涯学習センター　☎22‒9111
講座名 日時 料金

①リラックス
ヨガ

月曜日
9:30 ～
10:30

全14回
5,600円

②かんたん
ストレッチ

月曜日
11:00 ～
12:00

全14回
5,600円

③骨盤
ストレッチ

水曜日
9:00 ～
10:00

全14回
5,600円

④ストレッチ
ヨガ

水曜日
10:15 ～
11:15

全14回
5,600円

⑤快眠ヨガ　
水曜日
19:00 ～
20:00

全14回
5,600円

⑥骨盤
リズム体操

木曜日
9:00 ～
10:00

全14回
5,600円

⑦ 10時 15分
の筋トレスト
レッチ

木曜日
10:15 ～
11:15

全14回
5,600円

⑧ 11時 30分
の筋トレスト
レッチ

木曜日
11:30 ～
12:30

全14回
5,600円

※各講座　9 月～ 12 月　4 カ月間　
各1時間　
※⑦と⑧は時間帯が違いますが同一
内容です
場 所　生涯学習センター　
　　　　 ギャラリー
定 員　各講座　30人
申 込　
①8月8日（月）～、②8月22日（月）
～、③8月 10日（水）～、
④ 8月 17 日（水）～、⑤ 8月 13 日
（土）～、⑥8月 11日（木）～、
⑦⑧8月 18日（木）～　
各講座13時から同センター窓口　
（電話申込不可）

みんなで歩け歩け運動
（大平下駅）

問生涯スポーツ課　☎21‒2695
〇コース（8.0Km）
JR 大平下駅（東口）→池上→清水寺→
戸長屋敷・民族資料館→ぶどう団地
（片岡）→中根→ JR大平下駅（東口）
〇注意事項
・歩きやすい靴（サンダル不可）
・マスク持参
※体温が 37度を超える場合は参加
不可
※熱中症対策必須
日 時　9月 4日（日）
　　　 　8時 45分（集合）～
　　　 　12時（解散予定）
場 所　JR大平下駅（東口）
対 象　全年齢
料 金　無料
申 込　当日会場受付

ゆめまち8月のイベント

問ゆめまち　☎27‒9935
講座名 日時

①わくわくゆめまち
おはなし会

8/23㈫
10:00～11:00
対象 : 就学前お
子さん

②竹とんぼ作り

8/27㈯
9:30、10:30、
11:30

対象 :小学生（小
3以下は保護者
同伴）

③写経体験講座 9/3㈯
10:00～12:00

申 込　①不要、②8月14日（日）9
時～、③8月22日（月）9
時～

料 金　①②無料、③100円
定 員　①なし、②③20人

第6期おやま地域医療
健康大学

問健康増進課　☎ 22‒9523
講座名 日時

①ACPとは ? 9/3㈯
10:00～11:30

②かかりつけ医制と医
療機関の役割について

9/17㈯
10:00～11:30

③健康寿命について 10/15㈯
14:00～15:30

④オーラルフレイル /
お薬の飲み方

10/29㈯
14:00～16:00

⑤これからの地域医療 11/12㈯
10:00～12:00

募集人数　50人　全講座無料
対 象　原則、全日程参加できる方。

過去受講者の再受講可
場 所　健康の森　さくら（神鳥谷

2251-7）
申 込　 ホ ー ム ペ ー ジ、 電 話、 

FAX、窓口へ直接
　　　  　8月 19日（金）まで

令和4年度 第 3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



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（7月14日現在の情報です）

ます。マスクの着用必須。
日 時　9月 10日（土）
　　　　 9時30分～12時30分
　　　　 受付 9時 00分～
場 所　マルベリー館（会議室1）
料 金　無料
対 象　小山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　8月15日（月）～31日（水）
　　　 　受付 8時 30分～
　　　 　17時 30分

9月の
定例観望会のお知らせ

問博物館　☎45‒5331
「はくちょう座をみつけよう」
～はくちょう座二重星をみよう～
　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　9月 10日（土）
　　　　 19時～ 20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　
予約受付フォームまたは電話
8月 13 日（土）～ 19 日（金）（抽選・
要予約）　※1回 5人まで

スポGOMI大会 inとちぎ
 （小山大会）の開催

問環境課　☎22‒9286
　定められた競技エリアで制限時間内
にチームでごみを拾い、ごみの量と種
類でポイントを競い合う、「スポーツ
GOMI拾い大会」を開催します。
日 時　
9月11日（日）9時～11時30分
※雨天順延
予備日 :9月 19日（月） 時間同じ

集合場所　小山運動公園内
定 員　先着100人
　　　　（1チーム3～ 5人）
料 金　無料
申込先　栃木県資源循環推進課
          　 ☎ 028-623-3228
申込期限　9月 2日（金）

渡良瀬遊水地自然観察会　
秋の植物観察会

問生井公民館　☎45‒4004
　秋の植物について、植物に詳しい
講師による公民館での講話とマイク
ロバスを利用しての遊水地内での現
地学習です。※雨天時は講話のみ
日 時　9月 26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
対 象　一般市民
定 員　12人（先着）
料 金　無料
申 込　電話（平日8時 30分～ 17

時 15分）
8月8日（月）～19日（金）

令和4年度「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
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。
　令和3年度住民税が課税されていた世帯で令和4年度住民税が非課税の世帯に、プッシュ方式で給付を行います。
※本給付金は、「住民税非課税世帯」と「家計急変世帯」の二つの世帯向けの給付金です。どちらか一方を一回に限り受給す
ることができます

●住民税非課税世帯への臨時特別給付金（令和4年度）
対 象　次の条件を全て満たしている場合のみ
①令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯でないこと
②令和3年 12月 10日時点で住民登録がある世帯であること
③令和4年 6月 1日時点の世帯について、世帯全員が令和4年度住民税非課税であること
④住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
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か月以内
※市で令和4年度の課税情報を把握でき、対象となる可能性のある世帯には、市から確認書を7月下旬以降より順次送付しています。必要
事項を記入し、ご返送ください
※令和4年 1月 2日以降に小山市へ転入された方は、申請が必要です　申請期限　9月 30日（金）
※令和3年度課税情報により住民税非課税世帯だと確認できた世帯には、令和4年 3月に確認書を送付しました。その他申請が必要な方は、
お早めに申請ください

●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4年 1月以降に家計が急変し、「住民税非課税世帯と同水準」で
あると認められる世帯
申請期限 9月 30日（金）まで
※詳細については、市ホームページや専用コールセンター、福祉課臨時窓口にて

問専用コールセンター　
☎20‒7590
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栃木市（栃木県）

■わたらせサイクルパーク　
問わたらせサイクルパーク　
☎ 080‒2200‒9760
　藤岡渡良瀬運動公園（栃木市藤岡町藤岡）内に整備した「わ
たらせサイクルパーク」が、4月にオープンしました。約1.5
㎞の自転車専用コース、パンプトラック、複合遊具などを備
え、本格的なロードバイクやBMX等のレースが開催できま
す。
料 金　無料（令和4年度）
時 間　9時～17時
その他　利用の詳細は問合先まで

古河市（茨城県）

■夢あんどんと夕涼み
問古河歴史博物館　☎ 0280‒22‒5211
　幻想的なあんどんの灯りと共に、夜風に当たりながら、周辺散策もお楽しみください。
日 時　8月 14日㈰・15日㈪　18時～ 21時
場 所　古河歴史博物館周辺（古河市中央町3-10-56）

加須市（埼玉県）

■早起きして、オニバスを観に行こう !
問北川辺総合支所地域振興課　
☎ 0280‒62‒2111
　オニバスは、池や水路で見られるスイレン科の一年草です。
加須市内には埼玉県内唯一のオニバスの自生地があり、例年8
月から 9月上旬まで紫色の花を咲かせます。開花は早朝から
昼頃までと短く、午後には花を閉じてしまいます。
　8月 13日（土）には「オニバスフェスタ」が行われます。水
面に鮮やかに咲くオニバスを、ぜひご覧ください。
場 所　加須市飯積地内（北川辺総合支所から東へ約900m）

※駐車場あり

野木町（栃木県）

■野木町煉瓦窯で明治の薫りを感じてみませんか
問野木ホフマン館　☎ 0280‒33‒6667
時 間　9時～17時
　　　　（野木ホフマン館の開館日のみ）
※ボランティアガイド等による解説付きの見学ツアー再開 !
（1日 6回）
費 用　中学生以下 : 無料

高校生以上 :1人 100円
（15人以上の団体の場合1人 80円）

※詳細はホームページをご覧ください

板倉町（群馬県）

■板倉町レンタサイクルセンター
問板倉町わたらせ自然館　☎ 0276‒82‒1935
　渡良瀬遊水地の周遊や板倉町探訪におすすめです。
利用時間　午前9時～午後4時 30分
利用料金　大　人1日 600円、　4時間以内 400円
　　　　子ども1日 300円、　4時間以内 200円
休館日　月曜日・火曜日・祝日の翌日・年末年始
　　　　（月曜日が祝日の場合は火･水曜日が休館）
※新型コロナなどの状況により貸し出し停止になる場合があり
ます

近隣市町の情報（関東どまんなかサミット・定住自立圏）

小山市×結城市（茨城県）

■渡良瀬遊水地ラムサール条約登録10周年記念企画展
問自然共生課　☎ 22‒9354　　問結城市　生活環境課　0296‒34‒0410
　夏休みを迎えた子どもたちが、渡良瀬遊水地に棲む生きものと生物多様性を楽しく学び、自由研究のテーマにもつながるよ
うな企画展を行います。
小山市 :「渡良瀬遊水地×野鳥×生物多様性」
生きもの勢ぞろい !野鳥のはく製・生物多様性パネル展示、コウノトリのチャレンジものづくり
日　時　8月 2日（火）～31日（水）　9時 30分～ 17時（休館日を除く）
場　所　渡良瀬遊水地コウノトリ交流館
結城市 :「渡良瀬遊水地のコウノトリ環境展」
生物多様性をテーマにコウノトリの写真や生物多様性パネル展示
日　時　8月 11日（木）～21日（日）　10時～ 16時（休館日を除く）
場　所　結城市民情報センター1Fマルチスペース（結城市国府町1‒1‒1）

入 場
無 料



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
）
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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 18㈰･21㈬ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：18㈰市役所1階 多目的スペース、
21㈬市役所2階 市民相談室

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 14㈬ 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 18㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は9月1日㈭～

税金なんでも相談 8㈭ 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 9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 21･28㈬ 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 9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 9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 13･27㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 9㈮ 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 13㈫ 10:00 ～11:30 精神科医師 福祉課
☎22-9629

心配ごと相談 6･20㈫ 10:00 ～ 15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※6･20㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-950113･27㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 27㈫ 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 26㈪ 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 3･17㈯ 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 18㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は9月1日㈭～～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 16㈮ 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 13･27㈫ 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 1㈭ 10:00 ～ 12:00 ※保健師1人同席 福祉課
☎22-9629



今年70回目となる小山の花火大会
は、分散花火として開催されます。

昨年、初めての試みとして市内 8ヶ所
から打ち上げられました。多くの方々の想
いが詰まった花火は、心に響いたのでは
ないでしょうか。
2回目となる今年の分散花火は、花火
を見る楽しみ方を増やすため、花火製造
から打ち上げまでを担う株式会社田熊火
工の専務取締役江

え
森
もり
賢
けん
一
いち
さんに花火製

作の裏側をお話いただきました。
株式会社田熊火工は明治28 年に操
業を開始した百年以上の歴史を持つ打上
げ花火の製造を専門とした老舗花火メー
カー。小山の花火大会は開催当時から、変
わらず田熊火工が製造打ち上げをしてい
ます。田熊火工では9月ごろから6月末ご
ろまでを花火製作の期間として、10 名ほ
どの従業員が分業で花火の製作を行って
います。

花火の仕上げと
なる玉貼り作業の
風景。
一日に200 個近
くの玉貼りを行う。

玉貼りを終え天日乾燥している花火玉

株式会社田熊火工
野木町大字川田267

花火の玉に糊をつけた紙を貼り重ねていく工程を「玉貼り」
と呼びます。一枚ずつ丁寧に早く、紙を貼っていく作業はまさ
に職人技と言えるでしょう。紙を貼っては乾かし、また紙を貼
るという作業を繰り返していくうちに、きれいな円形の花火玉
が出来上がります。紙の厚さによって、強度を調整し、爆発の
強さとタイミングをコントロールして花火を思う形に咲かせます。

夏の夜空を彩る
小山の花火の裏側 現役の筒と創業当時の筒
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　市内に工場を構える東光高岳製作所の貨物専用線
で機関車が約 6年ぶりに、運行しました。この線
路は何？と疑問を持っている方も多いと思います。
この線路。道路で運べない（陸送）重い荷物（100
ｔを超えるようなもの）を運ぶための専用線路にな
ります。次回の運行は未定ですが、現役の線路です！
次回、お楽しみに！

◆見かけたらラッキー？

高岳線 6年ぶりの運行

　6月 12日県南体育館で、いちご一会とちぎ国体
デモンストレーションスポーツであるフォークダン
スが開催されました。当日は約 600 人が参加、こ
の日のために練習したダンスを披露。会場は、大い
に盛り上がりました。
※ デモンストレーションスポーツとは、子どもからお年
寄りまで幅広く参加できるスポーツのことです。

◆高まる熱気

フォークダンスの開催
　６月５日渡良瀬遊水地周辺地域の活性化に向けた
社会実験として、エコ・ツーリズムの創出、旧思川
沿い低未利用地の活用などをねらいとしたデイキャ
ンプ＆ BBQを開催しました。将来的には、旧思川
周辺にエコツーリズムや自然体験の民間団体主体で
の継続開催を目指します。

◆自然を満喫

わたらせネイチャーデイキャンプ＆BBQ

　6月 28 日小山城北小学校、６月 30日大谷東小
学校の５年生が、「ゴー・ゴールズ」（すごろく）を
通して、楽しく SDGs の大切さを学びました。
　SDGs に関連したクイズを出し合うことで、自分
ごととして捉え、みんなで協力して行動を起こして
いくきっかけ作りになりました。

◆できることから始めてみよう！

すごろくで学ぼうSDGs

広報おやま　2022.810
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QR

問中央図書館　☎ 21-0750

9

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

5（月）・12（月）・20（火）・22（木）・26（月）　　
※小山·間々田·桑分館は19（月）·23（金）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。

 9月の休館日

　

 おはなし会
名称（会場） 9月 開始時間

おやま分館ピッコロおはなし会（小山分館）   2日㈮ 11：00
おはなしウェンディ   7日㈬ 15：30
おはなしメロディ 11日㈰ 14：00
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 13日㈫ 15：30
おはなしこんにちは 14日㈬ 10：30
わくわくマルベリーおはなし会（桑分館） 17日㈯ 13：30
おこれんのおはなし会 18日㈰ 14：00
おはなしウェンディ0・1・2 21日㈬ 11：00
はなしのこべや　おはなしかい 25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

『四畳半タイムマシンブルース』
森見 登美彦／著　上田 誠／原案　KADOKAWA

　上田誠氏の戯曲「サマータイムマシン・ブルー
ス」を原案とし、森見登美彦氏「四畳半神話大系」
にもとづき執筆された小説です。夏の京都を舞台
に、一つのクーラーのリモコンを巡ってタイムトラ

ベルするお話です。世界の存続と、主人公「私」の恋の行方に
注目です。また、この本を原作としたアニメが、今年9月30日
に劇場公開されます。

　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。

『これならわかる！SDGsのターゲット169
  徹底解説』 稲葉 茂勝・渡邉 優／著　ポプラ社

　SDGｓには17個の目標と、1つの目標ごとに約
10個ずつ、合計169個のターゲット（具体的な目
標）が示されています。ターゲットをわかりやす
い日本語にし、1つのターゲットにつき1ページず

つ、写真や図版、表グラフなどを用いて解説します。SDGｓに
ついて、子どもも大人も、何ができるか、何をしたらいいかが
見つかります。

 いちおし本 ～夏に読みたい本&SDGsに関する本～

@yjf71さんの投稿

― 小山総合公園 ―　新緑の季節

@oyama_tripさんの投稿

― 間々田八幡宮 ―
数百の風鈴の音色　夕涼み

＃小山の魅力



！！
よくあるお問合せに、剪定枝の日に出したのに回収

されなかったというものがあります。状況を伺う
と、ほとんどがビニールのひもを使用して束ねているこ
とが原因でした。

　収集した剪定枝は、破砕してチップ状に加工し、堆
肥の原料等として活用しています。加工の工程では、
集められた剪定枝は、そのまま機械に投入して加工す
るため、束ねた紐も一緒に破砕されてしまいます。ビ
ニールは「腐らない」ため、堆肥には適さず、いわば「邪
魔者」なのです。そのため、麻ひもか紙ひもの使用を
お願いします。

　また、枝の先だけを剪定した場合、「束ねられないけ
どどうしたら良いの？」や「ほとんど葉っぱだから可燃
ごみ？」というお問合せもいただきます。まず、収集所
に出す場合は、束ねられない程度の短いものであれば、
可燃ごみとして、透明か白地系の半透明の袋に入れて
出してください。直接、清掃センターに持ち込む場合
は、枝の部分があるかどうかで持ち込み先を判断します。
落葉でしたら葉っぱだけなので可燃ごみ＝中央清掃セン
ターですが、剪定したものであれば、短く
ても枝が付いています。枝がついているもの
は、剪定枝として南部清掃センターに持ち
込んでいただくようお願いします。

ごみの分別～ここに注意して～

今回は、剪
せ ん

定
て い

枝
し

に

関することです。

問環境課　☎ 22-9286

3 回目接種後 5ヵ月以上経過した
❶ 60歳以上の方
❷18～ 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　2月 接種可能 発送済

　令和 4年　3月 令和 4年 8月 7月末

　令和 4年　4月 令和 4年 9月 8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、申請が必要になります。次の方法で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】小山市ホームページの専用サイトからお申込みください。　

検索ワード［小山市　ワクチン　基礎疾患］
【窓口】健康増進課までお越しください。
※申請され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
※  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
※使用するワクチンはファイザー社製またはモデルナ社製となります

＊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 ※７月 8日現在の情報です

※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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健康
メモ

ひとくち

健康
メモ

ひとくち

ご存知ですか？「慢性腎臓病（CKD）」
問健康増進課　☎ 22-9520

　CKDとは“Chronic（慢性）Kidney（腎臓）Disease（病）”の略です。腎機能が慢性的に低下してい
る状態を指す総称です。腎機能の低下や尿たんぱくなどが 3ヶ月以上にわたって確認されると、CKDと診
断されます。慢性糸球体腎炎や腎硬化症、糖尿病性腎症など、慢性的に経過する腎臓病が原因です。

 腎臓の役割は？ 
1血液をろ過して、老廃物を尿として体外に排出
2血圧のコントロール

 生活習慣を改善してCKD予防！ 
～食生活～
❶主食・主菜・副菜をそろえてバランスよく
❷塩分・脂質のとりすぎに気を付けましょう
❸お酒は適量を守りましょう

～生活習慣～
❶適度な運動を行いましょう
❷睡眠・休養をとり、疲れやストレスをためない
❸たばこは吸わない

3体の水分・塩分・体液量などを調整
4骨・血圧・血液を正常に保つホルモンの分泌
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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

9
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
②④ ①⑥ ②⑤

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

早期発見が大切！定期的に健康診断を受けましょう。
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問 健康増進課　☎ 22-9525

　　 　　   　乳幼児健康相談　   　　
日　時　 9月27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　 8月24日(水)13:00 ～☎22-9525

※計測のみの方はホームページから申込可

　 　 　  　　離乳食教室　　  　  　　
日　時　9月20日(火)
　　　　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　 8月19日(金) ～☎22-9525

大
おお
垣
がき
 愛
ま
奈
な
ちゃん（神山）

島
しま

津
ず

 星
せ

絆
な

ちゃん（横倉新田）

≪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

子育て世帯向け情報

田
た

村
むら

 陸
りく

人
と

ちゃん（城北）

田
た

村
むら

 奏
かな

翔
と

ちゃん（羽川）

※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

岸
きし
 賢
けん
芯
しん
ちゃん（喜沢） 慶

けい
野
の
 柊
しゅうか

華ちゃん（東城南）
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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小山市公式SNS等 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

■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
　8月28日㈰8:30 ～17:15

8月の納期　納期限8月31日㈬
市県民税…………………2期分
国民健康保険税…………2期分
介護保険料………………2期分
後期高齢者医療保険料…2期分

今月の表紙は
「宇都宮ブリッツェン」の

西村大輝選手。
終始笑顔で取材対応していただき、
西村選手のファンになりました。

暑い中、取材協力
ありがとうございました。

今月の 1枚

「宇都宮
ブリッツェン」

小山市役所案内

■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）



 
■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：166,588 人（182 増）、男性 84,236 人（112 増）、女性 82,352 人（70 増）、世帯数 71,221（180 増）（7 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 8 月 1 日発行

原則として60歳以上で、市内に住み、健康で働く意欲があり、センター
の趣旨に賛同できる方はどなたでも入会し、働くことができます。

公益社団法人 小山市シルバー人材センター 公式HP
〒323-0829 小山市東城南5-15-8 TEL.0285-28-4130 FAX.0285-28-4132

センター
入会説明会

令和４年８月２日（火）・９月６日（火）・１０月４日（火）
１１月１日（火）・１２月６日（火）（時間は１３：３０～１５：００）

仲間になって働きましょう！

「                   」 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）
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