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自治会はやれることをやるだけ

O
YA

M
A

小山市 自治会

     OYAMA JICHIKAI

市政懇談会

自治会の法人化

生活環境
の保持

ゴミ問題

10
2022  No.1354

広 報J I C H I K A IJ I C H I K A I

ジ チ カ イ ノ
「今」―。

特 集



間々田地区

生井地区

寒
川
地
区

豊田地区

中地区
穂積地区

桑地区

絹地区

大谷地区

小
山
地
区

広報おやま　2022.102

● 小 山 支 部（40自治会）
● 大 谷 支 部（26自治会）

小山市自治会連合会

　皆さんは、自治会が何をするかご存じでしょうか？自治会は、一定の区域内に住んでいる人々や営利活動
を行っている法人等によって構成され、快適で住みよい地域社会を実現するために、地域の基盤整備や公共
の福祉の向上など、様々な地域課題に取り組む「住民による住民のための自治組織」として、市民生活に直
結した重要な役割を持っています。今回の特集は、自治会に加入しているけど自治会ってなに？自治会長っ
て何するの？といった自治会に関する疑問が解消できるよう、自治会長の皆さまにお話を伺いながら自治会
活動の「今」をお知らせしたいと思います。
　現在、小山市には 251 の自治会（令和 4年 4月 1日現在）があり、5つの支部（10地区）がひとつにま
とまったものが「小山市自治会連合会」となります。その歴史は古く、昭和 28年に行われた町村合併の促
進により、本市でも昭和 29年から 40年にかけて次々に周辺町村の合併がすすめられてきました。合併後
の広域化した本市にあって、地理的にも歴史的にも関わりの深い旧町村の地域は、それぞれの特色を保ちな
がらコミュニティを形作ってきました。このような経過から、地域内の自治会が 10地区（小山・大谷・間々
田・生井・寒川・豊田・中・穂積・桑・絹）のまとまりを組織し、自治会同士が連携を深め、様々な地域課
題に向き合い適宜市政に意見し、公共の福祉の向上に貢献してきました。「市政は自治会抜きでは成り立た
ない」と明言していた柿崎連合会会長の発言はこの歴史に裏付けされたものです。

問小山市自治会連合会事務局　☎ 22‒9299
　市民生活安心課　　　　　　☎ 22‒9287

251 自治会
（令和4年4月1日）

小山市自治会連合会
会長　柿

かきざきまさよし

崎全良　さん

小 山 支 部

美 田 支 部

間々田支部

桑 絹 支 部

小山市自治会連合会の組織図（5支部）

大 谷 支 部

● 間々田支部（52自治会）
　 間々田地区（36自治会）
　 生井地区自治会連合会（11自治会）
　 寒川地区自治会連絡協議会（5自治会）
● 美 田 支 部（62自治会）
　 豊田地区自治会連絡協議会（42自治会）
　 中地区自治会連絡協議会（11自治会）
　 穂積地区自治会連絡協議会（9自治会）
● 桑 絹 支 部（71自治会）
　 小山市自治会連合会桑支部（48自治会）
　 絹地区自治会連合会（23自治会）
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行動することで地域が変わる
　――――　外城・ビレッジハウス稲葉郷・思水ヶ丘・駅東

　外城・ビレッジハウス稲葉郷・思水ヶ丘・駅東自治会長
の皆さんにお話を伺いました。会社勤めを終えてから自治
会長になった方が多く、短い方で 3年目、長い方で 34 年
目を迎えています。育成会の役員や自治会の役員経験を経
て自治会長になった方、仕事がひと段落した時に、当時の
自治会役員に頼まれ役職に就いた、皆さん様々な経験を経
て自治会長に就任していました。「自治会長の在任期間が短
いと地域の活性に繋がらない。自治会長の任期は最大 3期
6年と規約変更した」と話してくれた駅東自治会の澤口会
長も今年「6年の任期を迎えたが後任が見つからないため
継続することになってしまった」と自治会の抱える問題に
頭を悩ませていました。自治会活動をする上で必要な自治
会役員。適任者が見つからないため自治会長を引き継ぐタ
イミングを逃しています。また、外国人も多く住んでいる
ため、ごみの分別に関する問題も多いといいます。駅東自
治会ではアパートのゴミ捨て場を外国人と日本人で分ける
ことで日本人からの苦情がなくなった。ビレッジハウス稲
葉郷では、外国人入居者が捨てたゴミを高木会長が自ら分
別し、行政からの大切な情報を見逃さないための指導をし
ている。ゴミの分別には、どの自治会でも問題になること
が多く、自治会長や自治会役員などの地域の皆様の努力に
より、綺麗な地域が保たれていることがわかりました。
―――　外城自治会では、革新的なことが起きていました。
　外城自治会の八木会長は、令和 3年度から自治会を法人

化することに成功した。もともと、外城自治会の公民館の
土地問題がきっかけで法人化に興味を持ち調べて行くうち
に「そこまで難しいことはない。やってみよう」と法人化
に向け準備を進めた。「法人化したことで、土地問題は解決
し公民館の補修も行うことができた。やってみると難しい
ことはなかった。やってみることが大切」と話してくれま
した。
―――　見えてきた自治会加入の問題
　子どもが独立すると自治会を抜けてしまう老夫婦や独居
老人がいて、そういった方たちに伝えたいのが、災害時の
地域のつながり。日ごろから顔の見える関係を作ることが、
いざという時に協力できる関係となるため、とても大切な
ことです。何かあってからで
は遅いと思水ヶ丘自治会の根
津自治会長は熱心に語ります。

自治会の法人化
外国人のごみ問題
自治会の加入率低下

高木会長（左端）、澤口会長（中央左）、八木会長（中央右）、根津会長（右端）

外城公民館（右）
外国人用のごみ分類看板（下）
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よりよい地域のために話し合いを
　――――　横倉・中久喜

　横倉・中久喜自治会長のおふたりにお話を伺いました。
小山の東、大谷地区に位置している両自治会、南北に長い
ためか自治会の特徴にも違いがありました。前自治会長か
ら 13 年前に自治会長を引き継いだ横倉自治会の大関会長
は自分を育ててくれた地域に恩返しがしたいとの思いから
自治会長を続けてきた。多くの人が自治会長の仕事は大変
だと思うようだが、分からないことは市職員に聞けば良い
だけで事務的なことはそれで解決すると話していました。
横倉自治会では、戸建ての建築が続いており、推定では 2
年間で 200 戸ほど増えるそうです。市へは一刻も早い基盤
整備を要望したいと想いを教えていただけました。
――――　人口が増えているからこそ市に伝えたいこと
　人が住む環境を整備すること、つまりインフラを整備す
ることを市に引き続き要望したい。自治会長に就任してか

ら一貫して、インフラの整備を市に要望を出してきた大関
会長、地域住民の利便性向上を第一に市へ要望を行ってい
ます。また、コロナ以前のように地域の方々とお酒を飲み、
結束を高めたいと話していました。自治会長になった当初
の思いである「地域に恩返し」この言葉に大関会長の自治
会長として誇りを感じることができました。
――――　ぶらり中久喜魅力マップ
　自治会の役員経験がない状態から始まり 7年目を迎えた
中久喜自治会の小川自治会長は自治会の仕事について、業
務の種類は多いがそれぞれが 1時間弱の業務であり、そこ
まで苦にはならないと話してくれました。自治会の役員経
験がなくとも周りが助けてくれる。地域の支えがあり自治
会長を続けることができたと笑顔で話す小川会長の自治会
では、地域の魅力を再発見するために「中久喜地区まちづ
くり推進協議会」を立ち上げ、「ぶらり中久喜魅力マップ」
を作成。地域住民に中久喜にある歴史的資産や公園等を紹
介することで、中久喜がどんな地区か知ってもらうことで
地元を好きになってもらう取組みを行っています。今後は、
このマップに大雨時の道路情報も入れることで自治会の皆
さんに使ってほしいと意気込みを教えてくれました。2024
年に大谷地区ではコミュニティセンターを整備予定であり、
同センターが地域住民にとって、快適で使いやすいものに
なるよう要望していきたいと話していました。

インフラの整備
2年間で 200戸増
ぶらり中久喜魅力マップ

大関会長（左）、小川会長（右）
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地域住民のための要望
　――――　間々田支部（間々田・生井・寒川）

市政懇談会
ハード面の整備
改善に 10年以上

間々田支部市政懇談会
　市政懇談会は地区の代表者が集まる場に市長や副市長・部長が出席し、市民の意見や提言などを伝えることで、市政に反
映できるか検討していただくため開催しています。議題はまちづくり・教育・福祉・環境などの行政運営全般に関する地域
の課題をとりあげています。各地区の代表である自治会長が集まり検討を重ね、間々田支部として提出する要望について議
論します。
　今年度も各自治会から多数の要望がありましたが、各ブロックごとに検討し、間々田支部として 10件程度に絞るべきで
はと考えているそうです。10件の要望は、間々田駅の利便性向上、踏切の安全確保などといった地域住民が安全に暮らす
ために必要なハード面の整備だけではなく、小中学校の衛生環境の向上や消防団の改善、災害時の高齢者支援などのソフト
面での改善など多岐に渡る内容があります。検討会に参加した自治会長が、十分に議論を重ね地区として提出する要望を厳
選しています。

間々田六丁目自治会
会長　齋

さいとうえいいち

藤榮一　さん

――――　要望をし続けることに意味がある
　「要望を続けることに意味がある」と話してくれたのは間々
田六丁目自治会の齋藤自治会長です。コロナ禍以前は「市政
懇談会を毎年開催しており、市長や副市長などと顔を合わせ
意見を交換する良い機会であるが、要望した内容がすぐに実
現する訳ではない。一方で、地域住民が日々の生活で何に不
便していてるのかを把握している必要があり、継続して訴え
る必要がある」と話していました。
　すでに要望が改善されたものの中に JR宇都宮線の東西を
結ぶ「飯田踏切」があります。この踏切、以前は交通量も多
く朝・夕は特に交通渋滞となり自転車・歩行者には危険な状
態が続いていました。何年も要望を続けることで、歩道が確
保された安全な踏切になりました。安全な踏切になるまで
10数年の時が経過しています。
　要望が実現しないからといって要望の提出をやめてしまえ
ば地域住民の声は市政に反映されません。私たちは、地域住
民のために要望を継続する必要があるのです。

▲ 9月 2日（金）に開催された、間々田支部の検討会の様子 ▲地域の要望が実現された「飯田踏切」



広報おやま　2022.106

豊かな自然環境を守るために
　――――　美田地区・絹地区

　小山市自治会連合会美田支部は豊田・中・穂積 3地区で構
成されています。昨年は活動の一環として、令和 3年 12 月
20 日に「美田地区の活性化」をテーマに美田支部市民フォー
ラムを小山市と協力して開催しました。参加者からは学校と
の連携協働による地域の活性化や安全で暮らしやすいまちづ
くり、巴波川周辺の活性化といった意見が出されました。美
田地区が活性化するよう、美田支部の自治会だけではなく、
小山市と力を合わせ活動しています。

　小山市が現在進めている「田園環境都市　小山」の調査
に豊田地区が該当したため、積極的に協力しています。豊
田地区は田園地区ということもあり、稲作に必要な用水と
排水を自分たちで維持していこうということから始まった
用水路の草刈り・泥上げ作業などが、今では恒例行事とし
て継続しています。豊田地区は、自治会の高齢化が進んで
いるため、日頃からあらゆる地域活動に地域住民が力を合
わせています。
　また、活動だけではなく水路の隣にスイセン・アヤメ・
アジサイ・ヒガンバナなどの花を植栽する活動も行ってい
ます。3月にはスイセン、4月にはアヤメと時期をずらす
ことで継続した景観を保つことができます。また、きれい
にすることが活動を楽しくし、継続する秘訣です。こうし
た活動を継続することで、豊かな生態系を維持することに
も繋がっています。街なかでは見つけることが難しいナマ
ズも豊田地区の水路を調査すれば見つけることができま
す。こうした生活環境を保持することも自治会の大切な活
動です。

　絹地区にある福良橋自治会では 8月、自治会主催イベント
として福良橋祭りを開催しました。福良橋自治会の大島自治
会長が自治会長に就任してから復活させ、今では恒例イベン
トとなり今年で 4年目、参加者の数は年々増加しているそう
です。みんなで学ぼう・みんなで守ろう・みんなで楽しもう
のという 3部構成の同イベントですが、育成会の子どもたち
が地区の生き物調査を通じて地元を学び、自治会員が草刈り
作業や炊き出し訓練を行うことで人間関係を育み、最後には
大人も子どもも一緒に夏の思い出と絆を作るために花火大会
を行います。「みんな自主的に行動し、楽しんでくれています」
と笑顔で話す大島会長。地域住民の繋がりや信頼関係を構築
できたのは自治会だったからではないでしょうか。福良橋自
治会の取組みは自治会とは何かを教えてくれる。お手本のよ
うな活動だと感じました。

地域版市民フォーラム
生活環境の維持
生き物調査

黒本本田自治会
会長　渡

わた

辺
なべ

一
かず

男
お

　さん 美田支部市民フォーラムの様子

美田支部生き物調査の様子
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豊かな自然環境を守るために
　――――　美田地区・絹地区

　小山市自治会連合会美田支部は豊田・中・穂積 3地区で構
成されています。昨年は活動の一環として、令和 3年 12 月
20 日に「美田地区の活性化」をテーマに美田支部市民フォー
ラムを小山市と協力して開催しました。参加者からは学校と
の連携協働による地域の活性化や安全で暮らしやすいまちづ
くり、巴波川周辺の活性化といった意見が出されました。美
田地区が活性化するよう、美田支部の自治会だけではなく、
小山市と力を合わせ活動しています。

　小山市が現在進めている「田園環境都市　小山」の調査
に豊田地区が該当したため、積極的に協力しています。豊
田地区は田園地区ということもあり、稲作に必要な用水と
排水を自分たちで維持していこうということから始まった
用水路の草刈り・泥上げ作業などが、今では恒例行事とし
て継続しています。豊田地区は、自治会の高齢化が進んで
いるため、日頃からあらゆる地域活動に地域住民が力を合
わせています。
　また、活動だけではなく水路の隣にスイセン・アヤメ・
アジサイ・ヒガンバナなどの花を植栽する活動も行ってい
ます。3月にはスイセン、4月にはアヤメと時期をずらす
ことで継続した景観を保つことができます。また、きれい
にすることが活動を楽しくし、継続する秘訣です。こうし
た活動を継続することで、豊かな生態系を維持することに
も繋がっています。街なかでは見つけることが難しいナマ
ズも豊田地区の水路を調査すれば見つけることができま
す。こうした生活環境を保持することも自治会の大切な活
動です。

　絹地区にある福良橋自治会では 8月、自治会主催イベント
として福良橋祭りを開催しました。福良橋自治会の大島自治
会長が自治会長に就任してから復活させ、今では恒例イベン
トとなり今年で 4年目、参加者の数は年々増加しているそう
です。みんなで学ぼう・みんなで守ろう・みんなで楽しもう
のという 3部構成の同イベントですが、育成会の子どもたち
が地区の生き物調査を通じて地元を学び、自治会員が草刈り
作業や炊き出し訓練を行うことで人間関係を育み、最後には
大人も子どもも一緒に夏の思い出と絆を作るために花火大会
を行います。「みんな自主的に行動し、楽しんでくれています」
と笑顔で話す大島会長。地域住民の繋がりや信頼関係を構築
できたのは自治会だったからではないでしょうか。福良橋自
治会の取組みは自治会とは何かを教えてくれる。お手本のよ
うな活動だと感じました。

地域版市民フォーラム
生活環境の維持
生き物調査

黒本本田自治会
会長　渡

わた

辺
なべ

一
かず

男
お

　さん 美田支部市民フォーラムの様子

美田支部生き物調査の様子
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地域の子どもたちのために
　――――　上出井・東山田下・喜沢北部・羽川上一・生井住宅・飯塚・南半田笹原

　桑地区自治会長の皆さんにお話を伺いました。高齢化が
進む東山田下自治会の小林勲会長の会長任期は 2年、羽川
上一・喜沢北部自治会・生井住宅自治会では会長歴が 10
年を超えていました。
――――　自治会の抱える地域差
　「自治会長を引き継ぐには後任を見つける必要がある」と
話す上出井自治会の手代会長は、仕事が定年となったタイ
ミングで会長就任の声がかかった。一方、喜沢北部自治会
の松本会長は 10年来会長としてまちづくりを進めてきた。
同自治会では、「みんなで作る喜沢・夢あふれる喜沢」を基
本理念にまちづくり協議会を立ち上げ、花見や秋祭りを通
して、積極的にコミュニケーションをとり、喜沢 4自治会
が自主防災会を設立し、地域の絆を深めている。生井住宅
自治会の生井会長は自治会の将来を見据え生井住宅・飯塚・
南半田笹原の 3地区では自治会の垣根を超えた「田んぼの
学校」という行事を通して、自治会間の絆を深めている。
――――　地域に恩返しをしたい。定年後の自治会長
　「地域に恩返ししたい」と話す南半田笹原自治会の小林敏
明会長。現役時代は自治会の役員ではないものの地域の話
を聞き、地域の未来を考えていた。会長になった今、イン
フラが整った誰もが住みやすい地域を作るため奮闘してい
ます。飯塚自治会の斎藤会長は、地域の誇りを子や孫に伝

えることの重要性について話してくれました。「自治会長は
あらゆる住民の代表であり、相談役なんです」と話す斎藤
会長の横顔から地域住民のために汗を流すリーダーとして
の自信が感じ取れました。
――――　批判はされても、ほめられることはない。
　羽川上一自治会の柿崎会長は「なにをやるかではなく、
なにができるか」を考え自治会の運営に力を注いできまし
た。自治会長は「批判はされても、ほめられることはない」
その言葉の裏に自治会活動の本質が垣間見えます。同自治
会は年間 50 回ほど会議を行い、地域の課題に向き合い、
地域の子どもたちと高齢者を大切にする必要性にたどり着
き「支え会」という、子ども世帯と高齢世帯を支える会を
発足。自治会費を使い、子ども達に地元の神社で花火やア
イスをあげることで絆を深める活動を行っている。簡単な
ことでいいからできる活動を行う。「批判はあっても続ける
ことに意味がある」と話してくれました。
――――　自治会とは
　ゴミ捨て場の管理、育成会の運営、街灯の整備など、様々
な地域活動を支える自治会。今回はほんの一部しか紹介で
きませんでしたが、様々な皆さんの努力により、支えられ
ています。皆さんの自治会はどのような活動をしているか、
調べてみてはいかがでしょうか。

相談役であり地域の代表
地域の「支え会」

小林勲会長（上段左）、手代会長（上段中央左）、斎藤会長（上段中央右）、小林敏明会長（上段右）
松本会長（下段左）、柿崎会長（下段中央）、生井会長（下段右）
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人件費　93億 517万円

歳出額　708億 9,605 万円

参考 令和 2年度人件費比率 10.8%

歳出額に占める人件費の割合 13.1％

問 職員課
☎ 22-9362

 「小山市事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市民の皆様に、本市職員の任用、給与、勤務条
件などの状況を公表します。

（1）採用試験の実施状況 （令和3年4月2日～令和4年4月1日採用者）

試験区分 受験者
（人）

最終合格者
（人）

競争率
（倍）

事務
職員

一般事務 153 36 4.3
自己アピール採用
（一般事務） 8 3 2.7

障がい者対象
（一般事務） 2 0 ー

技術
職員

土木技師 12 5 2.4
土木技師

（経験者対象） 2 2 1.0

建築技師 5 4 1.3
建築技師

（経験者対象） 0 0 ー

機械技師 1 1 1.0
保健師 15 10 1.5
保育士 22 8 2.8
学芸員 16 3 5.3

消防職員 28 12 2.3
合計 264 84 3.1

（１）人件費の状況 （令和 3年度普通会計決算見込）

※ 人件費には市長、副市長、市議会
議員、各種行政委員会等の特別職
等に支給される給料・報酬を含む
※令和4年9月1日現在の見込

 １．職員の任免及び職員数に関する状況

 ２．職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

（3）昇任の状況 
（令和 3年 4月 2日～令和 4年 4月 1日）

職名 昇任者人数（人）
参事  4 （0） 
副参事  4 （2） 
主幹  6 （0） 
副主幹  15 （5） 
主任  18 （10） 
主査  35 （17） 

業務主任  0 （0） 
※（ ）内は女性職員数。消防職は含まない

（4）再任用制度及び任期付職員制度の実施状況
（令和 4年 4月 1日現在）

区分
職種

常時勤務
職員

短時間勤務
職員 合計

再任用職員

一般行政職 14 20 34
技能労務職 1 32 33
消　防　職 0 5 5
合　　　計 15 57 72

任期付職員
一般行政職 11 16 27
教　育　職 8 0 8
合　　　計 19 16 35

育児休業代替
任期付職員

一般行政職 8 0 8
合　　　計 8 0 8

（2）部門別職員数の状況 （各年 4月 1日現在）
区分　

　部門
職員数（人） 増減数

（人）令和 3年 令和 4年

一般行政部門

議会 10 10 0
総務 235 245 10
税務 59 60 1
民生 158 161 3
衛生 62 70 8
農林水産 44 44 0
商工 20 21 1
土木 124 127 3
小計 712 738 26

特別行政部門
教育 130 136 6
消防 208 212 4
小計 338 348 10

普通会計 1,050 1,086 36

公営企業等
会計部門

病院 0 0 0
水道 16 16 0
下水道 22 21 -1
その他 54 55 1
小計 92 92 0

合計 1,142 1,178 36

（2）職員の平均給料月額､ 平均給与月額及び平均年齢の状況 （令和3年4月1日現在）

区分

一般行政職 技能労務職

平均給料
月額

平均給与月額
平均年齢 平均給料

月額

平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（国ベース）

小山市 300,400 円 372,143 円 39.8 歳 341,800 円 370,784 円
331,511 円 358,978 円

国 325,827 円 － 43.0 歳 286,947 円 －
407,153 円 328,603 円

※給料は、職員の基本給のこと　※給与は、給料と諸手当の合計のこと

（5）職員の離職の状況 （令和 3年度実績）

職種 一般
行政職

技能
労務職 消防職 小計 警察職 教育職 合計

退職者数 25 4 8 37 1 4 42
※派遣元への帰任等を含みます

人事行政の運営等の状況のお知らせ



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 !

小規模特認校制度児童募集

小規模特認校制度とは、「小さな学校で学びたい」「子
どもを学ばせたい」という希望者に対して、一定の条
件のもと、通学区域にとらわれず、入学や転学を認め
る制度です。
【対象校】
下生井小学校
網戸小学校

【一定の条件】
・小規模特認校が実施する教育活動に賛同すること。
・1年以上は許可校に通学させることに努めること。
・通学にあたっては保護者の費用負担および責任にお
いて行うこと。
【申込・相談】
電話で連絡の上、教育総務課までお越しください。

企画展 「A
ア ー テ ィ キ ュ レ ー シ ョ ン

rticulation―区
く

切
ぎ

りと生
せい

成
せい

―」

小山市出身の彫刻家・生
なま

井
い

亮
りょう

司
じ

ら若手アーティスト
14人の作品をとおして「アートによる探究」という
新しい視点を体験する展覧会。国登録文化財小川家住
宅とアートの共演をお楽しみください。
期 間　10月 22日（土）～12月 18日（日）
　　　　　 9時～ 17時
休 館 日　月曜日、10月 28日（金）、11月 4日（金）・

22日（火）・24日（木）・25日（金）
観 覧 料　（小川家住宅入館料含む）一般 500 円、

大高生300円、中学生以下無料

生井亮司
《form of form #1850-c》
（右）《fo rm  o f  f o rm 
#9458-a》
（左）2020年 作家蔵

第67回小山市民文化祭

期 間　11月 4日（金）～12月 4日（日）
会 場　文化センター、中央公民館
舞台部門 開催日 展示部門 開催日
吟詠

剣詩舞祭 11/ 6㈰ 盆栽展 11/17㈭～20㈰
※会場は道の駅思川

歌謡祭 11/12㈯
音楽祭 11/13㈰ 書道展 11/24㈭～27㈰
新舞踊祭 11/20㈰ 写真展 11/25㈮～27㈰
民謡民舞祭 11/23㈬ 絵画展 12/1㈭～4㈰
邦楽祭 11/27㈰ 学校部門 開催日

洋舞祭 12/  4㈰ 合同作品展
（児童） 11/12㈯～13㈰

※部門や開催日によりご来
場いただける時間が異なり
ますのでご注意ください

合同作品展
（生徒） 11/11㈮～13㈰

～第30回小山市文化振興大会～
日  時　11月 5日（土）13時～
会  場　文化センター・大ホール
内  容　ポスター展上位入賞者・文化協会功労者受

賞者の表彰・記念公演 ほか

「令和4年度第2回小山市民フォーラム」を
開催します

「おやまＭＩＲＡＩ若者会議
　　～ For Better Oyama～」
皆さまの望む“理想のまち”や“やりたい”を聴かせ
てくれませんか ?
日 時　11月 26日（土）14時～ 17時
場 所　市役所
対 象　市在住・通勤・通学または小山に関わりの

ある30歳未満の方
　　　　　※30歳以上の方も傍聴での参加が可能です
定 員　40人
料 金　無料
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）　　
10月 28日（金）必着

問教育総務課　☎22‒9646

問車屋美術館　☎41‒0968

問文化振興課　☎22‒9662

問シティプロモーション課　☎22‒9353

豊かな体験活動
（野鳥観察）



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（9月13日現在の情報です）

お知らせ

「わたしの市民便利帳 2022」
の発刊

問市民生活安心課　☎ 22‒9287
行政情報と地域情報を掲載した「わ
たしの市民便利帳 2022」（A4 判・
136頁）を 10月中に順次各家庭のポ
ストに投函します。
※ 11月になっても
届かない場合はお問
合せください

ピンクリボンキャンペーン

問健康増進課　☎ 22‒9522
ピンクリボンキャンペーンとは、乳が
ん検診の早期受診を呼びかけ、早期発
見・早期治療の大切さを伝える活動で
す。乳がんは、初期には自覚症状がほ
とんどないため、定期的に検診を受け
ることが重要です。不安な方は同課ま
で問合せください。

付加年金に
加入しませんか ?

問国保年金課　☎ 22‒9416
国民年金保険料をご自分で納めている
第 1号被保険者の方は、月々の国民
年金保険料に 400円の付加保険料を
プラスして納めると、老齢基礎年金を
受給する際に、200 円×納付月数分
の付加年金を併せて受け取れます。
加入ご希望の方は、国保年金課または
各出張所にてお申込みください。
※付加年金は申込みをした月からの加
入となり遡りができません

10月は食品ロス削減月間

問環境課　☎ 22‒9286
手つかずの状態で捨てられている食品
は、市全体で年間20億円にもなると
推計されています。

食品ロスを減らす「3きり運動」にみ
んなでチャレンジしましょう。
料理はおいしく「食べきり」
食材はむだなく「使い切り」
生ゴミはギュッと「水きり」

10月 15日（土）～21日（金）
は違反建築防止週間

問建築指導課　☎ 22‒9233
所有する建物が、建築基準法のルール
を守ったものであるか、点検を心がけ、
違反建築物のない住みよいまちをつく
りましょう。

ハナミズキ
（自死遺族）の会開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　10月 18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

物品購入等入札
参加者資格審査申請

問管財課　☎ 22‒9325
令和5・6年度に小山市が発注する物
品などの納入や業務委託の受注を希望
する方は、入札参加資格が必要です。
受付期間　10月 21日（金）～
　　　　11月 30日（水）（消印有効）
申 込　同課宛に郵送

建設工事等入札
参加者資格審査申請

問管財課　☎ 22‒9323
令和5・6年度に小山市が発注する建
設工事・建設工事関連業務委託の受注
を希望する方は、建設工事等入札参加
者資格が必要です。
受付期間　10 月～（区分により受付期

間が異なります）
申 込　栃木県電子申請システムによ

る電子申請および郵送

令和4年度
暮らしの困りごと相談所

問栃木行政監視行政相談センター　
☎ 0570‒090110 または
☎ 028‒633‒1100
登記、年金、税金など行政機関で行う
手続きに関する相談や相続、離婚、多
重債務などの法律相談も行います。
※要予約
日 時　11月 10日（木）
　　　　11時～ 15時 30分
場 所　イオンモール小山1階　
　　　　サクラコート
対 象　市民（無料）
申 込　11月 7日（月）まで

平日 8時 30 分～ 17 時 15
分まで

令和 4年就業構造基本調査の
回答にご協力ください

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
統計調査が実施されています。
調査対象となった世帯には調査票を配
布していますので、10月 10日（月）
までに回答をお願いします。
実施日　10月 1日（土）現在
回答期限　10月 10日（月）

HPV（子宮頸がん予防）
ワクチン自費接種の
償還払い（払い戻し）

問健康増進課　☎ 22‒9526
HPV（子宮頸がん予防）ワクチンの定
期接種の機会を逃した方で、これまで
に自費で任意接種を受けた方に対し、
接種費用の償還払い（払い戻し）を実施
します。
対 象　次を全て満たす方
①令和 4年 4月 1日時点で小山市に
住民登録がある方
②平成 9年 4月 2日から平成 17年
4月 1日までに生まれた女性
③定期接種の対象年齢を過ぎて、令和
4年 3月 31 日までに自費でHPVワ
クチンを接種した方
申 込　申請書兼請求書・本人確認書



インフォメーション

類・振込先確認書類・接種記
録・領収書等を健康増進課に
提出

期 間　10 月 1 日～令和 7 年 3 月
31日まで

「田園環境都市おやま」の
まちづくりに関する
ウェブサイトを開設

問総合政策課　☎ 22‒9352
30年後の小山市の姿を描くまちづく
り進行形ウェブサイト「おやまアサッ
テ広場」を開設しました。
・白鴎大学メディア実践ゼミ生のコラム
・生井地区、豊田地区風土性調査の報告
・市長メッセージ　等
ご意見・ご感想をお寄せください

募 集

小山市国際交流協会
会員募集

問小山市国際交流協会　☎ 23‒1042
問国際政策課　☎ 22‒9278
イベントや日本語教室等を通して外国
人と日本人の交流を図っています。興
味のある方はお問い合わせください。

外国人児童生徒支援員
（会計年度任用職員）募集

問学校教育課　☎ 22‒9655
市内の小・中学校に在籍する外国人児
童生徒に学習支援する支援員を募集し
ます。

ふるさと清掃運動会　
参加者募集

問環境課　
☎ 22‒9286　℻  22‒9897
「ふるさと清掃運動会」は、「富士山大
好き!百人の会」が、ふるさとの山、川、
海、湖沼、街など身近なところから環
境アクションを起こそうと呼びかけを
始めたもので、2007年の開始以来、
各地で行われています。
日 時　10月 22日（土）
場 所　
8時～9時30分（受付：7時40分～）
集合場所： 思川左岸　観晃橋南あずま

や付近
清掃場所：  思川河川敷　観晃橋から小

山大橋の間
申 込
個人：事前申込不要
団体： 10月14日（金）までに電話また

はFAX

少林寺拳法体験入門者募集

問小山市少林寺拳法協会　野口
☎ 090‒8506‒7558
日 時　10月15日（土）・22日（土）・

29日（土）、11月 5日（土）・
19日（土）の計5回

　　　　19時～ 20時 30分　
場 所　花垣町公民館
対 象　小学生～大人（無料）
申 込　10月 31日（月）までに、
　　　　同協会中村に電話
　　　　☎090-3312-2311

男女共同参画フェア
実行委員
ボランティア募集

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

令和 5年 6月 24 日（土）に開催する
フェアの実行委員を募集します。
対 象　男女共同参画に関心があり、

実行委員会への出席とフェア
の準備・当日に従事できる方

定 員　若干名

申 込　10月 31日（月）まで
応募フォーム・電話・FAX・
メール　同課まで

第8回「10×15の世界
コンテスト展」作品募集

問車屋美術館　☎ 41‒0968
自由な発想と創造力をいかしたオリジ
ナリティのあるポストカードを募集し
ます。
応募期間　11月 1日（火）～ 30日（水）

（消印有効）
応募規定　
（1）サイズ :はがき程度（10㎝×15㎝）
（2）点数:1人1点まで（作品の返却なし）
（3）記載事項：郵便番号、住所、氏名（フ
リガナ）、電話番号、年齢（学校名、学
年）、作品の上下
（4）テーマ、素材、技法 : 自由（ただし
未発表作品に限る）
賞 　入賞5点、入選24点

※ 1月初旬に美術館ホームページで
発表
表彰式　令和5年 1月 14日（土）　
作品展示　令和5年 1月 14日（土）～
　　　　29日（日）
応募方法　作品裏面に必要事項を明記し

て郵送または持参
送付先　〒329-0214　
　　　　小山市乙女3-10-34　
　　　　小山市立車屋美術館「10×

15の世界コンテスト展」係

介護予防トレーニング（桑）
参加者募集

問高齢生きがい課　☎ 22‒9616
基礎的な体づくりを行うことで健康増進
や介護予防、日常生活で運動習慣をつけ
る、きっかけづくりを行っています。
日 時　12月～令和5年2月の毎週

金曜日　9時30分～12時
　　　　初回12月 2日（金）
場 所　桑市民交流センター
対 象　運動制限のない65 歳以上の

方
定 員　15人
料 金　500円 /コース
申 込　電話または窓口
　　　　10月 3日（月）～　　
　　　　※定員に達し次第終了

※「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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お知らせ

「わたしの市民便利帳 2022」
の発刊

問市民生活安心課　☎ 22‒9287
行政情報と地域情報を掲載した「わ
たしの市民便利帳 2022」（A4 判・
136頁）を 10月中に順次各家庭のポ
ストに投函します。
※ 11月になっても
届かない場合はお問
合せください

ピンクリボンキャンペーン

問健康増進課　☎ 22‒9522
ピンクリボンキャンペーンとは、乳が
ん検診の早期受診を呼びかけ、早期発
見・早期治療の大切さを伝える活動で
す。乳がんは、初期には自覚症状がほ
とんどないため、定期的に検診を受け
ることが重要です。不安な方は同課ま
で問合せください。

付加年金に
加入しませんか ?

問国保年金課　☎ 22‒9416
国民年金保険料をご自分で納めている
第 1号被保険者の方は、月々の国民
年金保険料に 400円の付加保険料を
プラスして納めると、老齢基礎年金を
受給する際に、200 円×納付月数分
の付加年金を併せて受け取れます。
加入ご希望の方は、国保年金課または
各出張所にてお申込みください。
※付加年金は申込みをした月からの加
入となり遡りができません

10月は食品ロス削減月間

問環境課　☎ 22‒9286
手つかずの状態で捨てられている食品
は、市全体で年間20億円にもなると
推計されています。

食品ロスを減らす「3きり運動」にみ
んなでチャレンジしましょう。
料理はおいしく「食べきり」
食材はむだなく「使い切り」
生ゴミはギュッと「水きり」

10月 15日（土）～21日（金）
は違反建築防止週間

問建築指導課　☎ 22‒9233
所有する建物が、建築基準法のルール
を守ったものであるか、点検を心がけ、
違反建築物のない住みよいまちをつく
りましょう。

ハナミズキ
（自死遺族）の会開催

問福祉課　☎ 22‒9629
日 時　10月 18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

物品購入等入札
参加者資格審査申請

問管財課　☎ 22‒9325
令和5・6年度に小山市が発注する物
品などの納入や業務委託の受注を希望
する方は、入札参加資格が必要です。
受付期間　10月 21日（金）～
　　　　11月 30日（水）（消印有効）
申 込　同課宛に郵送

建設工事等入札
参加者資格審査申請

問管財課　☎ 22‒9323
令和5・6年度に小山市が発注する建
設工事・建設工事関連業務委託の受注
を希望する方は、建設工事等入札参加
者資格が必要です。
受付期間　10 月～（区分により受付期

間が異なります）
申 込　栃木県電子申請システムによ

る電子申請および郵送

令和4年度
暮らしの困りごと相談所

問栃木行政監視行政相談センター　
☎ 0570‒090110 または
☎ 028‒633‒1100
登記、年金、税金など行政機関で行う
手続きに関する相談や相続、離婚、多
重債務などの法律相談も行います。
※要予約
日 時　11月 10日（木）
　　　　11時～ 15時 30分
場 所　イオンモール小山1階　
　　　　サクラコート
対 象　市民（無料）
申 込　11月 7日（月）まで

平日 8時 30 分～ 17 時 15
分まで

令和 4年就業構造基本調査の
回答にご協力ください

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
統計調査が実施されています。
調査対象となった世帯には調査票を配
布していますので、10月 10日（月）
までに回答をお願いします。
実施日　10月 1日（土）現在
回答期限　10月 10日（月）

HPV（子宮頸がん予防）
ワクチン自費接種の
償還払い（払い戻し）

問健康増進課　☎ 22‒9526
HPV（子宮頸がん予防）ワクチンの定
期接種の機会を逃した方で、これまで
に自費で任意接種を受けた方に対し、
接種費用の償還払い（払い戻し）を実施
します。
対 象　次を全て満たす方
①令和 4年 4月 1日時点で小山市に
住民登録がある方
②平成 9年 4月 2日から平成 17年
4月 1日までに生まれた女性
③定期接種の対象年齢を過ぎて、令和
4年 3月 31 日までに自費でHPVワ
クチンを接種した方
申 込　申請書兼請求書・本人確認書
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イベント・講座

渡良瀬遊水地の
ヨシ灯り2022

問自然共生課　☎ 22‒9354　
広大な渡良瀬遊水地に自生するヨシを
使った「ヨシ灯り」で、御殿広場や街
なかを幻想的にライトアップします。
日 時　10月15日（土） ・16日（日）

17時～ 20時
点灯式 :15日（土）17時～
※雨天中止

場 所　思季彩館～祇園城通り～御殿
広場

ハンドベルフェスタ
inOYAMA

問文化振興課　☎ 22‒9662　
日 時　10月 16日（日） 開場 13時

15分 /開演 14時
場 所　文化センター大ホール
料 金　入場無料

秋の家庭用苗木
（ローズマリー）無料配布会

問公園緑地課　☎ 22‒9881
なくなり次第終了となります。
※申込不要
日 時　10月 27日（木）10時～
場 所　小山御殿広場（市役所北側の

芝生広場）
対 象　市内在住の方
定 員　100人（先着・おひとり様1

株まで）

思川の源流を訪ねる会

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

上流にある建設中の南摩ダムを見学し
洪水調整機能等その目的を学びます。
日 時　10月 29日（土）

8時 45分集合　9時出発
　　　　15時 30分戻り・解散
場 所　市役所西側駐車場

対 象　小山市内および近隣在住の方
定 員　20人
料 金　2,000 円／人※昼食代およ

び入湯税は別
申 込　事務局　渡辺宛　電話または

メール
申込期限　10月 15日（土）

第10回小山市
フォークダンスフェスティバル

問生涯スポーツ課　☎ 21‒2695　
一般市民と愛好家が一緒に踊ります
（解説付きのため初心者歓迎）。フォー
クダンス、レクレーションダンスおよ
び民踊の3部門。当日会場受付。
持ち物　体育館シューズ・マスク
※体温が37度を超える場合は参加不
可
日 時　10 月 29 日（土）9 時 30 分

～12時30分（受付:9時～）
場 所　市立体育館　メインアリーナ
対 象　市内在住者（無料）
定 員　500人

地元企業とのマッチング会
「ミニ面接会」

問株式会社ワークエントリー栃木事業部
☎ 028‒612‒8643
℻  028‒612‒8645
①企業プレゼンテーション
②企業ブースでの面接
日 時　11月 2日（水）
　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

（受付12時 30分～）
場 所　中央公民館　第1研修室
対 象　再度働きたい方、定年後で働

きたい方、新たに働きたい方
定 員　30人
料 金　無料
申 込　TEL・FAX・専用フォーム

本と音楽の素敵な出逢い
マチネの終わりに
トークと楽しむギターの午後

問文化センター　☎ 22‒9552　
小説「マチネの終わりに」の魅力をトー
クとギター演奏でお届けします。
日 時　11月 3日（木）
　　　　開場13時 15分

　　　　開演14時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席自由　
　　　　一般　　　　2,500円
　　　　高校生以下　1,000円
　　　　チケット発売中

おやまビギナー
モルックで交流しよう！

問シティプロモーション課
☎ 22‒9376　
日 時　11月 6日（日）
場 所　おやまゆうえんハーヴェスト

ウォーク小山
対 象　小山市に移住して 3年未満

程度の方
参 加　無料

おやま寄席

問文化センター　☎ 22‒9552　
ベテラン落語家・柳

りゅう

亭
てい

市
いち

馬
ば

とバラエ
ティ豊かな出演者による落語会です。
日 時　11月 16日（水）
　　　　開場13時
　　　　開演14時
場 所　文化センター小ホール
料 金　全席自由　2,000円
　　　　チケット発売中

きかんしゃトーマス　
クリスマスコンサート
ソドー島のメリークリスマス

問文化センター　☎ 22‒9552　
クリスマスソングやトーマスのテーマ
曲をみんなで楽しもう !
日 時　11月 26日（土）
　　　　①13時開演　
　　　　②15時 30分開演
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席指定　3,300円　
※2歳以上有料。2歳未満膝上無料
チケット発売中



インフォメーション

傾聴初級講座

問おやま～る　☎ 20‒5562　
心に寄り添う傾聴を学び、一緒にボラ
ンティアに出かけてみませんか ?
日 時　11月 6日（日）
　　　　9時 30分～ 12時
場 所　おやま～る「研修室」
定 員　20人（無料）
申 込　10月 21日（金）までに専用

フォームまたは電話

みんなで歩け歩け運動
（小山駅）

問生涯スポーツ課　☎ 21‒2695　
〇コース（7.5km）
小山駅（西口）→須賀神社→小山総合公
園→小山大橋下→思川堤防→文化セン
ター→小山駅（西口）
〇注意事項
・歩きやすい靴（サンダル不可）
・マスクの持参
※中止になる場合もあるため、ホーム
ページまたは同課に連絡をお願いします
※体温が37度を超える場合は参加不可
日 時　11月 6日（日）
　　　　8時 45分（集合）～
　　　　12時（解散予定）
場 所　小山駅西口
対 象　どなたでも（無料）
申 込　当日会場受付

小山市多文化共生講座

問国際政策課　☎ 22‒9278　
「防災」をテーマに、外国人住民には
どのような支援が必要であるか知って
もらい、意識醸成を図ります。
日 時　11月 6日（日）　
　　　　13時 30分～ 15時 30分
場 所　市役所2階　大会議室
対 象　市内に在住している方、外国

人支援に興味がある方（無料）
定 員　20人（抽選）
申 込　10月 1日（土）～21日（金）

令和4年度 第 5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　11月 12日（土）
　　　　9時 30分～ 12時 30分
　　　　受付9時～
場 所　しらさぎ館（多目的1）
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（無料）

定 員　20人
申 込　10月15日（土）～31日（月）　

電話受付8時30分～17時
30分

11月の定例観望会

問博物館　☎ 45‒5331　
「アンドロメダ座をみつけよう」
～木星をみよう～
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　11月 12日（土）
　　　　18時～ 19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（無料）
定 員　50人程度
申 込　専用フォームまたは電話

10月 8日（土）～14日（金）
（抽選・要予約）

※1回 5人まで

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

間々田組紐の組
みひもストラッ
プ・ブレスレッ
ト作り

10/15 ㈯
① 13:30
② 14:00
③ 14:30
④ 15:00
⑤ 15:30

大人
1,000円
子供
600円

コースター織
（地機織り）

10/16 ㈰
②10:30～
②14:00～

大人
1,000円
子供
500円

紬の糸玉ピアス
を作ろう

10/22 ㈯
13:30 ～ 1,000円

メタルエンボッ
シングアート・
フォトフレーム
づくり

10/23 ㈰
13:30 ～ 1,200円

申 込　10月 5日（水）～事前予約優
先。キャンセルは2日前まで。

からだスッキリ !
運動教室

問健康増進課　☎ 22‒9520　
運動普及推進員と一緒に、筋力トレーニ
ングなどの運動体験ができる教室です。
日 時
10月 18日、11月 1 日・15日、
12月 20日、1月 17日、2月 21日、
3月 7 日・28日
※各火曜日
時 間　13時 30分～ 14時 30分
場 所 健康の森さくら
対 象 運動制限のない40歳以上の

市民。無料
定 員 20 人
申 込　電話または同課窓口
※毎回、申し込みが必要

ゆめまち10月のイベント

問ゆめまち　☎ 27‒9935　
講座名 日　時 対象

①おはなし会
「おはなし
びっくり箱」

10/18㈫
10:30～
11:00

未就学児
無料
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②みんなの
ラジオ体操
（下半期）

毎月第4
土曜日
10:00～
11:00

（10/22 、
11/26、 
12/24、 
1/28、
2/25、
 3/25）

どなたでも
上履き持
参。無料

申 込　不要

第4回おやま市民大学
子育てサポーター養成講座

問生涯学習課　☎ 22‒9665　
保護者の方に寄り添い、子育ての力に
なりたいと思っている方、一緒にヒン
トを見つけてみませんか ?
講座内容予定（全6回）
①講話 : 子育て家庭の現状とその支援
について、②講話 : サポーターとして
の保護者への関わり方、③講話 : ハン
デのある子どもと保護者の気持ちの受
け止め方、④フィールドワーク : お正
月遊び、⑤講話 : 子どもを事故から守
るために、⑥グループ協議 : 家庭教育
支援に向けて
※託児あり
※講座終了後に、子育て支援団体のメ
ンバーと一緒に活動に参加できます
日　時
① 10月 31 日（月）、② 11月 16 日
（水）、③ 12 月 14 日（水）、④ 1 月
11 日（水）、⑤ 2 月 8 日（水）、⑥ 3
月 8日（水）
時間 :13時 30分～ 15時
（※1月11日のみ10時～11時30分）
場 所　市役所大会議室、旧保健・福

祉センター会議室、中央公民
館第一研修室、小山第一小学
校こどもふれあい教室など

対 象　子育て支援・家庭教育支援・
ボランティア活動に興味のあ
る方（無料）

定 員　20人
申 込　10 月 26 日（水）正午まで。

同課電話・窓口・専用フォーム

第71回小山市菊花大会

問小山晃思会事務局（商業観光課内）課　
☎ 22‒9273　

富士山作り、一般盆養菊、懸崖作りな
ど約 400点を展示。丹精込めて育て
た菊花をぜひご覧ください。11月 3
日（木）には、菊鉢の無料配布も行いま
す（成年に限る）
期 間　10月 22日（土）～
　　　　11月 13日（日）
　　　　9時～16時
会 場　道の駅思川
※無料配布は、無くなり次第終了
※11月 1日（火）は、終日入場不可
※富士山展示は、11月 23日（水）ま
で

ふれ愛入浴サービス
（下半期日程）

問高齢生きがい課　☎ 22‒9617　
介助を伴って入浴のできる入浴サービ
ス
日 時　
10 月 28 日、11 月 25 日、12 月
23 日、1 月 27 日、2 月 24 日、3
月 24日［毎月第4金曜日］
10時～ 15時
場 所　「幸の湯」　☎25-0356
料 金　無料
対 象　65歳以上の高齢者、身体に

障がいのある方および介助者

市民活動・自治会活動の
ための資料作成講座

問おやま～る　☎ 20‒5562
「総会資料」「決算報告書」などの資料
作成
日 時　
8回開催 13 時 30 分～ 15 時 30 分
（終了後、相談会あり）
① 11 月 5 日　年度　決算報告書の
準備とは
②11月12日　現金収納帳について①
③11月19日　現金収納帳について②
④12月10日　現金出納帳について①
⑤12月17日　現金出納帳について②、
次年度予算書について
⑥ 1月 14日　 報告書について、計
画書について
⑦1月 21日   委任状について
⑧2月 4日    まとめ
※各土曜日
※パソコン（Windows10、Excel・

Word）、USBメモリー持参
場 所　「おやま～る」研修室
料 金　無料
申 込　おやま～るホームページ入力

フォームもしくは電話、来訪

婚活イベント★参加者募集

問とちぎ結婚支援センター小山　
☎ 38‒7213　

講座名 日時 対象 /料金

婚活イベント
（ハーバリウム体
験+個別トーク）

11/5㈯
①10:00～
②13:30～

各
男性 3人
女性 3人
1,100 円

婚活イベント（繭ク
ラフト体験+個別
トーク）

12/4㈰
①10:00～
②13:30～

各
男性 3人
女性 3人
600円

婚活メイク講座
11/3㈭一日、
11㈮・26㈯
午前のみ

女性
各6人まで
無料

とちぎ結婚支援
センター新規登
録説明会（個別）

11/11㈮・
12㈯

どなたでも
無料

個別相談会 11/25㈮・
26㈯

どなたでも
無料

場　所　とちぎ結婚支援センター小山
（ロブレ6階）

申　込　電話
10月 3日（月）～24日（月）
※申込み多数の場合、抽選

第29回 おやま
バルーンフェスタ

問おやまバルーンフェスタ実行委員会
事務局　嶋田　
☎ 090‒3577‒4759
日 時　11月 12日（土）・13日（日）
会 場　小山総合公園森のはらっぱ
内 容
・熱気球フライト
　　第1フライト　12日（土）7時
　　第2フライト　13日（日）7時
・係留体験搭乗　8時30分～12時頃
※係留体験搭乗はフェイスブックから
の事前申込が必要です
※風の影響や感染状況により、実施を
見合わせる事があります



インフォメーション

栃木市（栃木県）

■第 11回歌麿まつり
問歌麿を活かしたまちづくり協議会事務局　
☎ 0282‒21‒2573
秋の栃木市恒例の歌麿まつり。期間中
には、歌麿道中をはじめとした、歌麿
と栃木に関する展示やイベントを行い
ます。詳細は、栃木市ホームページ、
歌麿を活かしたまちづくり協議会ホー
ムページをご確認ください。
日 時　10月15日（土）～23日（日）
場 所　とちぎ蔵の街大通りおよび旧日光例幣使街道周辺 

※マスク着用

古河市（茨城県）

■スポーツフェスタ古河 2022
問スポーツ振興課　☎0280‒22‒5111
個人やグループで自由に参加できる
体験型のスポーツイベントを古河市
で初めて開催します。ぜひ、ご参加
ください。
※古河市出身で、体操競技金メダリ
ストの山室光史選手による演技と体
験教室もあります
日 時　11月 3日㈭ 9時～ 15時
場 所　イーエス中央運動公園（古河市下大野2528）
参加費　 無料（一部有料有り）

板倉町（群馬県）

■ 10月 28日（金）は群馬県民の日
問板倉町産業振興課農業振興係　☎0276‒82‒6137
問板倉町産業振興課商工観光係　☎0276‒82‒6139
板倉町では、群馬県民の日に合わせて「群馬の水郷」「板倉町
レンタサイクルセンター」が無料で利用できます。
期 日　10月28日（金）
内 容　○群馬の水郷

　遊漁料　無料
○板倉町レンタサイクルセンター
　レンタサイクル　無料

群馬県民以外のかたも利用できます。

加須市（埼玉県）

■かぞ観光レンタサイクル
問加須市観光振興課　☎ 0480‒62‒1111
加須市内5カ所にレンタサイクルステーションがあり、その
間での乗り捨てができます。
サイクリングを楽しみなが
ら、加須市の魅力をゆっくり
とご堪能ください。
※詳しくは、加須市ホーム
ページをご覧ください

野木町（栃木県）

■『野木町煉瓦窯秋フェスタ』を開催します ! 
問野木町煉瓦窯イベント実行委員会　☎ 0280‒33‒6667
フラワーカーペット、煉瓦窯見学ツアー、いちご一会
とちぎ国体連携事業、模擬店、ワークショップなど
日　時　10月 6日（木）～9日（日）　
場　所　野木町煉瓦窯および野木ホフマン館

結城市（茨城県）

■祭りゆうき 2022
問結城市観光協会事務局（市商工観光課）　
☎ 0296‒34‒0421
100 組を超える踊り手が
集結し、YOSAKOI やヒッ
プホップなど多彩な踊り・
ダンスを披露します。また
「長井 1000 人いも煮会」
では、姉妹都市・山形県長井市の有志により、2mの大鍋
でつくる山形県の郷土料理「いも煮」が振る舞われます。
日　時　10月 29日（土）　10時～ 16時
　　　　  　　   30日（日）　10時～ 15時
場　所　結城市民文化センターアクロス周辺
　　　　（結城市中央町2-2）

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
）

11
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
（
一
部
予
約
不
要
）

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 16㈬･20㈰ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所： 16㈬市役所2階 市民相談室

 20㈰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 9㈬ 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 20㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は11月1日㈫～

税金なんでも相談 10㈭ 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 11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 16㈬ 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 11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 11月はありません ファイナンシャルプランナー（FP） 納税課
☎22-9444

交通事故相談 8･22㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

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

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

社会福祉協議会
☎22-95018･22㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 22㈫ 13:30 ～ 16:00
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 28㈪ 13:30 ～ 16:15 女性のカウンセラー 人権・男女共同参画課
☎22-9296

創業・経営・キャリア・
クラウドファンディング相談 5･19㈯ 9:00 ～ 12:00 中小企業診断士、ビジネスコーチ※日程変更可

工業振興課
☎22-9396

※
要
予
約

◎
弁
護
士
相
談
（
面
談
）

名称 期日 時間 相談相手・場所など
※場所記載がない場合は市役所

問合せ
※訴訟・調停中の方は受付不可

法律相談 20㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は11月1日㈫～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 25㈮ 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 8･22㈫ 10:00 ～ 12:00 場所：社会福祉協議会※心配ごと相談員が2人同席
社会福祉協議会
☎22-9501

法律とこころの相談 10㈭ 10:00 ～ 12:00 ※保健師1人同席 福祉課
☎22-9629
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（6）特別職の報酬等の状況 （令和 4年 4月１日現在）
区分 給料月額等 区分 支給割合

給料

市長 970,000 円

期末
手当

市長

6月期：1.675月分
12月期：1.675月分
　計：3.35 月分
（令和 3年度
支給割合）

副市長 826,000 円 副市長

教育長 693,000 円 教育長

報酬

議長 600,000 円 議長

副議長 540,000 円 副議長

議員 510,000 円 議員

※ 1市長の給料は 10%、副市長・教育長の給料は 5%減額して
います。（表の金額は減額後の額です。）

※ 2特別職の報酬は、小山市特別職報酬等審議会の答申を受けて
定められています

（1）分限処分者数 （令和 3年度実績）
区分 降任 免職 休職 降給 合計

処分者数（人） 0 0 11 0 11

※ 分限処分とは、公務の能率の維持やその適正な運営の確
保の目的から、勤務実績不良、心身の故障等のため職責
を十分に果たせない等の場合に行うものです

（2）懲戒処分者数 （令和 3年度実績）
区分 戒告 減給 停職 免職 合計

処分者数（人） 1 3 0 0 4

※ 懲戒処分とは、職務上の義務違反や公務員としてふさわ
しくない非行がある場合に、職員に一定の義務違反に対
する道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持
することを目的として行うものです

（7）育児休業・介護休暇の状況 （令和 3年度実績）

制度概要 新規取得者数
（人）

育児休業 3歳未満の子を養育する場合に
取得できる 17　（3）

部分休業 小学校就学前の子を養育する
場合に取得できる 10　（3）

育児短時間勤務 小学校就学前の子を養育する
場合に取得できる  0　 （0）

介護休暇 要介護者を介護するため、3回
まで取得できる  0　 （0）

※（ ）は男性職員数

（5）職員の経験年数別､ 学歴別平均給料月額の状況 （各年 4月 1日現在）

区分 経験年数7年以上
10年未満

経験年数10年以上
15年未満

経験年数15年以上
20年未満

経験年数20年以上
25年未満

一般行政職
（令和 3年）

大学卒 234,900 円 274,700 円 327,000 円 373,600 円

高校卒 － － － 341,500 円

一般行政職
（令和 4年）

大学卒 233,700 円 274,600 円 322,100 円 368,300 円

高校卒 － － － 334,800 円

（8）一般行政職の級別職員の状況等 
①級別職員の状況（令和 4年 4月 1日現在）

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 計

標準的な職務内容 主事・技師等 主査・主任 係長 課長・所長 部長等 －

職員数 107人 161人 116人 93人 138人 55人 4人 13人 687人

構成比 15.6% 23.4% 16.9% 13.5% 20.1% 8.0% 0.6% 1.9% 100.0%

参
考

前年の職員数 94人 168人 102人 95人 133人 52人 6人 13人 663人

前年の構成比 14.2% 25.3% 15.4% 14.3% 20.1% 7.8% 0.9% 2.0% 100.0%

※ 1小山市給与条例に基づく給料表の級の区分による職員数です
※ 2標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です

 ３．職員の分限及び懲戒処分の状況

（4）再任用制度及び任期付職員制度の実施状況
（令和 4年 4月 1日現在）

区分
職種

常時勤務
職員

短時間勤務
職員 合計

再任用職員

一般行政職 14 20 34
技能労務職 1 32 33
消　防　職 0 5 5
合　　　計 15 57 72

任期付職員
一般行政職 11 16 27
教　育　職 8 0 8
合　　　計 19 16 35

育児休業代替
任期付職員

一般行政職 8 0 8
合　　　計 8 0 8

（3）職員の初任給の状況 （令和 4年 4月 1日現在）

区分 小山市 国

一般行政職
大学卒 182,200 円 182,200 円

高校卒 150,600 円 150,600 円

技能労務職 高校卒 135,900 円 －

（4）職員の期末・勤勉手当の状況 （令和 3年度支給割合）
管理監督職員以外の職員 管理監督職員

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 1.275 月分
（0.725 月分）

0.95 月分
（0.45 月分）

1.075 月分
（0.625 月分）

1.15 月分
（0.55 月分）

12月期 1.275 月分
（0.725 月分）

0.95 月分
（0.45 月分）

1.075 月分
（0.625 月分）

1.15 月分
（0.55 月分）

計 2.55 月分
（1.45 月分）

1.90 月分
（0.9 月分）

2.15 月分
（1.25 月分）

2.30 月分
（1.1 月分）

※（ ）は再任用職員の支給割合



　8月 7日（日）、今日からできるママ・赤ちゃん
とのかかわり方講座と題して、パパとママがもっと
仲良くなるスキルやママと赤ちゃんを楽しませるス
キルを磨く講座を開催しました。参加されたパパ達
は写真の撮り方を学べ、パパ同士の関わりを作るい
いきっかけになったと話してくれました。

◆パパの子育てを応援します

Father in Oyama

　令和 3年 12月から整備を進めていた広場の名称
が 8月「プレイパーク 109」に決定しました。同
広場では、民間事業者や市民グループの方々による
広場の試験的な活用を可能とすることで、地域の皆
さんが「この地域に住んでいて良かった」と感じら
れるキッカケ作りを行います。近くにお住いの方は
足を運んでみてはいかがでしょうか。

◆小山東部第一地区内の新たな広場として

プレイパーク109開設！
　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との包括
連携協定に基づく取組の一環として、8月24日（水）
小山城北小学童・第二学童保育クラブで、SDGs 出
前講座を実施しました。
　BINGOクイズを通して楽しく SDGs を学ぶこと
で、SDGsの17の目標を自分ごととして考えるきっ
かけ作りにつながりました。

◆小山市×あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

BINGOで学ぼうSDGs

　行政上の困りごとについて、皆さまの相談相手と
なる、行政相談委員として長年尽力した、持

もち

田
た

幸
ゆき

廣
ひろ

さんが総務大臣表彰を受賞しました。
　行政相談委員は、市民の皆さまから行政に対する
苦情や意見・要望をお聞きして解決を促進するとと
もに、それらの意見をもとに行政運営の改善を進め
ることとしています。今後の活躍も期待しています。

◆長年の功績が評価され

行政相談員として総務大臣表彰を受賞！

広報おやま　2022.1010
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QR

問中央図書館　☎ 21-0750

11
7（月）・14（月）・21（月）・24（木）・28（月）
※小山・間々田・桑分館は、3（木）・23（水）も休館になります

期間：令和4年10月27日（木）～ 11月9日（水）
標語：「この一冊に、ありがとう」

読書推進サービス「マイ本棚」終了のお知らせ

特別整理期間（休館）のお知らせ

　図書館ホームページは、令和4年11月の図書館システムの入替に合
わせて、新しくなります。新しいホームページでは、新たな読書記録
の機能を準備しており、記録の方法が、「マイ本棚」と異なりますので、
現在の読書の記録は、新しいホームページに引き継がれません。現在
の「マイ本棚」に登録した読書の記録は、終了日時までにご自身で保
存するようお願いします。
「マイ本棚」終了日時：令和4年10月10日（月·祝）午後7時

※なお、ホームページからの資料検索・予約・利用状況確認等は、
　10月10日（月）19時から10月31日（月）まで停止となります

　令和4年度の特別整理期間は、図書館システムおよび機器の更新の
ため、中央図書館・分館・公民館図書室・配本所の全館を、例年より
長い3週間の休館とします。なお、中央図書館では、この期間中に開
架棟吹き抜け照明のＬＥＤ化工事を施工する予定です。
　利用者のみなさまには、ご不便をおかけしますが、ご理解のほど、
よろしくお願いします。
【各図書館・図書室・配本所の特別整理期間（休館）】
中央図書館（城東） 10月11日（火）から

10月31日（月）
まで

分館（小山・間々田・桑） 10月10日（月）から
公民館図書室（絹・寒川・生井・中・大谷）
配本所（穂積・豊田） 10月8日（土）から

配本所（城南） 10月11日（火）から

 11月の休館日

　
      

  2022年（第76回）読書週間のお知らせ

一風変わったおむらいすを提供しお魚料理やお肉料理も
他とはちょっと変わったソースで楽しめます。
美味しい料理を食べてみんなを「幸せ」と「笑顔」にして
くれる「ぶどうの木」

僕のおススメは たまり醤油のあんかけ風ソースのかかっ
た「和風おむらいす」です。
女性に大人気の「西京みそクリームの和風おむらいす」
もおススメ。

テイクアウトも出来ますので是非ご利用ください。

【場所情報】
創作洋食 ぶどうの木
住　　所： 小山市東城南4-31-1

 サニープレイス3
営業時間：11:30-14:00 ／ 18:00-20:30
定 休 日：毎週月曜日ディナー ／ 火曜日
電話番号：☎0285-28-0980

創業20年　創作洋食レストラン

ぶどうの木

おやま広報特派員
おやまりも さん

中央図書館ホームページをご覧ください。
　
      移動図書館
「せきれい」巡回日程

 おはなし会
名称（会場） 11月 開始時間

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

※会場の記載が無いものは中央図書館

問シティプロモーション課
　☎ 22-9353

おやま広報
特派員の



！！

　令和 4年 9月 2日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、新型コロナウイルスのオミクロン株に対
応したワクチンを使用した追加接種についての方針が取りまとめられました。

　以下は、9月7日時点の情報・予定です。今後の検討状況により変更になる可能性がありますのでご注意ください。市では、
引き続き情報を収集し、実施が決定した場合に、速やかに対応できるよう準備を進めています。

〇接種対象者・対象時期　
　初回（1・2回目）接種を完了した12歳以上の方
　※（最後の）新型コロナワクチン接種の接種日から5か月以上を経過した時期を想定しています

〇接種の開始時期
　（集団接種）

9 月 25 日以降  4 回目接種の対象となっている方へ実施

10 月半ば以降 初回（1・2回目）接種を完了した 12歳以上すべての方へ実施

　（個別接種）
　9月 26日以降、市内医療機関へのワクチン配送を開始予定

〇ワクチンの種類
　ファイザー社、モデルナ社製オミクロン株（BA.1）と従来株に対応した2価ワクチン

〇接種券の発送時期
　対象時期に応じて発送予定

すでに3回目または4回目の接種券をお持ちの方は、オミクロン株対応ワクチン接種の際も、使用できますので、
捨てずにお持ちください。

＊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）
　　　☎ 22-9899・22-9492・22-9309

オミクロン株対応ワクチン（2価ワクチン）の接種について

新型コロナワクチンに関する
市ホームページサイト

ごみの分別～ここに注意して～

　今回は、紙・布類に関することです。

　下記のようなものを「可燃ごみ」に出していませんか？これらは「紙・布類」として
出すことができる資源です。「可燃ごみ」の約 3割に大切な資源が混ざってしまってい

ます。これらをきちんと分別し、ごみの減量化・資源化にご協力をお願いします。
　また、トイレットペーパーの芯などはどのように出したらいいの？ひもで縛る
のは難しいし、ひと手間かかってしまい大変。と思われる方も多いのではないで
しょうか。実は細かいものは紙袋や封筒などに入れて出していただけます。その
ときに注意点が 1つ。紙袋は手提げ部分も紙でできたものでお願いします。

問環境課　☎ 22-9286

・ティッシュの箱 ・トイレットペーパーの芯

・包装紙

・お菓子などの空き箱

・封筒
・紙パック
 （内側が
  白いもの）

紙袋や封
筒の中に
入れる

広報おやま　2022.1012



健康
メモ

ひとくち

健康
メモ

ひとくち

口の病気【口腔がん】 問健康増進課　☎ 22-9522
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 口腔がんとは？ 
　口腔がんとはお口の中に出来るがんの総称です。できやすい
のは舌、歯肉、頬ですが、歯以外のどこにでも出来る可能性が
あります。
 口腔がんの症状は？ 
　はじめは症状がないことが多く、次第にしみたり、触ると痛
かったり出血したりしてきます。なかなか治らない口内炎や口
の中の荒れ、しこり、粘膜の色の変化（赤色や白色）などの異
常が無いかご自身の口の中をチェックしてみましょう。
 口腔がんの治療法は？ 
　多くは切除術となるため食事がとりにくいなど日常生活に支
障をきたす事になります。しかし、早期に発見、治療すれば口
の機能障害も少なく、完治も見込めます。そのためにも定期的
な歯科健診を受けましょう。

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

11
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）

●口腔がん検診のお知らせ●　
日　時：10/23（日）9:00～ 12:00
　　　　（受付終了は11:30）
会　場：健康医療介護総合支援センター
　　　　（健康の森さくら）
対　象：お口の中に心配ごとのある小山市民の方
　　　　（例：しみる、痛い、口内炎がある、はれもの

がある、入れ歯があたって傷ついたなど）
申込み：健康増進課☎ 22-9522
　　　　（定員になり次第〆切）

※虫歯、歯周病の検査はしません

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止となる場合もあります

要申込
無料

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
②⑥ ③⑤ ②④ ③⑤ ①⑥

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

この記事は（一社）小山歯科医師会の協力のもと作成しています。
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　　　　　　　離乳食教室　　　　　
日　時　11月22日（火）9:30 ～ 11:30
場　所　市役所3階　保健センター検診室
対　象　 離乳食初期～中期（おおよそ5～ 8カ月）

の児とその保護者
内　容　離乳食の進め方、作り方のコツなど
持ち物　 食べさせているスプーン、上履き、くつ袋
定　員　10組
申込み　10月21日（金）～健康増進課☎22-9525

　　　　　無料フッ素塗布事業　　　
日　時　10月23日（日）9:00 ～ 12:00
場　所　健康医療介護総合支援センター
対　象　 満3歳児～小学校2年生（H26.4.2 ～

R1.10.23）※電話申込不可
※ 当日は必ず歯を磨いて来てください。
フッ素塗布後30分は飲食できません

定　員　330人
申　込　 10月13日(木)8:30 ～ウェブサイトから

の申請のみ受付
問合せ　健康増進課☎22-9525

　マタニティクラス（はじめての妊娠コース）　
日　時 内　容

1課 11月14日（月）
9:30 ～ 11:30

栄養士講話、心理士講話
（子育ての秘訣）など

2課 12月5日（月）
13:15 ～ 16:00

沐浴指導、妊婦疑似体験
など

※1課2課セットでご受講ください
場　所　市役所3階　保健センター検診室
対　象　妊娠16週以降の妊婦　※父親参加歓迎
定　員　15人
料　金　テキスト代250円
申込み　 10月14日（金）～母子健康包括

支援センター☎22-9527

　 　 　   　乳幼児健康相談　   　　
日　時　 11月28日(月)

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　 10月25日(火)13:00 ～☎22-9525

※計測のみの方はホームページから申込可
問合せ　健康増進課 ☎22-9525

≪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

豊
とよ だ
田 ののはちゃん（間々田）

※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

菅
かん
野
の
 綾
あや
人
と
ちゃん（城北） 土

つち
屋
や
 藤
ふじ
子
こ
ちゃん（小山）
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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）

■新型コロナウイルス関連情報

・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
　10月30日㈰8:30 ～17:15

10月の納期 納期限10月31日㈪
市県民税…………………3期分
国民健康保険税…………4期分
介護保険料………………4期分
後期高齢者医療保険料…4期分

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）

中久喜自治会で作成した
「ぶらり中久喜魅力マップ」に掲載の

中久喜城跡に足を運ぶと
丁寧に作られた手作りの案内看板を見つけました。

住んでいる地域を好きになることに
街づくりのヒントがあるかもしれません。

今月の 1枚

「地域の
魅力づくり」



 
■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：166,650 人（7 増）、男性 84,223 人（11 減）、女性 82,427 人（18 増）、世帯数 71,339（57 増）（9 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 10 月 1 日発行

診療時間 平日／ 9：00～13：00  15：00～19：00
土曜／ 9：00～13：00  14：00～18：00
休診日／日・祝日  初診の方は「ネット予約可」

℡.0285-27-8148
 小山市駅南町 3-26-18
 http://www.kakumotoshika.com

※受付は終了
　30分前まで

HP

ハ　イ　シ　ャ

歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科

初診の方用予約QRコード
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P24  新型コロナウイルス関係情報
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広 報

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 OYAMAP8-9 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 OYAMAP8-9 小山の花火
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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！！

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！


