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広 報特 集
令和３年度決算報告
（２ページ～ 7ページ）

ふるさと納税（８ページ～９ページ）
小山市からのありがとう
きらりおやま人～紹介したい人がいます～（10ページ）
高橋弘美さん
6 人のお子さん紹介
すくすく写真館（14ページ）

【 表 紙 】 ふるさと納税の使
い道のひとつになっている
「子育て広場」支援事業での
一枚。モデルになってくれ
たのは小

こ
堀
ぼり
浩
はる
佳
か
ちゃん1歳。

初めての大きなカメラに驚い
た表情を見せてくれました。
小山市に住むすべての子ども
たちが健やかに育つことので
きる市政を目指して。
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令和 3年度　決算報告

諸収入
33億218万円

（4.4％）

市税
282億5,829万円
　　 （37.5％）

市民税、固定資産税、
都市計画税など、
皆さんが納めるお金

繰越金
21億8,315万円

（2.9％）
その他

37億6,844万円
（5.0％）

国庫支出金
168億9,555万円

（22.4％）
特定の事業のために国から交付されるお金

市債
76億4,750万円

（10.2％）
国や銀行などから借りるお金

県支出金
49億3,149万円

(6.5％)
特定の事業のために県から

交付されるお金

交付金・譲与税等
59億1,835万円

（7.9％）
国・県から配分されるお金

地方交付税
24億2,010万円

（3.2％）
国から配分されるお金

依存財源
378億1,299万円 

（50.2％）

依存財源
378億1,299万円 

（50.2％）

自主財源
375億1,205万円

（49.8％）

自主財源
375億1,205万円

（49.8％）

歳 入 どんな収入があったの ?

　皆さまが納めた税金や、国や県からの交付金、市の借金である市債などがどのように使われているのかをお知ら
せします。
　財源の効果的運用を心がけ、節減合理化および内容の充実に努力した結果、財政健全化法に基づく判断比率につ
いても、国の基準値を大きく下回り、財政の健全化を引き続き維持することができました。
　安定した財政を維持できるよう、引き続き行財政改革に努めます。

■歳入　753億 2,504万円
　　　　（前年度比　147億 787万円・16.3%減）
　前年度から減少した主な理由
　・国庫支出金の減少（特別定額給付金の給付の終了によるもの）
　・市債の減少（新庁舎整備事業等の減少によるもの）など

■歳出　720億 3,705万円
　　　　（前年度比　158億 1,271万円・18.0%減）
　前年度から減少した主な理由
　・投資的経費の減少（外構を除く新庁舎の建設、令和元年東日本台風に係る災害復旧事業等の完了に伴うもの）
　・その他の経費の減少（特別定額給付金の給付の終了によるもの）など

一般会計

問財政課　☎ 22‒9333
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その他
5億8,168万円（0.8％）

消防費
19億5,919万円

（2.7％）

農林水産業費
14億7,755万円（2.1％）

商工費
37億8,165万円

（5.2％）

教育費
88億8,181万円

（12.3％）

衛生費
66億2,894万円

（9.2％）
健康診断・予防接種・
ごみ処理に使うお金

公債費
61億8,634万円

（8.6％）
市債の返済に使うお金

土木費
71億1,172万円

（9.9％）
道路・公園・橋・河川の整備・

維持に使うお金

民生費
260億4,808万円

(36.2％)
高齢者・障がい者・

児童などの福祉に使うお金

総務費
93億8,009万円

（13.0％）
  全般的な事務に使うお金

その他
274億5,362万円
（38.1％）

その他
274億5,362万円
（38.1％）

投資的経費
102億2,977万円
（14.2％）

投資的経費
102億2,977万円
（14.2％）

義務的経費
343億5,367万円
（47.7％）

（億円）

0

10

20

30

40

50 財
政
調
整
基
金

財
政
調
整
基
金
以
外
の
基
金

R3R2R1H30H29

30.5

12.1

42.6

30.2

12.2

42.4

29.2

12.3

41.5

21.2

12

33.2

19.7

24.9

44.6 （億円）

0

200

400

600

800

1000 臨
時
財
政
対
策
債

臨
時
財
政
対
策
債
以
外

R3R2R1H30H29

768.3

170.7

939

750.9

167.1

918

737.2

160.5

897.7

816.8

150.6

967.4

817.5

154.2

971.7

歳 出

■基金の推移「市の貯金」
令和 3年度末の一般会計の基金残高は 44.6 億円です。
このうち、大規模災害等不測の事態に備えるための財政調
整基金の残高は 24.9 億円です。

■市債残高の推移「市の借金」
令和 3年度末の一般会計・特別会計・企業会計の合計市債
残高は 971.7 億円です。
豊田中学区新設小学校整備事業等に伴い（市債の新規発行額
が元金返済額を上回り）残高が増加しましたが、過去のピー
クを超えることがないよう抑制に努めます。

・義務的経費　343億 5,367 万円

人件費　  92 億 9,705 万円
市職員の給料や議員報酬などのお金

扶助費　188億 7,028 万円
生活保護、障がい者支援等、福祉に使うお金

公債費　  61 億 8,634 万円
市債の返済に使うお金

・投資的経費　102億 2,977 万円
普通建設事業、災害復旧事業等に使うお金

どんな支出が
あったの ?

※一般会計決算は、12月の市議会で認定を受ける予定です。認定後、詳細なものを市ホームページに掲載します
※グラフや表の金額は、1万円未満を四捨五入したものであり、合計額が合わない場合があります
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特別会計
特別会計は、国民健康保険や介護保険などの特定の事業収入を特定の支出に充てるため、一般会計とは区別して設
けられています。※特別会計決算は、９月の市議会で認定済みです

 国民健康保険特別会計決算 
問国保年金課　☎ 22‒9414

 介護保険特別会計決算 
問高齢生きがい課　☎ 22‒9541

会計名 歳入 歳出 差引額（=歳入－歳出）

国民健康保険 159億   885万円 157億   279万円 2億　606万円

介護保険 118億5,245万円 112億8,478万円 5億6,767万円

後期高齢者医療 18億2,742万円 18億2,413万円 329万円

病院事業債管理事業 4億6,806万円 4億6,806万円 0円

墓園やすらぎの森事業 1億6,003万円 1億1,644万円 4,360万円

栃木県南地方卸売市場 3,501万円 3,300万円 200万円

与良川水系湛水防除事業 4,155万円 3,584万円 572万円

小山東部第二工業団地造成事業 8億5,196万円 8億5,196万円 0円

テクノパーク小山南部造成事業 4億1,430万円 4億1,430万円 0円

公共用地先行取得事業 898万円 898万円 0円

歳入歳出

その他の支出
2 億 724万円
（1.3％）

国民健康保険税
34 億 924万円
（21.4％）

県支出金
111 億 2,688 万円
（69.9％）

一般会計繰入金
10 億 7,522 万円
（6.8％）

基金繰入金
1 億円
（0.6％）

その他の収入
1 億 9,751 万円
（1.3％）

総務費
2 億 2,646 万円
（1.4％）

保険給付費
108 億 7,655 万円
（69.3％）

国民健康保険事業費納付金
43 億 9,254 万円
（28.0％）

159億
885万円

157億
279万円

歳入歳出
118 億
5,245 万円

112 億
8,478 万円

保険料
29 億 3,696 万円

（24.8％）

国庫支出金
23 億 2,627 万円

（19.6％）

支払基金交付金
29 億 4,304 万円

（24.8％）

県支出金
16 億 4,838 万円

（13.9％）

繰入金
19 億 7,497 万円

（16.7％）その他の収入
2,285 万円
（0.2％）

総務費
2 億 9,602 万円

（2.6％）

保険給付費
103 億 9,175 万円

（92.1％）

地域支援事業費
5 億 7,410 万円

（5.1％）

その他支出
2,293 万円
（0.2％）
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令和 3年度決算に基づき算定した

財政健全化判断比率
　財政の健全性を確認するため、国が定めた指標です。数値が大きいほど財政が悪化していることを示します。
　小山市はすべての指標において基準を下回っています。ただし、将来負担比率は 85.3％と県内他市と比較し、高い数値を示
しています。
　今後も市債発行額の抑制に努めるなど、将来負担比率の改善に努めます。

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

事業 経費
内訳

特定財源 一般財源
国県支出金 市債・その他 都市計画税充当額 その他

土地区画整理費 7,000万円 0円 0円 5,891万円 1,109万円
街路事業費 2億   330万円 3,250万円 1億3,830万円 2,735万円 515万円
市街地再開発事業費 1億5,894万円 7,947万円 7,150万円 671万円 126万円
公共下水道費 15億2,303万円 0円 0円 12億8,168万円 2億4,135万円
地方債償還額 4億9,066万円 0円 0円 4億1,291万円 7,775万円
合計 24億4,593万円 1億1,197万円 2億   980万円 17億8,756万円 3億3,661万円

※ 1　早期健全化基準
①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率のそれぞれに設けられており、いずれかが基準
値を超えた場合、財政健全化団体として「財政健全化計画」を策定、公表し、自主的・計画的に市自身の努力で財政の健全
化を図っていくことになります。

※ 2　財政再生基準
①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率のそれぞれに設けられており、いずれかが基準値を超えた場合、
財政再生団体として「財政再生計画」を策定、公表し、国などの管理下で計画的に財政の健全化が図られます。

小山市 早期健全化基準※1 財政再生基準※2

①実質赤字比率
一般会計等の実質的な赤字額が、標準的な収入に対
してどれくらいの割合になるかを示すもの 

該当なし 11.63％ 20.0％

②連結実質赤字比率
全会計の実質的な赤字額が、標準的な収入に対して
どれくらいの割合になるかを示すもの 

該当なし 16.63％ 30.0％

④将来負担比率
一般会計等が抱える実質的な負債残額が、標準的な
収入に対してどれくらいの割合になるかを示すもの

85.3% 350.0％ -

③実質公債費比率
一般会計等の実質的な借入金の返済額が、標準的な
収入に対してどれくらいの割合になるかを示すもの

6.0% 25.0％ 35.0％

⑤資金不足比率
各公営企業会計の資金不足額が、料金収入に対して
どれくらいの割合になるかを示すもの

該当なし 20.0％ -

経営健全化基準



▲城南汚水中継ポンプ場（令和 5年 4 月に運行予定）
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安全で安心な水を届けるために

水道管の年間の工事費用と距離は？

下水道管の年間の工事費用と距離は？

※ 下水道の管は水道の管より深い地中に太く大きな管を埋めるため、水道管より工事費が
高くなります

およそ６．３億円

およそ４．５億円

およそ８．０ｋｍ

およそ４．４ｋｍ

　水は私たちの生活に必要不可欠なものであり、水道事業は将来にわたって安全な水を安定して供給することを目的とし、
下水道事業は汚れた水を処理し、きれいな水を思川に流すことで、河川の水質と、私たちの生活を守ることを目的に経営
しています。

問上下水道総務課　☎ 24-7614
問上下水道施設課　☎ 24-7617



▲城南汚水中継ポンプ場（令和 5年 4 月に運行予定）

広報おやま　2022.116

安全で安心な水を届けるために

水道管の年間の工事費用と距離は？

下水道管の年間の工事費用と距離は？

※ 下水道の管は水道の管より深い地中に太く大きな管を埋めるため、水道管より工事費が
高くなります

およそ６．３億円

およそ４．５億円

およそ８．０ｋｍ

およそ４．４ｋｍ

　水は私たちの生活に必要不可欠なものであり、水道事業は将来にわたって安全な水を安定して供給することを目的とし、
下水道事業は汚れた水を処理し、きれいな水を思川に流すことで、河川の水質と、私たちの生活を守ることを目的に経営
しています。

問上下水道総務課　☎ 24-7614
問上下水道施設課　☎ 24-7617

▲小山水処理センター

▲若木浄水場 ▲大行寺雨水幹線新設工事（推進工法）

▲喜沢取水棟
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上下水道事業の経営
　小山市上下水道事業は、地方公営企業法の適用を受けており、事業に必要な経費は、原則として料金などの収入で賄う「独
立採算制の原則」に基づき経営されております。

会 計 名
事業運営を目的とした

収益的収支
（消費税込み）

施設設備を目的とした
資本的収支
（消費税込み）

水 道 事 業
収　入 30億 9,556 万円 1,249 万円
支　出 23億 1,251 万円 11億 3,923 万円

下水道事業
収　入 45億 6,938 万円 42億 8,108 万円
支　出 32億 1,765 万円 48億　120 万円

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、内部留保資金等で補填しています

※詳細は市ホームページ参照　［トップページ▶くらしの情報▶水道・下水道▶財政公表・企業会計の状況］

上下水道事業内容
　水道事業は、私たちが飲む安全・安心な品質の水の確保に努めています。令和3年度は、思川等から取水した約1,489万㎥の
水を浄化し、約68,000戸の家庭と事業所に給水しました。
 下水道事業は、私たちが台所やお風呂、トイレ等で使用した排水を浄化し、思川の生き物へ悪影響がないようきれいにした水を
放流しています。令和3年度は、約34,000戸の家庭と事業所から排出された約1,368万㎥の下水を処理し、思川へ放流しました。
　また、荒天時に雨水で街中が冠水しないように、降った雨水を思川まで排除する役割も担っております。
　上下水道事業では、水道水を私たちの家まで送る配水管と、私たちの家から排水した水を処理するため施設まで送る排水管を
地中に埋めており、新たな管を埋設する工事も行っていますが、既に埋まっている老朽化した管を新しい管に交換する工事も行っ
ています。継続してサービスを提供していくために、施設の劣化状況に応じて、更新工事を行っています。
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小山市からのありがとう
ふるさと納税寄附金の使い道

　令和２年度に、全国から約 45,000 件・約７億円の寄附があり、返礼品等に係る経費を除いた寄附金が令和３年
度の事業に使われました。本市のふるさと納税「小山評定ふるさと応援寄附金」では、小山評定ふるさと応援基金
条例に掲げる事業のうちから、寄附者の方に寄附金の使い道を指定いただくことにより、小山市の推進する施策に
参画できるものです。昨年度、寄附者の皆様の意向に沿って活用させていただいた各種事業から主な事業をご紹介
します。

　市の子育て支援として、第 2次小山市子ど
も・子育て支援事業計画を令和 2（2020）年
3月に策定し、「子育ての輪がひろがり　未来
につなぐ夢・希望あふれるまち　おやま」を
基本理念とするとともに、3つの基本視点、「出
会い・結婚・妊娠・出産の切れ目のない支援
を推進」、「すべての親が安心して子育てでき
る環境づくりを推進」、「すべての子どもの健
やかな育ちを支援」に基づき、市民・地域・
企業・行政が一体となって子育て家庭に寄り
添う支援を行います。
　その中の取組の一つとして、未就園児を対
象に、親子が集い交流や仲間づくり、育児不
安等に対する相談及び支援の実施、子育て支
援に関する講座開設、その他子育て支援に必
要な情報の提供などを行う場として「子育て
ひろば」を開設しています。

　市では、渡良瀬遊水地や周辺地域において
ラムサール条約の理念である湿地の「保全・
再生」・「賢明な利用（ワイズユース）」・「交流・
学習（CEPA）」に基づいて、コウノトリをは
じめとした多様な生きものと共生する持続可
能なまちづくりを目指しています。治水機能
確保を最優先とした「エコミュージアム化」
事業では、国土交通省が掘削により渡良瀬川
の水辺を造成し、良好な湿地環境が再生され
ています。小山市は、湿地を樹林化させてし
まうヤナギや侵略的外来種のセイタカアワダ
チソウを抜き取る「ヤナギ・セイタカアワダ
チソウ除去作戦」、オオクチバスやブルーギル
などの外来魚を駆除する「おさかなワイワイ
大作戦」を市民ボランティアの参加を得て実
施し、豊かな湿地環境の保全・再生に努めて
います。

　市の誇る伝統産業「結城紬」は、平成 22
（2010）年 11 月 16 日にユネスコ無形文化遺
産に登録されましたが、景気の低迷と和装文
化衰退により需要は激減し、本場結城紬産業
の存続が危ぶまれています。市では、ユネス
コ無形文化遺産本場結城紬生産振興普及事業
として国の重要無形文化財である「本場結城
紬」が平成 22（2010）年 11 月 16 日にユネ
スコ無形文化遺産に登録されたことから、ユ
ネスコ登録日である 11 月 16 日を「小山きも
のの日」として 11月に着物の着用を推進する
イベントを開催しています。和装文化の象徴
ともいえる着物の着用を推進し、県内外に「本
場結城紬」の産地である当市を PRするととも
に、着物に対する市民意識を醸成し、本場結
城紬の需要の掘り起こしを図ります。

子どもの健全育成と子育て支援 自然環境の保全と地球温暖化対策 小山ブランドの創生と産業の振興

問総合政策課　☎ 22‒9355
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抜き取って保管できます !

小山きものの日

見て、聞いて、羽織って、本場結城紬を知っていただくため、市内各所でスタンプラリーや抽選会、本場結城紬の
展示などを行います。
日 　 時　11月 19日（土）　10時～ 16時　
会 　 場　市役所1階多目的スペース他
内 　 容　■10時～　　　　開会式　第47回栃木県本場結城紬織物展示会・表彰　

■10時 45分～　大妻女子大学　阿部栄子教授　
　　ミニ講話「サスティナブルきもの　～親から子、子から孫へ　つなぐ～」
■13時 30分～　丹野井成寿社中　琴演奏会
■14時 30分～　お楽しみチャリティ抽選会（豪華賞品が当たります）　
　　参加方法　当日販売の応募券（500円）を購入・必要事項を記入し抽選箱へ！※14時応募〆切
　　賞品1等　小山市長賞　本場結城紬反物　2等　本場結城紬ショール　3等　間々田紐帯締め
　　特別賞　結城市長賞　男女桐下駄ペアセット　　参加賞は応募者全員に
■ 伝統工芸ワークショップ、バーチャル着付体験（クラフト館・体験＆アンケート回答で本場結城紬コー
スタープレゼント※先着30人）10時～ 14時、本場結城紬着心地体験（クラフト館・要予約）　

■糸つむぎのさとワークショップ「シルクの綿でふわふわ雪だるま作り」（11/12・13開催※各日先着10人）　

スタンプラリー（結城市とのコラボ）
6か所のスタンプのうち4つ以上を集めた方に、抽選で小山市または結城市の特産品をプレゼント！
期 　 間　11月 12日（土）～20日（日）
スタンプ設置箇所　　 小山市：まちの駅　思季彩館、クラフト館、糸つむぎのさと
　　　　　　　　    　結城市：観光物産センター、伝統工芸館、結城蔵美館

第55回小山市農業祭開催

市内で生産される新鮮で安全安心な農産物・加工品の販売やお楽しみ抽選くじの配布など、催し物が盛りだくさんの
農業祭が3年ぶりに開催されます！
日 　 時　11月12日（土）・13日（日）　9時～ 15時
場 　 所　小山総合公園 第3駐車場
内 　 容　新鮮な農産物が当たる「お楽しみ抽選くじ」の配布（後日抽選の上、発送）

小山の新鮮・安全安心な農産物・鉢花の販売
小山の農畜産物を使った加工品の販売
農機具（トラクター、コンバイン等）の展示　など

駐 車 場　小山総合公園 第2駐車場、小山聖苑西側特設駐車場
　　　　　※当日は会場周辺の混雑が予想されるため、公共交通機関のご利用にご協力ください
※新型コロナウイルス感染対策　
・マスクを着用の上でご来場ください
・会場入口等に検温器・消毒液を設置　※発熱（37.5度以上）がある方および
　体調不良の方は来場をご遠慮ください
・ブースを従来より余裕をもって配置
※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止になる場合があります

問工業振興課　☎22‒9397

問農政課　☎22‒9255

37.5
℃



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（10月13日現在の情報です）

お知らせ

11月は「労働保険
未手続事業一掃強化
期間」です

問厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課　適用係
☎ 03‒5253‒1111
一人でも雇ったら、労働保険（労災保
険・雇用保険）の成立手続が必要です。

秋季全国火災予防運動が始ま
ります !

問予防課　☎ 39‒6657
11 月 9日（水）～ 15日（火）までの 7
日間は秋季全国火災予防運動期間で
す。期間中は消防車両による広報活動
を実施します。市民の皆さまも火災予
防にご協力ください。

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

問人権・男女共同参画課　
☎ 22‒9292
法務局職員や人権擁護委員が、女性を
めぐるさまざまな相談について、時間
を拡大して電話対応します。
実施機関　宇都宮地方法務局・栃木県人

権擁護委員連合会
☎（ナビダイヤル）0570‒070‒810
日 時　11月18日（金）～24日（木）
　　　　平日 : 8時 30分～ 19時
　　　　土日 : 10時～ 17時

小山市消防団通常点検

問消防総務課　☎ 39‒6655
日　時　11月 20日（日）8時～　　　
場　所　市役所　第2駐車場（庁舎西）
内　容　地域防災を担う消防団員・消
防団車両が集合し、市長の点検を受け
るとともに、常日頃の訓練の成果を披
露します。4年ぶりに開催します。

令和4（2022）年
第3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、9月 1日（木）～30
日（金）に開催されました。会議結果は
ホームページ、議案の詳細は、議案書
が市立図書館にありますので、ご覧く
ださい。

インボイス制度説明会

問栃木税務署　法人課税第一部門　
☎ 0282‒22‒1805
【説明会の主な内容】
・インボイス制度の概要
・売手側、買手側のインボイス発行（受
領）の注意点
・登録申請の方法等
日 時
・11月 15日（火）10時～ 11時、
　13時 30分～ 14時 30分
・12月 6日（火） 10時～ 11時、
　13時 30分～ 14時 30分
場 所　栃木税務署
　　　　栃木市河合町1番 29号
　　　　栃木地方合同庁舎
対 象　どなたでも可（無料）
定 員　各20人（先着順）
申 込　要事前登録
　　　　問合せ先に電話
　　　　（平日8時 30～ 17時）

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
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12
月 31日（土）までに延長されました。

家族サロン ひきこもりの
方を支えるご家族へ

問福祉課　☎ 22‒9858

ひきこもりで悩むご家族の集いを開催
しています。同じような悩みを持つご
家族で話をしたり、聴いたりするサロ
ンです。ご家族同士だからこそ「似た
経験をした」「同じように感じていた」
など分かり合えることがあります。
日 時　月1回　※詳細は要問合せ
場 所　市役所4階　会議室402
対 象　ひきこもりご本人が小山市に

お住いの方のご家族
申 込　事前登録必須

市有地公売

問管財課　☎ 22‒9322
一般競争入札により、若木町地内・羽
川地内・塚崎地内・八幡町地内・八幡
町地内の市有地を公売します。
日 時　12月 12日（月）10時
　　　　（受付9時～9時 30分）
場 所　市役所5階　入札室
対 象　入札参加者
申込期間　11月16日（水）～30日（水）

8時 30分～ 12時
13時～ 17時

申込方法　入札参加申込書を持参または
郵送（11月 30日（水）必着）

提出先　同課

小山広域保健衛生組合
入札参加者資格審査

問小山広域保健衛生組合　建設政策課
☎ 22‒3228
受付期間
11月 7日（月）～25日（金）（必着）
提出方法
郵送（郵便書留）
※小山広域保健衛生組合管内市町に本
社または支店等を有する方は持参によ
る提出もできます（土日祝日を除く）
提出先
〒323‒0043　小山市大字塩沢604
番地　小山広域保健衛生組合　建設政
策課　政策係　宛
申請書類および申請要領の入手方法
申請書は小山広域保健衛生組合建設政
策課窓口または小山広域保健衛生組合
のホームページにて入手できます。



インフォメーション

11月OPEN
～人とひとをつなぐ場所～
「常設型サロン みんなの縁側　じゃあまたね」

問小山市社会福祉協議会　
☎ 23‒1887
小山市生活支援体制整備モデル事業と
して、高齢者をはじめ地域の皆さまが
「自由に立ち寄れる居場所」がオープ
ンします。高齢者等の社会参加を促し、
孤立化リスクの低減を図ることを目的
としています。お気軽にお立ち寄りく
ださい。
場 所　城東2丁目19‒4

ホワイトクリーニング南国店
跡地

時 間　10時～ 15時 30分
休 み　木曜日
開設日時は、ホームページ等をご覧く
ださい。運営スタッフも随時募集中 !!

戦没者等のご遺族の皆様へ

問福祉課　☎ 22‒9612
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令
和 2年 4月 1日において、恩給法に
よる公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金等を受ける方
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お
一人に支給されます。
1. 令和 2年 4月 1日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰金の受
給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の（1）父母（2）孫（3）祖父
母（4）兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有
していること等の要件を満たしている
かどうかにより、順番が入れ替わりま
す
4. 上記 1から 3以外の戦没者等の三
親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き 1
年以上の生計関係
を有していた方に限ります
支給内容　額面25万円、5年償還の記

名国債
請求期間　令和5年 3月 31日まで

※請求期限を過ぎると、第十一回特別
弔慰金を受ける権利がなくなります

都市計画の案に関する
縦覧・説明会

問都市計画課　☎ 22‒9203
市が変更・決定する都市計画の案につ
いて、縦覧と説明会を実施します。都
市計画の案について意見のある方は、
意見書を提出することができます。

ねんきんネットを
使いませんか ?

国保年金課　☎ 22‒9416
栃木年金事務所　☎0282‒22‒4131
ねんきんネットでは、スマートフォン
やパソコンからご自身の年金記録の確
認や、将来の年金受給額の試算等がで
きます。
ご利用には利用登録が必要です。年金
機構から発行されたアクセスキー・基
礎年金番号がわかる方は、すぐに登録
できます。

令和5年版
栃木県民手帳販売

問行政総務課　☎ 22‒9312
栃木県の統計データや県内のイベント
情報などが掲載された便利な手帳で
す。11月より販売を開始します。
販売価格　605円（税込）
場 所　取扱店舗は、県のホームペー

ジに掲載

募 集

令和5年度公立保育所
会計年度任用職員募集

問こども課　☎ 22‒9649
小山市公立保育所で働くフルタイム保
育士・パートタイム保育士を募集しま
す。
持ち物　履歴書・保育士証（免許証）の

コピー・筆記用具
日 時　随時面接・実技試験
場 所　市役所3階　こども課

対 象　保育士・小学校教諭・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　同課まで電話　　
　　　　12月 28日（水）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　12月3日（土）10時～12時
場 所　市役所3階　こども課
対 象　保育士・小学校教諭・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　12月 2日（金）まで

令和4年度
消防設備士試験

問（一財）消防試験研究センター栃木県
支部　☎ 028‒624‒1022
試験日　令和5年 2月 12日（日）
試験会場　宇都宮工業高等学校
電子申請　12月 2日（金）～13日（火）
書面申請　12月 5日（月）～16日（金）
申請先　消防試験研究センターのホー

ムページ参照
願書配布場所　
予防課、消防署、分署、分遣所

令和4年度小山市登録
手話通訳者認定試験

問福祉課　☎ 22‒9624
問小山市聴覚障害者協会 
℻  37‒9755
試験内容　
筆記 : 小論文
実技 : ①読取（読み上げ）②聞き取り表
現（日本手話・日本語対応手話パター
ン別）③場面通訳
面接
※合格者は小山市手話通訳者として登
録します
日 時　12月 10日（土）

※「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

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（10月13日現在の情報です）

お知らせ

11月は「労働保険
未手続事業一掃強化
期間」です

問厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課　適用係
☎ 03‒5253‒1111
一人でも雇ったら、労働保険（労災保
険・雇用保険）の成立手続が必要です。

秋季全国火災予防運動が始ま
ります !

問予防課　☎ 39‒6657
11 月 9日（水）～ 15日（火）までの 7
日間は秋季全国火災予防運動期間で
す。期間中は消防車両による広報活動
を実施します。市民の皆さまも火災予
防にご協力ください。

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

問人権・男女共同参画課　
☎ 22‒9292
法務局職員や人権擁護委員が、女性を
めぐるさまざまな相談について、時間
を拡大して電話対応します。
実施機関　宇都宮地方法務局・栃木県人

権擁護委員連合会
☎（ナビダイヤル）0570‒070‒810
日 時　11月18日（金）～24日（木）
　　　　平日 : 8時 30分～ 19時
　　　　土日 : 10時～ 17時

小山市消防団通常点検

問消防総務課　☎ 39‒6655
日　時　11月 20日（日）8時～　　　
場　所　市役所　第2駐車場（庁舎西）
内　容　地域防災を担う消防団員・消
防団車両が集合し、市長の点検を受け
るとともに、常日頃の訓練の成果を披
露します。4年ぶりに開催します。

令和4（2022）年
第3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、9月 1日（木）～30
日（金）に開催されました。会議結果は
ホームページ、議案の詳細は、議案書
が市立図書館にありますので、ご覧く
ださい。

インボイス制度説明会

問栃木税務署　法人課税第一部門　
☎ 0282‒22‒1805
【説明会の主な内容】
・インボイス制度の概要
・売手側、買手側のインボイス発行（受
領）の注意点
・登録申請の方法等
日 時
・11月 15日（火）10時～ 11時、
　13時 30分～ 14時 30分
・12月 6日（火） 10時～ 11時、
　13時 30分～ 14時 30分
場 所　栃木税務署
　　　　栃木市河合町1番 29号
　　　　栃木地方合同庁舎
対 象　どなたでも可（無料）
定 員　各20人（先着順）
申 込　要事前登録
　　　　問合せ先に電話
　　　　（平日8時 30～ 17時）

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
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12
月 31日（土）までに延長されました。

家族サロン ひきこもりの
方を支えるご家族へ

問福祉課　☎ 22‒9858

ひきこもりで悩むご家族の集いを開催
しています。同じような悩みを持つご
家族で話をしたり、聴いたりするサロ
ンです。ご家族同士だからこそ「似た
経験をした」「同じように感じていた」
など分かり合えることがあります。
日 時　月1回　※詳細は要問合せ
場 所　市役所4階　会議室402
対 象　ひきこもりご本人が小山市に

お住いの方のご家族
申 込　事前登録必須

市有地公売

問管財課　☎ 22‒9322
一般競争入札により、若木町地内・羽
川地内・塚崎地内・八幡町地内・八幡
町地内の市有地を公売します。
日 時　12月 12日（月）10時
　　　　（受付9時～9時 30分）
場 所　市役所5階　入札室
対 象　入札参加者
申込期間　11月16日（水）～30日（水）

8時 30分～ 12時
13時～ 17時

申込方法　入札参加申込書を持参または
郵送（11月 30日（水）必着）

提出先　同課

小山広域保健衛生組合
入札参加者資格審査

問小山広域保健衛生組合　建設政策課
☎ 22‒3228
受付期間
11月 7日（月）～25日（金）（必着）
提出方法
郵送（郵便書留）
※小山広域保健衛生組合管内市町に本
社または支店等を有する方は持参によ
る提出もできます（土日祝日を除く）
提出先
〒323‒0043　小山市大字塩沢604
番地　小山広域保健衛生組合　建設政
策課　政策係　宛
申請書類および申請要領の入手方法
申請書は小山広域保健衛生組合建設政
策課窓口または小山広域保健衛生組合
のホームページにて入手できます。
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　　　　9時 30分～ 15時
場 所　マルベリー館
申 込　
11月 10日（木）までに申込用紙に必
要事項を記入の上、小山市聴覚障害
者協会内・認定試験事務局（〒 323‒
0012 羽川 86‒15）へ郵送、持参ま
たは FAX

市営住宅の入居者募集
（令和4年度第3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⑦連帯保証人
のいる方
※その他資格や詳細は要問合せ
申 込　11月 1日（火）～18日（金）

令和5年度県南体育館
専用利用調整会議

問生涯スポーツ課　☎ 21‒0021
期 日　令和5年2月25日（土）予定
会 場　県南体育館
申請期間　11月 10日（木）～
　　　　12月 12日（月）
申請方法　令和 5年度専用利用希望申

請書により事前に申請
※申請様式はホームページよりダウン
ロード可

小山市少年少女
発明クラブ会員募集

問博物館　☎ 45‒5331
令和 5年（1月～ 12 月）の会員を募
集しています。もの作りの好きな人、
工夫するのが好きな人、発明工夫展に
素晴らしい作品を出したい人など、1
年間活動を続けられる意欲のある人を
募集します。※保護者の送迎必須
日 時　毎月2回（原則第1・第 3日

曜日）午前中
場 所　博物館
対 象　小学2年生～6年生まで（申

込時の学年）
定 員　30人
料 金　2,000円（保険料・材料費込）

申 込　11月 22日（火）消印有効
ハガキ記入事項
「小山市少年少女発明クラブ入会希望」
氏名（ふりがな）・学校名・学年・保護
者氏名・住所・電話番号
宛 先
〒329‒0214　乙女1‒31‒7
小山市立博物館内「小山市少年少女発
明クラブ」

「JAおやま新規就農塾」
研修生募集

問 JAおやま新規就農塾推進協議会事務局
☎ 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、令和5年度からの
研修生を募集します。（研修期間1年）
研修内容　①いちご農家での実技研修 

②とちぎ農業未来塾の受講
（研修期間 令和5年4月～令
和6年3月の1年間）

対 象　
①就農意欲があり、研修開始日におけ
る満年齢が18歳以上 48歳以下であ
ること
②研修終了後、JAおやま管内で経営
を開始（新規参入者又は新規部門開始
者）し、生産部会に加入すること
定 員　若干名
料 金　就農準備校「とちぎ農業未来

塾」受講料　5万円※詳細は
要問合せ

申 込　12月 23 日（金）までに事務
局へ電話

税理士会栃木支部の
無料相談会

問関東信越税理士会栃木支部事務局
☎ 0282‒24‒4861
税に関する無料の相談会
日 時　11月 14日（月）

9時 30分～ 12時、
13時 30分～ 16時

場 所　栃木税務署2階
　　　　（栃木市河合町1‒29）
対 象　市民（無料）
定 員　10人
申 込　11月 10 日（木）までに事務

局へ電話
10時～ 12時

13時～ 15時

宇都宮共同高等産業
技術学校（職業訓練校）
令和5年度訓練生募集

問宇都宮共同高等産業技術学校
☎・℻  　028‒622‒1271
令和 5年度は木造建築科・畳科・建
築設計科・広告美術科の 4科につい
て訓練生を募集します。
募集期間　令和5年3月11日（土）まで

受付は火曜日～土曜日（10
時～ 16時まで）

DV防止啓発研修会
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

毎年11月12日から25日までを「女
性に対する暴力をなくす運動」期間と
しています。
この期間に「小山市パープルリボン運
動」を実施し、女性に対する暴力の根
絶に向けた取り組みとしてDV防止啓
発研修会を実施します。
日 時　11月 16日（水）
　　　　14時～ 15時 30分
場 所　市役所2階　2ab会議室
定 員　50人程度
料 金　無料
申 込　11月 9日（水）締切
　　　　応募フォーム・電話・FAX・

メール
同課まで

イベント・講座

第20回おやま健康料理
コンクール市民投票

問健康増進課　☎ 22‒9525
「わが家自慢の野菜料理」をテーマに
レシピを募集し、厳正な審査の結果
10作品が選ばれました。この中から
市民投票を行い、「最優秀おやま大賞」
を決定します。投票された方の中から
抽選で粗品をプレゼント !みなさまの
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投票をお待ちしています !
投票期間　11月 13日（日）まで
対 象　市民
申 込　投票フォームから投票してく

ださい。市役所 1階に投票
所も開設しています（平日の
み）。

小山市消費生活展（パネル展）

問市民生活安心課　☎ 22‒9282
悪徳商法や契約に関するトラブルなど
の消費生活に関する啓発パネルを使用
したパネル展を開催します。
日 時　11月 15日（火）
　　　　10時～ 15時
　　　　11月 16日（水）
　　　　10時～ 14時
場 所　市役所1階  多目的スペース

外国人おもてなし
英会話セミナー

問国際政策課　☎ 22‒9829
おもてなしのプロが訪日外国人おもて
なしのコツを伝授します。
日 時　入門11月 15日（火） 

中級 1月 10日（火）
14時～ 16時 30分

場 所　市役所2階　大会議室
対 象　観光関連事業者など（無料）
定 員　25人（各回）
申　込　専用フォームから

第12回開運のまち
おやま検定

問（一社）小山市観光協会　
☎ 30‒4772
「開運のまち　おやま検定」にチャレ
ンジしませんか ?合格者には合格証
と副賞を、満点合格者と 1級合格者
にはさらにおやまブランド品をプレゼ
ントします ! 
日 時　11月 26日（土）　
　　　　10時～ 11時 30分
場 所　市役所2階　大会議室2ab
対 象　3級 : どなたでも可、

2級 :3級合格者、
1級 :2級合格者

定 員　50人（先着）

料 金　一般1,000円
　　　　（1級のみ2,000）、
　　　　高校生以下500円
申 込　11月 11 日（金）までに受験

料を添えて市観光協会へ直接
申込み

太極拳初心者講座

問小山市太極拳協会　越後
☎ 090‒2491‒0741
太極拳の初心者講座を開催します。
持ち物　運動ができる服装、室内用

シューズ、飲み物
日 時　11月 22日・29日、
　　　　12月 6日・13日・20日
　　　　各火曜日10時～ 11時　
場 所　県南体育館メインアリーナ
料 金　1人　1,000円
申 込　初回時 9時 30 分から会場

にて申込受付を行います。参
加料を添えて申込みくださ
い。

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）
12月 2日､ 16日､ 23日（各金曜日）
10時～ 11時、全3回
（休日コース）
12月 3日、10日、17日（各土曜日）
10時～ 11時、全3回
場 所　生涯学習センター
参加費　全3回　3.000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　各日10組
申 込　11月 5日（土）10時～　
　　　　電話、同センター窓口

短期体操教室の開催

問小山市スポーツ協会　☎ 30‒5856

4 ～ 6 歳および小学 1・2 年生を対
象とした体操教室（低鉄棒・マット運
動・跳び箱）
日 時　
12月 2日・9日・16日
各金曜日　全3回
①4歳～6歳の部
15時～ 15時 50分
②小学1・2年生の部　
16時～ 17時
場 所　県南体育館メインアリーナ・

サブアリーナ
対 象　①4歳～6歳の部
　　　　②小学1・2年生の部
定 員　各部門　定員20人
料 金　1人　2,000円　
　　　　（保険料等含む）
申 込　
11月 10 日（木）～ 21日（月）までの
平日10時～ 17時に参加料を添えて
同協会まで
※申込みは1人につき1人まで
※ 11 月 10 日（木）10 時の時点で、
各部門定員を超えた場合、抽選

いちご栽培体験研修
参加者募集

問 JAおやま新規就農塾推進協議会事務局
☎ 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（パッ
ク詰め体験・ほ場見学など）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につい
て、研修内容などを現地で説明します。
日 時　12月 10日（土）
　　　　13時 30分～
場 所　JAおやま西部集出荷場など
対 象　新規にいちご栽培を考えてい

る方（無料）
定 員　15人程度
申 込　11月 25 日（金）までに、事

務局へ連絡
※8時 30分～ 17時まで電話対応

12月の定例観望会の
お知らせ

問博物館　☎ 45‒5331
「カシオペヤ座をみつけよう」
～土星をみよう～
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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　12月 10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
定 員　50人程度
申 込　
予約受付フォームまたは電話
11月 12日（土）～ 18日（金）（抽選・
要予約）
※1回 5人まで

渡良瀬遊水地自然観察会　
冬の野鳥観察会

問生井公民館　☎ 45‒4004
講師（日本野鳥の会栃木 : 高松健比古
氏）による公民館での講話とマイクロ
バスを利用して遊水地内での現地観察
をします。※雨天時は講話のみ
日 時　12月 14日（水）
　　　　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　市民（無料）
定 員　12人（先着）
申 込　電話11月 7日（月）～18日

（金）

うたってあそぼう !
親子のふれあい音楽会
クリスマスコンサート

問文化センター　☎ 22‒9552
0さいから楽しめる声楽デュオ・チャ
ウチャウのコンサートです。
日 時　12月 11日（日）
　　　　開場　10時
　　　　開演　10時 30分
　　　　終演　11時 30分予定
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
11月 12日（土）よりチケット発売

フォレスタコンサート in 小山
～おかげさまで20年～

問文化センター　☎ 22‒9552
日 時　12月 25日（日）
　　　　開場　13時 30分
　　　　開演　14時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席指定（子ども無料招待あり）
　　　　1階 6,000円　
　　　　2階 5,000円
　　　　チケット発売中

ゆめまち11月のイベント

問ゆめまち　☎ 27‒9935
（1）わくわくゆめまちおはなし会
（2）ほっしー★OYAMA号で ! 天体
観望会
日 時　（1）11月 22日（火）
　　　　10時 30分～ 11時
　　　　（2）11月 26日（土）
　　　　19時～ 20時 30分
　　　　曇り・雨の場合は中止
場 所　ゆめまち
対 象　（1）就学前のお子さん

（2）小山市民　小学生以下は
保護者同伴

料 金　無料
申 込　不要

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

御朱印帳作り
（結城紬の表紙）

11/12 ㈯
13:30 ～ 2,000円

Xmasツリー型
ボトルハーバリ
ウム特別企画制
作会

11/13 ㈰
①10:30～
②13:30～

1,500円

コースター織
（地機織り）

11/19 ㈯
①10:30～
②14:00～

大人
1,000円
子供
500円

「思川の流しび
な保存会」流し
びな作り

11/27 ㈰
10:30 ～ 1,000円

場 所　クラフト館
申 込　11月 2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。

豊田公民館講座のご案内

問豊田公民館　☎ 37‒1002
講座名 日時 定員 料金

①お掃除講座
～年末に向け
てしっかりキ
レイに！～

11/21
㈪

10:00 ～
11:30

30人
程度 無料

②歴史講座
～小山と鎌倉
の意外なつな
がりとは～

12/3 ㈯
10:00 ～
11:30

20人
程度 無料

場 所　豊田公民館
申 込　①11月 1日（火）
　　　　8時 30分～
　　　　②11月 16日（水）
　　　　8時 30分～
※先着受付、電話申込可

豊田ふれあいコンサート
「朗読とピアノのプレゼント」

問豊田公民館　☎ 37‒1002
出 演　ピアノ　知

ち

久
く

絵
え

里
り

香
か

さん　
　　　　朗読　　坂

さか

本
もと

裕
ひろ

功
のり

さん
※要事前申込み
日 時　12月 10日（土）　
　　　　開場　13時 30分　
　　　　開演　14時
場 所　豊田公民館　研修室
対 象　市内在住在勤者（無料）
定 員　50人（先着）
申 込　11月 21日（月）
　　　　8時 30分～
　　　　同館窓口または電話

行政テレビ
視聴にはテレビ小山放送㈱のケーブルテレ
ビへの加入が必要となります。
デジタル101chを選局ください。
問シティプロモーション課
☎ 22‒9353

小山コミュニティFM「おーラジ」
77.5MHzで毎日生放送 !
（7:00～ 21:00）

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

番組表をチェック▼
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栃木市（栃木県）

■栃木市立美術館
問栃木市立美術館　☎ 0282‒25‒5300
栃木市立美術館が、旧栃木市役所跡地（栃木市入舟町）に11
月 3日（木・祝）開館します。喜多川歌麿をはじめ、市ゆか
りの作家たちの絵画や竹工芸などを収蔵品展で紹介し、企画
展では国内外の優れた作家の作品を展覧します。今年度の展
覧会については、ホームページをご覧ください。
開館時間　9時 30分～ 17時（入館は16時 30分まで）
休館日　月曜日（祝日の場合

は翌日）、祝日の翌日
（土・日・祝の場合は
開館）・年末年始・展
示替えの整理期間

観覧料　展覧会により異なります

古河市（茨城県）

■古河菊まつり
問（一社）古河市観光協会　☎0280‒23‒1266
古河市菊花会の会員が1年かけ丹精込めて育てた約1,800
鉢の菊花を展示します。
日 時　10月 29日（土）～11月 20日（日）
　　　　9時～16時（20日は15時まで）
場 所　サンワ設計ネー

ブルパーク（古河
市駒羽根620）

費 用　200 円（高校生
以下無料）

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
展示室中央には渡良瀬遊水地の大きなジオラマがあり、遊水
地全体をわかり易くご覧になれます。
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

加須市（埼玉県）

■第 10回渡良瀬遊水地まつり㏌KAZO
問実行委員会事務局（加須市北川辺総合支所地域振興課）
☎ 0280‒62‒2111
日 時　11月27日（日） 9

時 30分～ 15時
場 所　渡良瀬遊水地芝生

サッカーグラウン
ド及び渡良瀬遊水
地内

内 容　レンタサイクル、
模擬店など

野木町（栃木県）

■野木ホフマン館のメタセコイアが見頃です 
問野木ホフマン館　☎ 0280‒33‒6667
紅葉したメタセコイア並木道をライトアップします。ぜひご
鑑賞ください。
日　時　11月 18日（金）～12月 18日（日）
　　　　日没後（17 時前

後～18時）　
場　所　野木ホフマン館

（下都賀郡野木町
大字野木 3324-
10）

結城市（茨城県）

■第 14回 きもの day 結城
問結城市観光協会事務局（市商工観光課）　
☎ 0296‒34‒0421
内　容　きものを着て結城の街なかを散策するイベントで

す。希望者には結城紬のきもの貸出（事前予約：有料）
もあります。

日　時　令和４年11月 12日（土）～13日（日）　
　　　　10時～ 16時
場　所　結城市北部市街地

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
）

12
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 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12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 6㈫ 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 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 14㈬ 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 12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 7㈬･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 12月はありません 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 20㈫ 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 19㈪ 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12月1日㈭～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 12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 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
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　市では、老人クラブの活動を支援していま
す。老人クラブでは「1、高齢者の生活を豊
かで楽しくする」「2、地域社会を豊かにする」
「3、明るい長寿社会づくりをすすめる」ため
に、様々な活動をしています。例えば、社会
奉仕活動、幼稚園児や小中学生との世代間交
流、グラウンド・ゴルフや輪投げなどのスポー
ツ大会、趣味や文化を楽しむ多彩なサークル
活動、などを行っています。
　また、高齢者にとって快適で充実した生活
を過ごしてもらうため高齢者ふれあい健康セ
ンターを整備しています。高齢者のふれあい
健康センターでは入浴施設や通所施設を備え、
様々な相談に応じたり、健康の増進、教養の
向上、機能回復や社会福祉の醸成を図ってい
ます。

　市では、急速に進展する社会のグローバル
化の中で、世界の人々と英語で積極的にコミュ
ニケーションを図り、ふるさと小山市につい
て発信できる子どもの育成を図るため、平成
２８年に「おやま英語教育のまち推進 5 か年
計画」を策定。同年の市議会 6 月定例会では
「おやま英語教育のまち子ども宣言」が可決さ
れ、子どもたちが英語学習に取り組む意思を
表明。令和 3 年には「小山市英語教育推進計
画」を策定し、積極的に英語教育を推進して
います。現在、小・中・義務教育学校全校へ
外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置やＡＬＴを
活用した英語イベント等を行い、英語の授業
以外でも英語に触れることができる環境を整
え、児童生徒の英語力の向上を図っています。
写真は８月に開催した市内の小学校・義務教
育学校の５・６年生を対象にした英語イベン
ト「おやま イングリッシュ アドベンチャー」
の様子です。

　スポーツ振興の一環として、令和 4年 11
月に「2022 サイクルフェスタ～走ってみよ
う　おやま・のぎ～」を開催します。小山地
区定住自立圏共生ビジョンにおける野木町と
の連携事業となっており、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
景観を体感していただく中で、市町の魅力を
発信し交流人口の増加を目指します。この事
業は、走行タイムや先着順位を競うレースで
はなく、道路交通法規を遵守した上で私たち
の暮らしの身近にある自転車を活用した健康
増進を図ることも目的の 1つとしていること
から、子どもから大人まで自転車スポーツに
興味をもっていただくために「キックバイク
レース」などの子ども向けイベントや、会場
で楽しんでいただけるサイクルイベントも同
時開催しております。

高齢者の生きがいづくりと健康づくり
　

教育環境の充実
　

芸術・歴史・文化・スポーツの振興

生まれ故郷である小山に毎年ふるさと納税しています。
家族、親戚も多く住む町なので、これからも住みやすい街づくりに役立ててほしいです。

3歳から小学校まで、小山で育ちました。
思い出がいっぱいの小山市を離れた場所から応援したいと思い、応募しました。素敵な街、小山。また訪ね
てみたいと思います。

近いのに行ったことのない小山市。落ち着いたらぜひ遊びに行きたいです。

寄附者からの声



皆さんは小山市発祥のオレンジリボン運動をご存じ
でしょうか。今回のきらり小山人では、オレンジリ

ボン運動が始まるきっかけとなった平成 16年の痛まし
い事件をきっかけに人生が変わったNPO法人子どもの
育ちを支える会さくらネット小山「子どもの居場所おひ
さま」代表の高橋弘美さんを紹介します。
　高橋さんは栃木県の職員として県南児童相談所で計
15年、その他いくつかの部署を経験し、「地域で子ども
を支援したい」と定年前に栃木県職員を退職。市のスクー
ルソーシャルワーカーで１年、福祉系の専門職大学院で
1年の勉強期間を経て、NPO法人を2016 年に設立し
現在 7年目が経過しています。
　平成 16年 9月、小山市で幼い2人の子どもたちが
虐待を受けた末に亡くなるという痛ましい事件が起きた
際に高橋さんは小山市を管轄する県南児童相談所の児
童福祉司として勤務していました。子どもたちを助ける
ことが出来なかったという思いとともに、悲惨な虐待を
防止するためには、さまざまな生活課題を抱えた保護者
と子どもを地域で助ける活動が必要ではないかとの思い
を強く感じたそうです。この事件が高橋さんの今の活動
の原動力になっているように感じます。
　「NPO法人の設立当時、行政経験しかない自分に地
域で何が出来るのかとても不安でした。みんなが応援し
てくれる。背中を押してくれたおかげでNPO法人設立
ができました。きっと私ひとりじゃ何もできなかったと
思います」と謙遜する姿は高橋さんの等身大そのものの

ように感じました。設立以来、地域の方々が食品を届け
てくれたり、庭にお花を植えてくれたり、子どもたちと
遊んでくれる等、継続して居場所の活動を支えてくれる
のは高橋さんの人柄があってのことでしょう。
　NPO法人子どもの育ちを支える会さくらネット小山
では、設立当時から貧困・暴力・虐待から子どもたちを
守り育てる活動とさまざまな生活課題を抱えた保護者を
地域の方と一緒に支援する活動を行っています。７年間
の活動について話を聞くと「特別なことをしているわけ
ではありませんが、子どもと保護者に寄り添った活動を
続けるうちに少しずつですが子どもにも保護者にも笑顔
が増えているように思います」と話してくれました。
　高橋さんが地域で行ってきた7年という月日は子ども
たちにとって、どのような時間だったのか。高橋さんの
言葉に隠されていました。
　「成長した子どもたちが久しぶりに帰ってくると、懐
かしいな。親せきの家に来たみたいだなって話すんです。
今、利用している子どもたちもここに友達を連れてきた
いんだけど良いかなって聞いてくるんです。居場所のこ
とをそんな風に思ってくれてすごく嬉しいです」
　子どもたちにとって居心地のいい場所。とても大切で
濃い時間。7年間の間におひさまは子どもたちの必要な
場所として、子どもたちの心の中でおひさまのような存
在になっているのでしょう。
　11月は児童虐待防止推進月間です。痛ましい事件が
二度と起きないよう、児童虐待防止を呼びかけましょう。
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～紹介したい人がいます～　No.6　輝く人にインタビュー

NPO法人
子どもの育ちを支える会さくらネット小山
子どもの居場所　おひさま

代表　高
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"美味しいものをお腹いっぱい"を大切に、今年7月で37周年
を迎えた古きよき洋食店。

メニューを開くと、和牛100％のハンバーグから特大海老フ
ライ、ポークジンジャーにカツカレーと洋食好きとしてはあ
れもこれも食べたくなるものばかり。

これからの時期にオススメは「ビーフシチュー・アレ」。自家
製デミグラスソースに3週間、さらにブロックの和牛を入れ
て8時間と時間をかけて煮込まれたビーフシチューは、お肉
の旨みとの野菜の甘みが口内でホロッとほぐれていくやわら
かさだが適度に弾力もあって食べ応えもあり、
この上ない口福が訪れますよ。

【場所情報】
洋めし家 番館坂
住　　所： 小山市中久喜246-4
営業時間： 11:30-L.O.14:30 ／ 17:30-L.O.21:30
定 休 日：月曜（祝日の場合は翌日）
電話番号：☎0285-25-3648
駐 車 場：9台

ひとくち食べたら
幸せな気持ちいっぱいになる洋食

洋めし家 番館坂

おやま広報特派員
まや さん

名称（会場） 12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
としょかんこども会　クリスマス会 7日㈬ 15：30
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
子ども司書　クリスマスおはなし会 18日㈰ 10：30
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

問シティプロモーション課
　☎ 22-9353

おやま広報
特派員の

5（月）・12（月）・19（月）・22（木）・26（月）・29（木）
～31（土）
※小山・間々田・桑分館も同様の休館になります

日　時：11月23日（水）9時30分～15時
会　場：中央図書館
●仲間たちのあゆみ展
期　間：11月23日（水）～30日（水）
会　場：児童開架室、一般開架室
内　容：各団体の活動紹介展示
●おすすめ絵本の展示と読み聞かせ
時　間：9時45分～15時
会　場：1階児童開架室おはなしコーナー
●おとなのための朗読会
時　間： 10時（開場9時20分）～11時30分、

13時30分（開場13時）～15時
会　場：2階視聴覚ホール
申込み：当日受付（先着）
●中央図書館ボランティア大野勉氏制作折り紙作品展
時　間：10時～15時
会　場：2階第1集会室
●中央図書館地下書庫見学会
時　間：11時～、13時～、14時～
定　員：各回10人（先着）
申　込：当日受付
※ 新型コロナウイルス感染症の再拡大や蔓延防止のため、急遽、内容の
変更や中止となる場合があります。詳しくは、図書館ホームページを
ご覧ください

中央図書館ホームページをご覧ください。

問中央図書館　☎ 21-0750

 12月の休館日

　

 第7回中央図書館まつり

 おはなし会 ※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



在宅医療を利用して
住み慣れた地域で自分らしく

〇在宅医療を利用できる方
　医療機関への通院が困難な方が対象です。
〇在宅医療を受けるためには
・ 家族などでよく相談し、在宅で療養したい
 という意思表示をしましょう。
・ かかりつけ医や現在入院している病院に、
 訪問診療について相談してみましょう。

そんな思いをかなえる一つの方法として
在宅医療があります。

〇在宅医療とは
　在宅医療とは、医療関係者が通院が困難な患者さんの住まいを定期的および臨時的に訪問して提供する医療行為
のことを言います。病気になっても自分らしい生活ができるよう、自宅や施設などの生活の場で病院と同じような治
療やケアを受けることができます。

問高齢生きがい課
 ☎ 22-9853

「自宅へ帰りたい」
「病気になっても自宅で過ごしたい」
「最期の日は我が家で迎えたい」

という患者さんの思い

「病院へ連れていくのが大変」
「病気になっても自宅で看病したい」
「最期は家族みんなで迎えたい」

というご家族の思い

　9月下旬より、1・2回目の接種を終了した12歳以上の方全員を対象に、オミクロン株対応ワクチン（2価ワクチン）
の接種を行っています。

追加接種情報の確認方法
●「新型コロナワクチン接種（オミクロン株に対応したワクチン）のお知らせ」
　※接種券に同封されています。
●市ホームページ「新型コロナワクチン接種のお知らせ」

10 月 5日時点の情報・予定です。今後の状況により変更となる場合があります

〇接種対象者・対象時期
　1・2回目の接種を完了した12歳以上の方で、最後の新型コロナワクチンの接種日から5か月以上を経過した方
　※接種間隔につきましては短縮の方向で政府が検討しています
　※初回（1・2回目）接種がお済みでない方については、集団接種において接種可能です。日程をご確認いただき、
　電話もしくはウェブページより予約をお願いします
〇ワクチンの種類
　「ファイザー社」（12歳以上）または「モデルナ社」（18歳以上）のオミクロン株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

＊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

〇ご相談先
〈高齢者サポートセンター〉
小山総合　☎ 22-3061　小　山　☎ 31-0211　
大　　谷　☎ 30-2421　間々田　☎ 41-2071　
美　　田　☎ 32-1881　桑　絹　☎ 30-0921
〈高齢生きがい課〉在宅医療介護連携係

　☎22-9853
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健康
メモ

ひとくち

健康
メモ

ひとくち

世界糖尿病デーをご存じですか？
11 月 14日は、世界糖尿病デーです。生活習慣を振り返り、糖尿病の予防に取り組みませんか？
糖尿病の方は、通院と適切な治療の継続が重要です !

問健康増進課　☎ 22-9520
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 ◆糖尿病とは　どんな病気？ 
①食べすぎ、運動不足、肥満などにより、イン
スリン（血液中のブドウ糖を調整するホルモ
ン）が不足する。または、働きが悪くなる。
②ブドウ糖が細胞に運ばれなくなり、血液中に
あふれる。
③血糖が高い状態が続くと、糖尿病を発病。
 ◆放置するとどうなるの？ 
様々な合併症（糖尿病性腎症、神経障害、糖尿病性網膜症、
心筋梗塞、脳梗塞等）を引き起こす。
重症化を防ぐため血糖値のコントロールが重要。

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

12
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
②⑥ ③⑤ ①④

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

 ◆糖尿病の発症や重症化を予防するには？ 
□食事：1日3食、栄養バランスのとれた食事をする。

野菜やきのこ類から先に食べる。（食後の急な血
糖の上昇を防ぐ）　　

□禁煙：禁煙をする。（喫煙は血糖を上昇させ、インスリ
ンの働きを妨げる）　　　　　　　

□運動：継続的に運動する。（インスリ
ンの働きをよくする）

※病院に通院している方は、生活習慣
について主治医と相談し、自分に適
した指示を受けてください
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　 　 　　   　乳幼児健康相談　    　　
日　時　 12月20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　 11月28日(月)13:00 ～☎22-9525

※計測のみの方は専用フォームから申込み可

  Father in Oyama ～父親支援クラス～  
日　時　12月11日（日)9:45 ～ 12:00
場　所　市役所3階
内　容　パパの子育てを応援するクラスです。
対　象　 妊産婦の夫・パートナー（妊娠16週

から出産後6ヵ月以内）
ご家族の参加も可能です。

定　員　15人
申　込　 専用フォームから申込み

※11月1日(火)8:30 ～受付開始

飯
いい
村
むら
 絵
え
星
な
ちゃん（上石塚）金

かな

川
がわ

 楓
かえで

ちゃん（南飯田）

≪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

渡
わた

辺
なべ

 紗
さ

菜
な

ちゃん（神鳥谷）

竹
たけ

澤
ざわ

 楓
ふう

華
か

ちゃん（若木町）

※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

鶴
つる
巻
まき
 來

く
恩
おん

ちゃん（塚崎）
飯
いい
野
の
 葵
あ
加
か
里
り
ちゃん（扶桑）

問 健康増進課　☎ 22-9525
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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
　11月27日㈰8:30 ～17:15

11月の納期 納期限11月30日㈬
国民健康保険税…………5期分
介護保険料………………5期分
後期高齢者医療保険料…5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）

今月は 小山城南市民交流センター
「ゆめまち」で行われた
子育て広場事業での１枚。

子どもたちの笑顔を見るだけで
温かい気持ちになりました。

今月の 1枚

「子育て支援」



 
■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：166,653 人（3 増）、男性 84,207 人（16 減）、女性 82,446 人（19 増）、世帯数 71,361（22 増）（10 月 1 日現在）

令和 4（2022）年 11 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

4
2022  No.1348

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

サ　ク　ッ　と　  お　  や　  ま

8
2021  No.1340

広 報「                   」 で

 広告掲載しませんか!? 広報広報

発行回数　
　年12 回（毎月 1 日発行）

発行部数　
　毎月 約56,000部
　 （小山市全世帯に配付）

　　  広報で情報収集
している人は意外に多い！！

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！

綾小路きみまろ
好 評 

発売中！
好 評 

発売中！
爆
笑
スーパーライブ

2022
スーパーライブ

2022

2022年 12月11日日2022年 12月11日日
結城市民文化センターアクロス（大ホール）

JR水戸線「結城駅」
南口から
徒歩約10分結城市民文化センターアクロス（大ホール）

JR水戸線「結城駅」
南口から
徒歩約10分

5,000円 
（全席指定・税込）
5,000円 
（全席指定・税込）

14：00 [開場/13：00] 
※18歳未満の方は入場できません
14：00 [開場/13：00] 
※18歳未満の方は入場できません

料 金 開 演

＜主催・お問い合わせ＞
エール・プロモーション　℡ 048-782-8605（平日11：00～17：00）

結城アクロス内レストラン ☎0296-54-5777 小山市立文化センター ☎0285-22-9552

カンフェティ ☎0120-240-540 チケットぴあ  [Ｐコード：515-416]

ローソンチケット [Ｌコード：35941] イープラス https://eplus.jp/

プ
レ
イ
ガ
イ
ド
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