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那須ロープウェイ

音訳ボランティアの協力を得て、目の不自由な人のために音訳版広報那須を作成しています。
詳しくは広報広聴係まで
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【那須町安全安心メール】
火災や停電情報、防災・防犯情報、新型コロナウイルスに関する情報などをメールで
配信しています。携帯電話、パソコンから「t-nasu@sg-m.jp」に空メールを送信する
か、コードを読み取ってアクセスしてください。
【ヤフー！防災速報】
現在地と指定した地域の地震、豪雨、警報などの防災情報をまとめて得ることができ
るほか、町からの防災に関する緊急情報を直接受け取ることもできます。携帯電話やパ
ソコンなどでＵＲＬを入力するかコードを読み取ってアクセスしてください。
※スマートフォン専用のアプリとメール版もあります。
■登録に関する問合せ 総務課防災交通係 ☎72-6902

告されています︶︒接種後十分な

います︵発症予防効果は ％と報

ています︒

れたりすることはないと考えられ

精子や卵子の遺伝情報に取り込ま

接種が予定されているファイ

免疫ができるのは２回目の接種を

例が少ないということが分かって

ザー社製の﹁ｍＲＮＡワクチン﹂

受けてから７日程度たってからと

高い有効性

は︑新しい種類のワクチンで︑ウ

されています︒

の細胞へ侵入するためのタンパク

と︑人の細胞内で﹁ウイルスが人

ｍＲＮＡが体内に取り込まれる

は数分から数日のうちに分解され

いします︒なお︑ワクチンの成分

用などの基本的な感染予防をお願

クチン接種後も手洗いやマスク着

は明らかになっていないため︑ワ

の予防﹂で︑﹁感染の予防効果﹂

また︑ワクチンの効果は﹁発症

できなくして排除する﹂﹁ウイル

﹁ウイルスを取り囲み細胞に侵入

を作る﹂
の２つがあります︒抗体は

﹁ウイルスに合った武器︵抗体︶

れた細胞を見つけて攻撃する﹂

攻撃方法には﹁ウイルスに侵さ

接種します︒

チンもこの機能を働かせるために

組みを﹁獲得免疫﹂といい︑ワク

病原体の情報を元に攻撃する仕

獲得免疫とは

イルスが人の細胞へ侵入するため

質﹂が作られます︒これに対して

ていくほか︑人の遺伝子︵ＤＮ

に必要なたんぱく質の設計図を脂

抗体を作るなど︑身体にウイルス

Ａ︶に影響を与えるものではなく︑

このワクチンの接種を受けた人

ｍＲＮＡが体内に残ったり︑人の

スにくっつき目印となって免疫細

の機能を持ち病原体を排除します︒

胞に食べさせる﹂ほか︑いくつか

は︑受けていない人より発症した

質の膜に包んだ製剤です︒

に対する免疫ができます︒

95
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新型コロナワクチン接種

新型コロナウイルス感染症の発
症や重症化を抑えることを目的に︑
ワクチン接種が始まります︒医療
従事者に続いて︑ 歳以上の高齢

としては︑麻しんなどの子どもの

私たちの生活になじみ深いもの

対処できるようにするものです︒

体が侵入してきたときに︑身体が

体内に取り込むことで︑その病原

ルスや細菌などの病原体の情報を

ワクチンとは︑あらかじめウイ

ワクチンとは

介します︒

チンの仕組みや接種方法などを紹

種に同意してもらえるよう︑ワク

必要です︒１人でも多くの人に接

す︒ワクチン接種は本人の同意が

の集団接種は５月 日に開始しま

者から順次接種を開始します︒町

65

10

予防接種があります︒

ｍＲＮＡワクチンの仕組み

接種前に 知 り た い
ワクチン の こ と
那須町安全安心メール・ヤフー！防災速報
あわせて登録備えて安心

安全で円滑なワクチン接種で、皆さんの健康を守ります

65歳以上の人からワクチン接種開始

副反応とは
接種したワクチン成分に免疫機
能が反応して痛みや腫れなどの副
反応が見られる場合があります
︵多くは数日で治まります︶︒ま

活動の制限も起きにくくなります︒
接種は公費で行われ︑無料で受け
られます︒

対象を順次拡大
医療従事者に続き︑重症化リス

ワクチン接種までの流れ

④接種日を予約する

た︑アメリカでは１００万人に
施し︑基礎疾患のある人・高齢者

クの高い 歳以上の高齢者から実

ます︒

でも配送日に差が出ることがあり

年齢順に発送するため同一世帯

☎０５７０︲０５６︲７５６

予約受付・相談センター

①町から接種券︵クーポン
券︶等が郵送で届きます

人の割合で過剰な免疫反応︵アナ

施設などの従事者︑一般の人へと

※土日祝除く

︵平日午前9時〜午後5時︶

那須町ワクチン接種

︻電話で予約︼

フィラキシー︶が出るという報告

拡大していく予定です︒ 歳以下
ないことから︑現時点では対象と
されていません︒

病気療養中の方等はかかりつけ医

等と相談の上︑接種の可否を判断し

ましょう︒別の予防接種︵高齢者肺

染した細胞も感染していない細胞

に︑免疫が暴走し︑ウイルスに感

の救助のサインが増えすぎた場合

単位およそ１︐０００人分で供給

温で保存管理する必要があり︑１

ワクチンは︑マイナス ℃の超低

今回接種するファイザー社製の

ださい︒

の接種はできませんので︑ご注意く

過していないと新型コロナワクチン

間より早く会場に来ても︑時間ま

らかじめ決まっています︒予約時

ましょう︒

１回目の接種希望日と時間を選び

同封されている接種日程表から

日を予約します︒

付します︒その場で２回目の接種

１回目の接種後︑接種済証を交

時間通りに来場しましょう︒

⑥ワクチン接種を受ける

直しをお願いします︒

変更がある場合には︑予約の取り

ので︑接種日を確認してください︒

申込み後︑確認票を郵送します

⑤接種日予約確認票で
接種日を確認する

約します︒

た予約申込みコードを読み込んで予

接種券︵クーポン券︶に掲載され

︻インターネットから予約︼

の人については︑検証データも少

帰宅してもらいます︒

重症化とは

新型コロナワクチンは︑３週間

接種回数

状に︑重い肺炎が挙げられます︒

の間隔をあけて２回接種します︒

のサインを出し︑免疫機能が活性

炎球菌等︶を受けてから 日以上経

も無差別に攻撃してしまうことで

されるため︑無駄なく︑できるだ

今回実施するワクチン接種に

で会場に入れない場合もあります

③ 接種希望日・時間を選ぶ

け多くの人に早く接種できるよう
集団で接種します︒

よって︑各個人の生命や身体を守

接種者が増え新規感染者が減少す

の緩和にもつながります︒また︑

ので︑時間通りに来場しましょう︒

接種する時間は予約によってあ

75

ることで︑医療現場のひっ迫など

全国で感染抑制に全力

る場合があります︒

肺が大きく傷つき︑人工呼吸器な

時間厳守のお願い

ウイルスに感染した細胞は救助

新型コロナウイルス感染症の症

15

どが必要になる重い肺炎に発展す

化して病原体と戦い始めます︒こ

②接種を受けるか受けな
いかを決めましょう

分程度の経過観察を行ってから

65

もあります︒このため︑接種後は

11

れば︑緊急事態宣言のような経済
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集団接種会場のイメージ

会場：ゆめプラザ・那須、伊王野基幹集落センター、高原公民館（湯本支所）

③診察：医師が問診を実施
②予診票確認：持病やアレルギー、体調な
どを確認
①受付：検温や必要書類の確認

ワクチン接種のＱ＆Ａ
Ｑ 接種は義務？任意？

Ａ 接種は義務ではありません︒

予行演習で流れを確認

町は３月 日︑集団接種会場の

１つとなるゆめプラザ・那須で予

クチンによる免疫の獲得は自己

シニアクラブ代表者︑町職員など︑

町内の医療関係者︑消防関係者︑

行演習を行いました︒

防衛の有効な手段として接種を

約100人が参加しました︒シニ

現在︑有効な特効薬がなく︑ワ

呼び掛けているものです︒

アクラブの代表者らが接種を受け

よる予診票確認︑医師による問診︑

Ｑ 当日の持ち物は？

②予診票︵自宅で記入してか

看護師による接種︑接種済証の交

る役を務め︑受付から保健師らに

ら会場にお越しください︶

付︑接種後の経過観察までの流れ

Ａ ①接種予約日時の確認票

③接種券︵クーポン券︶

を確認しました︒

重いアレルギー反応のアナフィ

シールは台紙から剥がさずに︑

ラキシー症状で体調が不良になる

そのままお持ちください︒

④本人確認書類
︵保険証など︶

町民が出たことも想定し︑応急処

がありますが︑どうしても会場

ー券などを活用するなどの手段

力をお願いします︒福祉タクシ

Ａ 家族・知人の送迎などのご協

種できますね︒﹂と話してくれま

で丁寧に話をすれば︑安心して接

談し︑接種するときは予診︑問診

も多いのでは︒まずは主治医に相

谷︶は︑﹁シニアは持病のある人

参加した佐久間セツ子さん︵大

置や救急搬送の訓練も行いました︒

まで行くことが難しい方は︑予

した︒

人は？

Ｑ 接種会場への交通手段がない

約の際に相談してください︒高

那須町ワクチン接種

問合せ・予約

齢者・障害者施設の入所者など

は施設内での接種について調整

し︑施設から連絡します︒
Ｑ 他の接種方法は？

予約受付・相談センター

Ａ 現時点で︑かかりつけ医など

での個別接種の時期は未定です︒

☎０５７０︲０５６︲７５６

しやすい服装で来場をお願いしま
や細い袖︑伸縮性の低い生地では

︵平日午前９時〜午後５時︶

※土日祝を除く

できるだけ多くの人に速やかに
注意ください︒

回の集団接種をご利用ください︒

接種を受けてもらえるよう︑今
※接種当日は半袖に上着を羽織る
服装がお勧めです︒
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27

接種が難しい場合があります︒ご

す︒袖をまくり上げる場合︑長袖

います︒円滑な接種のため肩を出

ワクチンの注射は肩の辺りに行

接種当日のお願い

④接種：肩を出してもらい、接種を実施
⑤接種が済んだら接種済証を受け取り、2
回目の予約をする。15分程度経過観察を
行い、異常がなければ帰宅

東京２０２０オリンピック聖火リレー出発式

笑顔でつなぐ 希望の火

３月29日、晴天のもと開催した出発式と、聖火リレーの様子をご紹介します

新型コロナウイルスの影響で１

響く力強い音色
保存会の皆さんが﹁旧四丁目囃

ステージでは︑伊王野下町祭典
子﹂を︑上町はやし保存会の皆さ

年延期となっていた東京２０２０
オリンピック聖火リレーが３月

会場を沸かせました︒

んが﹁江戸馬鹿囃子﹂を披露し︑

日︑福島県に続いて栃木県でス
日に芦野遊行庵で︑

タートしました︒
当町では
県内での２日目のスタートを飾る
出発式を開催しました︒

期待高まる演奏
開場と同時に那須中央中吹奏学
部の皆さんが﹁紅蓮華﹂﹁夜に駆
ける﹂などを演奏し︑来場者を出

出発式に華を添えました︒

いよいよスタート

芦野遊行庵から東陽小までの

キロを 人の聖火ランナーがつな
ぎます︒

第１走者は︑お笑いコンビＵ字

工事の益子卓郎さん︵大田原市出
身︶が務めました︒

聖火は︑那須町・さくら市・那

須塩原市・益子町・壬生町・日光

市・鹿沼市・宇都宮市の８市町︑

約 ・１キロの道のりをリレーし︑

群馬県へ引き継がれました︒

番外編 町広報紙で振り返る
年前の聖火リレー

前回東京大会開催前の︑昭和

年４月 日発行の町広報紙に﹁東

区間を正走者

人︑随走者などを含めると

ら 小山市までの

当時の聖火リレーは︑那須町か

ていました︒

聖火リレーの告知記事が掲載され

京大会にあと１７０日﹂と題し︑

15

１︐３１１人が参加して実施する

予定だとしています︒掲載記事の

一部をご紹介します︒

﹁聖火リレー栃木県コースとし

て那須町では黒木より小島を経て

国道４号線を︵中略︶９月 日午

後１時頃通過することになってお

ります︒﹂

特集

迎えました︒

出発式で平山町長は︑﹁芭蕉も

区間最終ランナーは︑町出身で

スノーボード選手として活躍する

小鍜冶渚砂さんが務め︑沿道から

57

開催できることに感謝
歩いたとされる奥州街道をリレー
することで︑里山の風土の魅力発
信につなげられたら﹂と歓迎のあ
いさつを述べました︒

晴れやかな笑顔
続いて︑数々の全国大会や国際
科学学園中学校・高等学校チアダ

の声援に笑顔で応えました︒

大会で優勝した実績を持つ幸福の
ンス部の皆さんが演技を披露し︑

30
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幸福の科学学園チアダンス部の皆さん

2.8

益子卓郎さん

12

小鍜冶渚砂さん

39

19

57

57

下町祭典保存会の皆さん
上町はやし保存会の皆さん

28
那須中央中吹奏楽部の皆さん

29

「ウイングヴィーナス」入居者募集中！

町ホームページ

町が運営する新婚・子育て世帯
向けの賃貸住宅﹁ウイングヴィー
ナス﹂︵寺子乙３９３８番地 ︶
の入居者を募集しています︒
戸

行政相談委員

平山英夫さんに再委嘱

手となる行政相談委員として︑平

行政上の困りごとについて相談相

政運営の改善に役立てます︒

を促進するとともに︑その声を行

情や意見・要望をお聴きし︑解決

から広く行政︵役所︶に対する苦

行政相談委員は︑住民の皆さん

山英夫さん
︵西田︶
が４月１日付け

日ごろ︑皆さんの身近な場所で︑

で総務大臣から再委嘱されました︒

相談は︑ゆめプラザ・那須で定

次の要件を全て満たす方

①入居しようとする世帯全員の合

例的に行うほか︑自宅でも応じて

東京海上日動火災保険株式会社は︑

３月 日︑町と町商工会および

に事業者の事業資産の損害や経営

同計画は︑地震等の災害発生時

業者事業継続計画︵ＢＣＰ︶策定

の継続と早期復旧を目的として事

きます︒

▼協定に基づく連携事項

○事業継続計画︵ＢＣＰ︶セミ

ナー等の開催

○事業継続力強化計画の策定支援

○専門家によるフォローアップ

普及啓発

など

○町内事業者へのＢＣＰに関する

６９０6
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▼募集期間 ８月 日㈫まで
▼募集戸数

計所得月額が１５８︐０００円

５２３４

共益費︑駐車場代が必要︶

三者による﹁那須町内の小規模事
なった後の家賃です︒

業者が策定する計画であり︑今後
▼入居可能日 令和４年１月
▼申込み ㈱東陽宅建
☎０２８７︲64︲１２２１
※必要書類等を郵送または持参に
より申込みできます︒︵入居申込
書は町ホームページから取得でき

６９５５

左から東京海上日動火災保険株式会社執行役
員 高橋学栃木支店長、平山町長、薄井正明町
商工会長

▼問合せ 企画財政課総合政策係

☎

72

ます︶
策係☎

三者が連携して策定を支援してい

支援に関する協定﹂
を締結しました︒

への影響を最小限にとどめ︑事業

※入居条件を満たすことで減額と

﹁ＢＣＰ策定支援に関する協定﹂を締結しました

▼問合せ 自宅 ☎

▼場 所 ゆめプラザ・那須

▼時 間 午前９時〜正午

︵祝日︑年末年始を除く︶

▼相談日 毎月第１・３金曜日

さい︒

いますので︑お気軽にご相談くだ

②同居する親族がある方で︑次の
いずれかに該当すること︒
の方がいる世帯または妊娠して

・子育て世帯︵同居者に 歳未満
いる方がいる世帯︶
年以内の方または婚姻予定の方︶

・新婚世帯︵婚姻の届出をして５

72

ること︒

から４８７︐０００円以内であ

▼要 件

40

▼間取り ３ＬＤＫ︵ .６㎡︶

25

18

69
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▼家 賃 ５７︐０００円︵別途

平山英夫さん

21

▼問合せ ふるさと定住課住宅政
72

令和３年度の地域づくり事業を認定しました
町では︑平成 年 月から協働
を行います︒

地区全体の活性化に向けた取組み

鹿の湯通り﹂に整備し︑那須湯本

湯﹂に面した民宿街を﹁魅力ある

図ることを目的に︑町内で起業ま

地域経済の活性化や雇用の創出を

支援事業募集のお知らせ

ふるさと納税起業家

税の寄付募集を行う︒︵期間は

認定事業を掲載し︑ふるさと納

サイト︵ふるさとチョイス︶に

▼支援内容

のまちづくりを推進しており︑地
▼主な取組み

たは事業拡大をしようとする人

最大３カ月間︶

寄った温泉としても名高い﹁鹿の

域の創意工夫により特色ある事業
〇同組合と外部専門家との共同で

︵以下﹁起業家﹂という︶を対象

事業を掲載し情報発信を行う︒

②町は︑町ホームページ等で認定

まちづくり協議会の提言を受け︑
①ライトアップ計画

﹁町ふるさと納税起業家支援事

①５月 日〜６月 日

▼スケジュール

へ交付します︒

寄付額と同額を翌年度に起業家

▼補助金の交付 ふるさと納税の

に向け︑ふるさと納税ポータル

などの資金調達﹁目標額﹂達成

立ち上げに必要な初期投資費用

①町は︑対象起業家が対象事業の

や︑地域の魅力を高め活性化につ
計画を作成し︑組合員が自主施工

に︑クラウドファンディング型の

地域づくり事業

なげる事業などに地域と行政が協
する︒

ふるさと納税の仕組みを活用した

②街灯の設置計画

町では︑町内での起業を促進し︑

働で取り組んでいます︒
・作成する計画

１事業を﹁令和３年度地域づくり
事業﹂として認定しましたので︑
概要を紹介します︒

○クラウドファンディング型
ふるさと納税ってどんなもの？

業﹂で起業家を支援します︒

・計画時期 ４月〜７月

③各民宿のデザイン計画 など
・計画に基づく施工準備作業

新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から︑地域で集まるこ

ふるさと納税を活用して︑町が

認定した起業家を応援する仕組み

８月〜９月

です︒地域課題の解決に資する事

起業家募集
・施工期間

援事業補助金審査会で審査し︑

共感する方からふるさと納税で寄

ネット等で︑事業を応援したいと

ち上げる起業家に対し︑インター

受付

ファンディングによる寄付金の

③９月 日〜 月 日 クラウド

②７月 町ふるさと納税起業家支
・検証 令和４年１月

業や︑地域資源を活用した事業︑

月〜 月

・次年度活動協議 ２月〜３月

事業認定

12

地域の雇用創出に資する事業を立

10

とが難しくなっていますが︑この
ような中でも地域を元気にするた
めに工夫した取組みを実施してい
ます︒
皆さんも︑地域づくりの活動に

６９３５

30

付を受けます︒町はその寄付額を

ディングによる寄付額と同額を

④翌年度４月〜 クラウドファン
のです︒

○事業概要

または事業拡大をしようとする

▼対象起業家 町内で新たに起業
人︵住所要件あり︶
▼対象事業

・地域課題の解決に資する事業
・地域資源を活用した事業

・地域の雇用創出に資する事業

係☎

６９３５

▼問合せ 企画財政課まちづくり

補助金として交付

起業家に補助金として交付するも

14

参加してみませんか？
※令和２年度地域づくり事業の活
動内容は︑町ホームページに掲載
していますので︑ご覧ください︒
係☎

▼問合せ 企画財政課まちづくり

○認定事業の紹介
湯本鹿の湯通り賑わい創出事業
︻那須温泉民宿旅館組合︼
那須湯本地区は︑時代の変遷に
より観光客や宿泊客が減少し︑旅
館︑民宿業を取り巻く環境は厳し

12

10

い状況にあります︒この状況を打

（鹿の湯通りの民宿街）

20

開するために︑松尾芭蕉が立ち
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令 和 2年 度 下 半 期 の 財 政 状 況
町では、町の財政がどのように運営され、どのような状況になっているかを町民のみなさんに広く知っていただくため、
さまざまなかたちで財政状況の公表をしています。今回は、令和２年度下半期 ( 令和 3 年 3 月 31 日現在 ) の『予算執行状況』
、
町の借入金である『町債の状況』および貯金である『基金の状況』についてお知らせします。
予算現額の内訳は、一般会計が 185 億 4,810 万円、特別会計の合計が 75 億 8,239 万円、水道事業会計が 12 億
5,750 万円 ( 収益的支出および資本的支出の合計額 ) となっています。また、予算執行状況は、一般会計の歳入が 89.3％(
前年同期 87％ )、歳出が 84.3％ ( 同 82.1％ )、国民健康保険など６つの特別会計の合計は、歳入が 94.1％ ( 同 92.1％ )、
歳出が 88.8％( 同 91.9％)、水道事業は、収入が 100.1％( 同 99.4％)、支出が 93.3％( 同 96.9％) となっています。

一般会計

■問合せ
収入済額
収入率（%） 前年同期（%）
35億9,444万円
81.2
51.7

43億8,481万円

48億8,042万円

111.3

106.4

28億9,160万円

29億3,214万円

101.4

107.1

16億7,600万円

7億3,500万円

43.9

48.2

10億7,828万円

10億7,828万円

100.0

100.0

10億2,165万円

6億8,912万円

67.5

78.8

5億8,089万円

2億6,125万円

45.0

24.0

5億7,900万円

5億6,492万円

97.6

92.9

5億4,771万円

4億7,695万円

87.1

40.1

5億4,500万円

5億8,506万円

107.4

98.9

2億 165万円

1億8,414万円

91.3

95.0

1億6,350万円

1億3,276万円

81.2

100.6

4,942万円

2,728万円

55.2

90.5

4億 407万円

4億2,606万円

105.4

108.3

185億4,810万円 165億6,782万円

89.3

87.0

出

入

予算現額
44億2,452万円

歳

歳

科
目
国庫支出金
町
税
地方交付税
町
債
繰
越
金
県 支 出 金
諸
収
入
繰
入
金
分担金及び負担金
地方消費税交付金
使用料及び手数料
地方譲与税
財 産 収 入
そ
の
他
合
計

科
目
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
教
育
費
商
工
費
公
債
費
土
木
費
災害復旧費
消
防
費
農林水産業費
議
会
費
労
働
費
予
備
費
合
計

特別会計
収入済額

国民健康保険

37億1,880万円

33億7,941万円

90.9

93.9

33億3,271万円 89.6

93.1

後期高齢者医療

3億5,690万円

3億4,920万円

97.8

98.4

3億4,116万円 95.6

95.5

介 護 保 険

29億6,000万円

29億8,542万円 100.9

99.3

26億5,871万円 89.8

90.0

下水道事業

5億1,649万円

53万円

77.5

48.5

3億7,064万円 71.8

91.4

観 光 事 業

2,390万円

1,141万円

47.7

47.7

2,196万円 91.9

96.7

宅地造成事業

630万円

629万円

99.8

99.8

582万円 92.4

95.1

75億8,239万円

71億3,226万円

94.1

92.1

67億3,100万円 88.8

91.9

4億

収入率（%） 前年同期（%） 支出執行済額

執行率（%） 前年同期（%）

41億7,142万円
23億8,655万円
13億3,163万円
12億7,467万円
10億9,653万円
9億7,968万円
9億 648万円
7億7,684万円
6億1,424万円
1億 352万円
79万円
629万円
185億4,810万円

区 分

収益的 資本的 合 計

予算現額

計

予算現額
48億9,946万円

☎72-6935

支出執行済額 執行率（%） 前年同期（%）
46億1,559万円
94.2
91.2
37億9,187万円
90.9
88.3
15億6,080万円
65.4
73.0
10億6,861万円
80.2
86.8
10億7,317万円
84.2
85.9
10億6,687万円
97.3
96.2
7億 272万円
71.7
83.3
5億3,824万円
59.4
22.4
6億6,710万円
85.9
92.8
4億5,407万円
73.9
75.6
9,899万円
95.6
94.5
75万円
94.9
99.1
0円
0.0
0.0
156億3,878万円
84.3
82.1

水道事業会計

会 計 名

合

企画財政課財政係

予算現額

執 行 額

収入

7億1,608万円

7億1,742万円 100.2

支出

7億3,670万円

6億6,409万円

90.1

95.5

収入

6,807万円

6,739万円

99.0

99.5

支出

5億2,080万円

5億 932万円

97.8

99.1

収入

7億8,415万円

7億8,481万円 100.1

支出

12億5,750万円

11億7,341万円

執行率（%） 前年同期（%）

93.3

99.3

99.4
96.9

収入率や執行率の低い科目があるのはなぜ？…地方公共団体には、会計年度の期間中
（4月〜翌年3月）
に確定した債務債権について、現金の未収未払の整理を行う出納整理期間（会
計年度終了後の4月1日から5月31日までの2か月間）があるためです。

町債の状況
区 分

現在高総額 138億9,891万円

普

費
目
総
務
民
生
衛
生
農 林 水 産
商
工
土
木
公 営 住 宅
消
防
教
育
土
木
農 林 水 産
減税補てん債
臨時財政対策債
減 収 補 填 債
特別減収対策債
合
計
下水道事業特別会計
水 道 事 業 会 計

現

在

高

構成比

一

通

7,628万円

0.6%

3億9,522万円

3.2%

1,259万円

0.1%

7,255万円

0.6%

債

般

1億9,321万円

1.6%

12億5,275万円

10.2%

2億2,053万円

1.8%

計

災 害
復旧債

会

9億7,422万円

8.0%

17億7,568万円

14.5%

3億1,177万円

2.6%

3億

2.5%

450万円

その他

2,975万円

0.2%

63億7,636万円

52.1%

7,970万円

0.7%

1億6,000万円

1.3%

122億3,511万円

100.0%

15億

380万円

-

23億5,919万円

-

※令和２年度末の見込みの数値です。
※各会計の令和２年度公債費（元利償還金）合計額は、約14億4,482万円で
したが、そのうち約51％が国からの地方交付税として措置されています。

基金の状況
区

分

現在高総額 41億5,922万円

基金の区分
財 政 調 整 基 金
減
債
基
金
公共施設等整備基金
土 地 開 発 基 金
ふるさと創生事業基金
現
金
ふるさと那須町応援基金
お よ び
川をきれいにする基金
有価証券
一般旅券印紙等購入基金
育英資金貸付基金
総合運動公園整備基金
すこやかこども基金
森 を 育 む 基 金
土 地 土 地 開 発 基 金
一般会計 合計
国民健康保険財政調整基金
現
金
介護保険財政調整基金
お よ び
地域下水処理施設整備基金
有価証券
観光施設整備基金
特別会計 合計

現

在

高

13億2,240万円
3億5,233万円
2億3,109万円
2億7,854万円
1億1,677万円
5億2,263万円
4,230万円
54万円
1億2,294万円
1億2,121万円
501万円
2,779万円
3億6,611万円
35億 966万円
3億 836万円
3億3,517万円
380万円
223万円
6億4,956万円

構成比
37.7%
10.0%
6.6%
7.9%
3.3%
14.9%
1.2%
0.0%
3.5%
3.5%
0.2%
0.8%
10.4%
100.0%
-

※令和3年3月31日現在の数値です。
※これらの基金は、その目的の事業を実施する場合や、予算上の不足財源を補てんするため
に設置されています。

タウントピックス

2021（R3）5月号

8

那須町プレミアム付商品券「那須町元気アップ！サマークーポン」および
「那須満喫クーポン」の使用期限は、令和3年6月30日（水曜日）までです
使用期限が迫っています。商品券をお持ちの方はお早めにご利用ください。
■問合せ 観光商工課 ☎72-6918

経済センサスー活動調査
にご協力ください
総務省・経済産業省は︑令和３

新規採用職員紹介
４月１日付けで︑新たに採用さ
れた町職員を紹介します︒

大好きな那須町で働けることを

年６月１日を基準日として﹁令和
３年経済センサス︲活動調査﹂を

大変うれしく思います︒社会人一

年目で分からないことが多いので

ます︒分からないことがたくさん

て働けることを大変うれしく思い

組んでいこうと思います︒

なれるよう︑一生懸命仕事に取り

場に慣れ︑役場職員として戦力と

れしく思います︒少しでも早く職

須町で働くことができ︑とてもう

子どもの頃から過ごしてきた那

杯頑張りたいです︒

すが︑町民の皆さまのため︑精一

実施します︒全国の全ての事業所
および企業が対象になります︒
栃木県知事から任命を受けた調
査員が５月中旬頃から訪問します︒
調査へのご理解とご協力をお願い
します︒
統計法により︑統計作成目的以外

ありますが︑少しでも早く仕事を

生まれ育った那須町の職員とし

︵例えば徴税資料など︶に使用す

覚えて︑町のために頑張っていき

なお︑回答いただいた内容は︑

ることはありませんので︑安心し

たいと思います︒

てご回答ください︒
また︑本調査を装った不審な電
話・訪問等があった際はお知らせ
ください︒
６９０６

この度︑生まれ育った那須町で働
くこととなりました︒慣れないうち

え︑共感できる保育士になりたい

です︒さまざまな経験を通し︑私

自身も成長していきたいと思います︒

この度︑運転手として入庁させ

ていただきました︒前職では接客

や送迎バスの運転等に携わってい

ました︒今までの経験を糧にし︑

皆さまから多くを学び︑安全・安

心に職務を遂行できるよう精進し

ます︒

３月までは東陽小学校で明るく

元気な子どもたちに囲まれ︑幸せ

な教員生活を送ってまいりました︒

町の教育行政に生かせるよう︑
一歩

学校現場で培った経験や思いを︑

ずつ誠実に取り組んでまいります︒

幼い頃からの夢であった保育士

は何かとご迷惑をお掛けしますが︑
一生懸命業務に取り組むとともに︑

として︑自然豊かな那須町で働け

子どもたちのつぶやきを聞き逃さ

ることをとてもうれしく思います︒

感謝の気持ちを忘れずに町民の方々
に恩返しをしていきます︒

き

だい

い

うす

農業委員会事務局

ず︑気付きを大切にして一緒に考
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薄井大輝

深沢智美

あ

とお

ぎ

たか

こう だい

たに しま

総務課
運転手

み

ふか さわ とも

高城翔空

ゆ

さわ

な

ぎ

や

小林泰雅

学校教育課

や

の

たつ

こども未来課 保育士
千振保育園

学校教育課
指導主事

税務課
保健福祉課

谷島浩大

八木沢暢宥

星野達哉
ほし

が

こ ばやし たい

▼問合せ 企画財政課総合政策係
☎
72

第2回

〜ゼロカーボン 通信〜

「二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して！」
第２回目は、温室効果ガス排出量についてお伝えします。下図のとおり、日本では近年、温室効果ガスの排出量
は減少していますが、世界に目を向けると新興国等からの排出量が増加しているため、世界全体では増加傾向にあ
る状況です。なお、日本は世界で１０番目に人口の多い国ですが、二酸化炭素の排出量は５番目に多い国となって
います。（先進国の中ではアメリカに次いで２番目に多くなっています）

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2020」

■問合せ

環境課環境保全係
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