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マイクロツーリズム 近場で楽しむ

まるでサバンナ!?
体験型サファリパーク
那須サファリパーク
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

目

次

タウントピックス ・・・・
・・・・・・ 2
子育て・ほけんだより ・・・・・・12
生涯学習だより ・・・・・・・・・・・15
図書館だより ・・・・・・・・・・・・・18
タウンinformation ・・・・・・・19
カメラスケッチ ・・・・・・
・・・・・・22
みんなの広場 ・・・・・・・・・・・・・24
那須平成の森だより・・
・・・・・・28

新型コロナワクチン接種スケジュールのお知らせ

〜64歳以下の方へご案内します〜

町は︑ 歳以上の高齢者に対し︑

７月末までにワクチン接種が完了

するよう予約枠を拡大してワクチ

ン接種を実施しています︒

寺子丙３︲
③それ以外の方
７月 日頃から︑年齢の高い方
から順に︑段階的に郵送します︒

︻高原公民館・伊王野基幹集落センター︼

※町外の大規模接種会場等で接種

ことができます︒

るため︑スムーズに接種を受ける

券送付申請書﹂の手続きが済んで

６月 日までに﹁ワクチン接種

▼集団接種会場

カ所で実施します︒

めプラザ・那須と高原公民館の２

歳以下の方の集団接種は︑ゆ

４時︑月〜土曜日︵最終受付
午後３時 分︶

た方から︑電話またはWebで

６月 日現在︑ 歳以上の高齢者のワクチン接種率は︑次のとおりで

那須町のワクチン接種率ってどのくらい？

接種を受けることができます︒

区分けされた接種スペースで︑

○伊王野基幹集落センター

集団接種会場の様子をご紹介します
○高原公民館

を希望する方は︑新型コロナウイ

医師が一人一人を巡回し接種す

は︑① 歳以下の基礎疾患のある

▼接種開始 ８月中旬

方②高齢者施設等の従事者③それ
ルスワクチン接種推進室へご連絡

歳以上の高齢者の接種完了後

以外の方の順で接種を進めます︒

ください︒接種券を郵送します︒
※職域︵職場︶で接種する方は︑
事前に接種券を用意する必要はあ

いる方へ７月上旬に郵送します︒

町内の高齢者施設等の従事者
７月中旬に郵送します︒

○高原公民館 正午〜３時︑金曜
日のみ︵最終受付 午後２時

※事前に接種の希望を調査してい
るため手続きは不要です︒

分︶

事業所が発行した高齢者施設等

順次予約を受け付けます︒Ｗｅ

▼予約受付 自宅に接種券が届い

▼接種開始 8月上旬

に従事していることが分かる﹁証

ｂ申請を推奨します︒
▼問合せ

明書﹂を提出した方に接種券を郵

種推進室

送します︒

☎０５７０︲０５６︲７５６

○新型コロナウイルスワクチン接
は町ホームページで取得できます︒

※証明書の様式は保健福祉課また
▼提出先 保健福祉課
︵本庁１階︶

午前９時〜午後５時まで︵土

医師が巡回し、接種を行います

７月から 歳以下の方へ
接種券を発送します
りません︒

▼接種開始 ８月上旬

○ゆめプラザ・那須 午後１時〜

○今後のワクチン接種運営

②高齢者施設等の従事者

① 歳以下の基礎疾患のある方

〜接種は８月上旬から〜

64

▼提出方法 持参または郵送

日・祝日を除く︶

す︒ワクチン接種の進捗状況は︑町ホームページに掲載しています︒

しんちょく
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30

タウントピックス

65

13

30

ワクチン接種を待つ様子

65歳以上の高齢者のワクチン接種率
（6月28日時点）

町ホームページ

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
※各制度の要件や申請方法等の詳細は、町ホームページをご覧いただくか、各問合せ先または
町観光商工課商工係（☎７２-６９１８）へお問い合わせください。

﹁月次支援金﹂のご案内

○第３回栃木県地域企業感染症

対応に必要な機器整備︑非対面

※他の補助制度との重複は不可

型ビジネスモデルへの転換

▼申請方法 オンライン申請のみ

対策支援補助金

対策に要する経費の一部を補助

▼事業内容 中小企業等の感染症

栃木県からのお知らせ
県では︑新型コロナウイルス感

経済産業省は︑緊急事態措置・
染症の感染拡大の影響を受け︑厳

まん延防止等重点措置の影響緩和

▼問合せ 地域企業感染症対策施

しい経営状況にある事業者に対し

・補助率

☎０２８︲６１２︲８９５０

設等支援補助金事務局

▼対象者 宿泊事業者を除く中小

のため︑支援金を給付します︒

企業等

策の補助事業を公募します︒

・補助金額 上限額３００万円

▼補助率等

止等重点措置に伴う飲食店時短
○栃木県地域企業応援一時金

▼公募期間 ８月 日㈫まで

また︑県内中小企業等の感染対

応援一時金を支給します︒

営業︑外出自粛等の影響を受け︑

有する中小企業や個人事業者等

▼対象者 県内に主たる事業所を

等で︑緊急事態措置︑まん延防

▼対象者 中小企業・個人事業者

２０１９年または２０２０年の

▼対象経費 施設改装工事︑空気

３分の２以内

基準月と比較して２０２１年の

で︑２０１９年または２０２０

調和設備・換気設備の設置

︵下限額 万円︶

申請月の売上が ％以上減少し

年の基準月と比較して２０２１

ている方

年４月または５月の売上高が

※月次支援金の受給者や受給予定

％以上減少している方
の方は対象外です︒

※栃木県は対象措置実施県ではあ
割以上が対象措置実施都道府県か

▼対象業種 飲食店や対面で個人

りませんが︑那須町は旅行客の５
ら来訪する週がある地域であるこ

向けにサービスを提供する事業

とから︑旅行関連事業者の方は該
当する可能性があります︒

者等で幅広い業種が該当します︒
上限 万円

▼対象業種 旅行関連事業者等

▼給付額
・中小法人等

上限 万円/月

・中小法人等

・個人事業主等 上限 万円

▼給付額
・個人事業主等 上限 万円/月

ネットにより申請

▼申請方法 郵送またはインター
▼受付期間 ９月 日㈭まで

※他の補助制度との重複は不可

▼事業内容 宿泊事業者の感染拡

○栃木県宿泊事業者感染症対策
支援補助金

大防止に係る改装等に要する経

▼申請方法 オンライン申請のみ
▼問合せ

▼公募期間 ８月 日㈫まで

︵下限額５万円︶

・補助金額 上限額５００万円

１以内

・補助率 ３分の２または２分の

▼補助率等

泊施設を有する事業者︶

▼対象者 宿泊事業者︵県内に宿

費の一部を補助

事務局☎０２８︲６７８︲６８

○地域企業感染症対策支援補助金
１５

施設等支援補助金

○栃木県地域企業感染症対策

大防止に係る改装等に要する経

▼事業内容 中小企業等の感染拡
費の一部を補助

▼対象者 宿泊事業者を除く中小
企業等

☎０２８︲６２３︲３２１０

▼問合せ 栃木県観光交流課

▼申請方法 郵送または電子メール

※他の補助制度との重複は不可

備品購入︑消耗品購入

▼対象経費 施設改装︑設備導入︑

31

▼申請方法 オンライン申請のみ
▼受付期間
○４・５月分 ８月 日㈰まで

▼問合せ︵土日祝除く︶

８月 日㈫まで

○６月分

☎０２８︲６６６︲７１１１

○応援一時金サポートセンター

▼補助率等

ター☎０１２０︲２１１︲２４

・補助率 ３分の２以内

▼問合せ 月次支援金コールセン

受付時間 午前９時〜午後５時

︵下限額 万円︶

・補助金額 上限額５００万円

▼公募期間 ８月 日㈫まで

▼対象経費 新たな生活様式への

タウントピックス
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感染症対策施設等
支援補助金

宿泊事業者
支援補助金
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︶
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支援補助金
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11月完成

予定!!

子育て・新婚世帯向け賃貸住宅
「ウイングヴィーナス」
入居者募集中!!

▼募集期間 ８月 日㈫まで

なった後の家賃です︒

組む
﹁パートナーシップ型の地域福

▼申込み ︵株︶東陽宅建

▼入居可能日 令和４年１月〜

会が６月４日〜 日までの 日間

令和３年第４回那須町議会定例

推進条例の制定など７議案を可決

那須町民の歯及び口腔の健康づくり

︻補正予算︼

福祉活動計画を策定するものです︒

度からの５年間を計画期間とする

総合的に推進するため︑令和３年

祉のまち﹂を目指し︑地域福祉を

※必要書類を郵送または持参によ

開催され︑７議案が可決されまし

６月議会定例会

▼ 要 件 次の要件を全て満たす方

▼所在地 寺子乙３９３８番地

り申込みできます︒
︵申込書等は町

▼間取り ３ＬＤＫ︵ .６㎡︶

①入居しようとする世帯全員の合
ホームページから取得できます︶

黒田原地区まちづくりセンター

戸

計所得月額が１５８︐０００円

た︒主な議案は次のとおりです︒

いずれかに該当すること︒

取りで︑快適に過ごせます︒

①３ＬＤＫ︵ .６㎡︶の広い間
②オートロック︑エレベーター︑

つ計画的に推進するため︑基本理

及び口腔の健康づくりを総合的か

増進に寄与することを目的に︑歯

町民の生涯にわたる健康の保持

に計上しました︒

用を令和３年度一般会計補正予算

援特別給付金事業などに要する費

川の災害復旧︑子育て世帯生活支

活動継続支援︑道路橋りょう・河

や小中学校の感染症対策等の教育

時間コールセンター︑防犯カ

念や町の責務︑基本的な施策など

いる方がいる世帯︶

の方がいる世帯または妊娠して

メラ︑宅配ＢＯＸ︑温水洗浄便

策係☎

６９５５

域福祉活動計画の策定︼

した︒

１３０億６︐２１０万円となりま

１億３︐１５０万円が追加され︑

この結果︑一般会計の総額は︑

座︑バリアフリー︑児童遊園な

▼家 賃 ５７︐０００円︵別途

24

▼問合せ ふるさと定住課住宅政

道の駅那須高原友愛の森

共益費︑駐車場代が必要︶

観光交流センター案内所が移転しました

住民と行政が協働で福祉に取り

道の駅那須高原友愛の森の観光

交流センター・アグリ情報館の増

改築工事を進めています︒これま

での観光案内所の機能をアグリ情

報館に移設し︑バス待合所の拡充

や授乳室の新設︑道の駅の管理事

務所設置等の工事を行っています︒

完成後は︑
新たな那須高原の総合

ターミナルとして︑
観光情報を主に

町の魅力を発信し︑
多くの方が立ち

月末まで︵予定︶

寄れる道の駅を目指します︒

▼工 期

10

６９１８

▼問合せ 観光商工課施設係

☎

72

町ホームページ

株( 東)陽宅建
ホームページ

標準的な間取り（3LDK）

︻第４期那須町地域福祉計画・地

年以内の方または婚姻予定の方︶

13

・新婚世帯︵婚姻の届出をして５

くり推進条例の制定︼

16

を定めるものです︒

69

第４期那須町地域福祉計画・地域

から４８７︐０００円以内であ
○新婚・子育て世帯にうれしい

のコワーキングスペース等の整備

・子育て世帯︵同居者に 歳未満

②同居する親族がある方で︑次の

ること︒

︻那須町民の歯及び口腔の健康づ

▼募集戸数
69

メリットがいっぱいあります

40
どが完備されています︒

18

4

2021（R3）7月号

31

※入居条件を満たすことで減額と

72

タウントピックス

21

「黒田原まちなか広場（旧立正佼成会跡地）」を
一般開放します

町民の憩いと集いの場として整
備した﹁黒田原まちなか広場﹂を
オープン初日は︑こけら落とし

７月 日㈯から一般開放します︒

命の大切さ・相手を思いやる心を育む

﹁人権教室﹂﹁人権の花運動﹂を実施しました
る運動です︒

﹁とちぎネットアンケート﹂

協力者募集中！

るため︑インターネットを利用し

県では︑県民の皆さんの意識や

人権擁護委員がマリーゴールドと

○人権教室
﹁人権教室﹂とは︑町の人権擁

イベントを行います︒また︑当日
護委員が町内小中学校に赴き︑人

た県政に関するアンケートにご協

場合がありますので︑ご了承くだ

況等により︑イベントを中止する

らをきっかけに失われた小さな尊

もうと﹂を題材に︑ほんのいたず

︵西大久保︶が絵本﹁わたしのい

人権擁護委員の井上二美子さん

れいな花をありがとうございます︒

の平山紗菜さん︵６年︶は︑﹁き

学んでほしい﹂と話し︑児童代表

とで人に寄り添うことの大切さを

二美子会長は︑﹁お花を育てるこ

擁護委員協議会那須町部会の井上

看板を手渡しました︒大田原人権

※定員︑任期はありません︒申し

アンケートに協力できる方

の方で︑月１回︵ 問程度︶の

▼対 象 県内在住の満 歳以上

しています︒

多くの皆さんからの応募をお待ち

力いただける方を募集しています︒

ニーズを把握し︑県政に反映させ

は同会場で﹁黒田原夏祭り﹂の開

日日草︑サルビアの苗１５０本と

日︑黒田原小学校では︑

催も予定されていますので︑あわ
権について話をする教室です︒

６月

せてお楽しみください︒なお︑新

さい︒

い命の話の読み聞かせを行い︑児

６９３５

72

大切に育てます﹂と︑お礼の気持

出により︑いつでも協力者として

６９１７

☎０２８︲６２３︲２１５８

▼問合せ 県広報課

ます︒

から抽選で粗品を差し上げてい

▼その他 毎回︑回答した方の中

込み

集﹂︵ http://www.pref.tochigi.
lg.jp/c05/pref/kouhou/iken/an
︶応募フォームから申
ke.html

ちぎネットアンケート協力者募

▼申込方法 県ホームページ﹁と

めました︒

☎

▼問合せ 保健福祉課福祉係

の登録を消すことができます︒

16
ちを伝えました︒

10

６月４日︑那須高原小学校では︑

▼日 時 ７月 日㈯午前 時〜

童は命の大切さについて理解を深

︵寺子丙３︲１１６︶
▼利用上の注意

詳しくは︑お問い合わせください︒

る場合は︑事前に申請が必要です︒

きますが︑イベントなどを開催す

当広場は︑誰でも自由に利用で

11

型コロナウイルス感染症の感染状

▼場 所 黒田原まちなか広場

24

▼問合せ 企画財政課まちづくり
係 ☎

○人権の花運動
﹁人権の花運動﹂とは︑児童が
協力して花を育てることを通じて
人権尊重思想を育み︑情操をより
豊かなものにすることを目的とす

タウントピックス

11

72
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5

24

交付を受けたことがあり︑令和

・過去に﹁限度額適用認定証﹂の

▼次の方には認定証を同封します

険被保険者証﹂と﹁後期高齢者医
３年度の所得区分が現役並み所

現在交付している﹁国民健康保

効期限が切れます︒８月から使用

療被保険者証﹂は︑７月 日で有
得者1または2
︵※︶
の方

児童扶養手当・
特別児童扶養手当
は申請が必要です
児童扶養手当

父母の離婚などで父または母と

の児童を監護する父母または︑

その児童を養育している方

８月 日から９月 日までの間

▼すでに受給している方

に﹁特別児童扶養手当所得状況

届﹂を提出する必要があります︒

対象の方には︑通知を郵送します︒

護・養育している方に支給します︒

当現況届﹂︑﹁特別児童扶養手

▼提出期限の厳守 ﹁児童扶養手

共通事項

▼対 象 次のいずれかに該当す

生計を同じくしていない児童を監

所得区分が現役並み所得者１ま

る 歳になった後の最初の３月

ることで︑医療費の支払いが一定

適用認定証﹂を医療機関に提示す

育している方

によって 歳まで︶を監護・養

日までの児童︵障がいの程度

那須町国民健康保険から社会保

▼保険証が変更となったときは

証の制限を受けることがあります︒

納税相談にも応じない場合は︑
保険

なります︒

どまり︑入院時の食事代も減額に

で︑医療費の支払いが一定額にと

定証﹂を医療機関に提示すること

﹁限度額適用・標準負担額減額認

全員が住民税非課税の場合は︑

〇父または母の生死が明らかでな

〇父または母が死亡した児童

〇母が未婚の児童

〇父母が婚姻を解消した児童

てください︒

合がありますので︑早めに申請し

遅れると︑手当の支給が遅れる場

請求︵申請︶が必要です︒申請が

手当を受給するためには︑認定

▼新たに申請する方

ずご提出ください︒

当所得状況届﹂は︑期間内に必

たは２に該当する方は︑﹁限度額

▼認定証の使い方

区分が低所得区分の方

ことがあり︑令和３年度の所得

額減額認定証﹂の交付を受けた

・過去に﹁限度額適用・標準負担

できる保険証を７月下旬に郵送し
ますので︑８月１日以降は新しい
保険証をお使いください︒
なお︑有効期限の切れた保険証
は使用できませんので︑住民生活
課または各支所にお返しください︒

︿国民健康保険﹀
保険証は世帯主宛てに郵送します︒

額にとどまります︒また︑世帯の

険等に保険証が変更となったとき

※現役並み所得者１とは︑住民税

障がいの状態にある児童など

は︑その後の住所の変更や所得の

いたこと等で申請をしなかった方

届﹂を提出する必要があります︒

８月中に﹁児童扶養手当現況

ださい︒

変動等で︑手当を受給できる場合
万円未満の被保険者︵同一世帯の

▼所得制限 受給者または扶養義

▼すでに受給している方

〇父または母が一定程度の重度の

また︑所得が限度額を上回って

は︑届け出が必要となります︒
新規

い児童

加入した保険証︑
国民健康保険証を

課税所得が１４５万円以上３８０
被保険者も含む︶で︑現役並み所

対象の方には︑通知を郵送します︒

籍住民係 ☎

６９０８

▼申込み・問合せ 住民生活課戸

い場合もあります︒

合など︑状況によって支給しな

務者の所得が一定額以上ある場

がありますので︑早めにご相談く

届け出をしない場合︑国民健康

得者２とは︑住民税課税所得が３

に届け出てください︒

保険税は賦課され続けることとな

８０万円以上６９０万円未満の被

精神または身体が中程度以上の

特別児童扶養手当
む︶です︒

障がいの状態にある児童を監護す

保険者︵同一世帯の被保険者も含
▼問合せ

る父母または︑その児童を養育し
ている方に支給します︒

▼対 象 精神または身体が中程

☎０２８︲６２７︲６８０５

〇栃木県後期高齢者医療広域連合
〇住民生活課医療保険係

6

2021（R3）7月号

11

りますので︑変更となった日から
日以内に必ず届け出てください︒
６９０９

▼問合せ 住民生活課医療保険係
☎

︿後期高齢者医療保険﹀
保険証は加入している方宛てに

度以上の障がいのある 歳未満

72

タウントピックス

12

持参の上︑
住民生活課または各支所

20

31

特別な事情なく保険税を滞納し︑

▼保険税納付を忘れずに

18

31

６９０９
☎

20

72

郵送します︵封筒の色は茶色︶︒

72

14

後期高齢者医療被保険者証
国民健康保険被保険者証

7月下旬に郵送します

低所得の子育て世帯に
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

新型コロナウイルス感染症によ

○その他の世帯の場合
する方︵﹁ひとり親世帯分﹂の

▼対 象 次の①または②に該当

る影響が長期化する中で︑低所得
の子育て世帯に対し︑その実情を

町内在住の方も対象です

移住定住促進住宅取得
等補助金のご案内

特定空家等解体費
補助金のご案内

適正に管理されず放置され︑老

倒壊の危険や草木の繁茂等による

朽化した危険な空き家が増加し︑

増改築をした方に︑予算の範囲内

景観の悪化が問題となっています︒

自ら居住するための住宅取得や

は特別児童扶養手当を受給し︑

で補助金を交付します︒申請する

①令和３年４月分の児童手当また

受給者は対象外︶

踏まえた生活の支援として給付金
を支給します︒詳細はお問い合わ
せください︒
▼ 給付額 子一人当たり一律５万円
令和３年度分の住民税が非課税

方は事前にご相談ください︒
・町税等の滞納が無い方

保全のため︑予算の範囲内で特定

空家等の解体費用を補助します︒

▼対 象 そのまま放置すると倒

家対策審議会により特定空家等

おそれのある建物等で︑町空き

壊等︑著しく保安上危険となる

宅に移住する満 歳未満の方が

・単身世帯の場合

㎡×

㎡以上
世帯人数+ ㎡以上

・２人以上の世帯の場合

55
万円

▼補助金額︵交付限度額 万円︶
○基本額
・中古住宅

・新築住宅
▼日 程 ８月 日㈯︑ 日㈰

・増改築︵ ㎡以上︶

万円

次の日程で休日窓口を開設しま

▼時 間 午前９時〜正午︑午後

万円
万円
６９５５

万円

の１以内︵上限 万円︶

▼補助金額 補助対象費用の２分

事を行うこと

・町内に事務所を有する業者が工

いないこと

・所有権以外の権利が設定されて

物ではないこと

・不動産業を営む者の所有する建

こと

・町内に在する特定空家等である

▼要 件

と認定されたもの

・増改築︵ ㎡以上︶の場合︑住

︵増改築の場合は除く︶

周辺住民等の安全や生活環境の

の方
︵申請不要︑７月支給予定︶
満の子︵障害児の場合は 歳未

②令和３年３月 日時点で 歳未

▼対 象

に該当する方︵﹁その他の世帯

▼対 象 次の①〜③のいずれか

歳未満である方

・申請者が満

ずれかに該当する方︵令和４年

満︶の養育者であって︑次のい

①令和３年４月分の児童扶養手当

２月末までに生まれる新生児等
・ 令和３年度の住民税が非課税の方

いること など

で︑令和３年４月分の児童扶養

６９０８

水準︶を満たすこと

次の要件︵一般型誘導居住面積
降の収入が急変し︑住民税が非

▼面積要件 住宅の延べ床面積が

は受給していないが︑新型コロ

課税である方と同様の事情にあ

響を受けて令和３年１月１日以

ナウイルス感染症の影響を受け

籍住民係 ☎

▼申込み・問合せ 住民生活課戸

ると認められる方

養手当を受給している方と同じ
水準となっている方

マイナンバーカード交付の休日窓口のご案内

25

50

20

て家計が急変し︑収入が児童扶

・新型コロナウイルス感染症の影

も対象︶

を受給している方︵支給済︶

分﹂の受給者は対象外︶

○ひとり親世帯の場合

!!

手当の支給を受けていない方

②公的年金等を受給していること

45

③令和３年４月分の児童扶養手当

45

○加算額︵町内事業者施工のみ︶
・新築住宅

１時〜４時
▼場 所 住民生活課
︵本庁１階︶

・増改築
進係 ☎

進係 ☎

６９５５

▼問合せ ふるさと定住課定住促

タウントピックス

25

▼問合せ ふるさと定住課定住促

▼問合せ 住民生活課戸籍住民係
６９０８

50

20 18

29

す︒平日にマイナンバーカードの
受け取りができない方は︑この機
会をぜひご利用ください︒
なお︑ご利用の際は必ず事前予

☎

72

31

72

21

25

30 30

25

10 20

72

約をお願いします︒︵当日の予約
はできません︶

マイナンバー

2021（R3）7月号

7

※予約がない場合は窓口は開設し
ません︒

72

【６５歳以上の皆さんへ】介護保険料を改定しました
介護保険料額は本人や世帯員の住民税の課税状況や、本人の所得などの条件により９つの段階に分かれています。保険
料は3年ごとに見直しが行われ、令和３年度は第７段階から第９段階の所得段階区分を見直しました。（第１段階から第６
段階の保険料や段階判定の条件に変更はありません）令和３年度以降の保険料段階区分は次の表のとおりです。
段

階

令和３年度

対象者（満６５歳以上）

第１段階

負担割合

〇生活保護受給者
〇老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
〇世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額の合計が
80万円以下

年額保険料

基準額×0.30

20,900円

前年の合計所得金額＋課税年金収入額の合計が
120万円以下

基準額×0.50

34,800円

上記以外

基準額×0.70

48,700円

前年の合計所得金額＋課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額×0.90

62,700円

上記以外

基準額×1.00

69,600円

第６段階

前年の合計所得金額が120万円未満

基準額×1.20

83,600円

第７段階

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満
（令和2年度までは120万円以上200万円未満）

基準額×1.30

90,500円

第８段階

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満
（令和2年度までは200万円以上300万円未満）

基準額×1.50

104,500円

第９段階

前年の合計所得金額が320万円以上
（令和2年度までは300万円以上）

基準額×1.70

118,400円

第２段階
第３段階
第４段階
第５段階

世帯全員が非課
税で第１段階に
該当しない
世帯の誰かに住
民税が課税され
ているが、本人
は非課税

本人が住民税課税

■問合せ

税務課庶務諸税係

☎７２‐６９３６

▼申請受付

中の収入確定後に申請可能︶

12

月以降︵令和３年

※申請には︑収入を証明する書類

新型コロナウイルス感染

症の影響を受けた方の保

等の提出が必要です︒詳しくは︑

町ホームページをご確認ください︒

６９３６

2021（R3）7月号

険料等を減免します

☎

▼問合せ 税務課庶務諸税係

72

次の要件を満たす方は︑国民健

第 回﹁ジュニア知
事さん﹂作文募集

県では︑﹁もし私が知事になっ

タウントピックス

29

康保険税・後期高齢者医療保険

料・介護保険料が減免になります︒

▼要 件

り︑主たる生計維持者が死亡し︑

・新型コロナウイルス感染症によ

または重篤な疾病を負った世帯

たら︑こんなことをしてみたい﹂

をテーマに作文を募集します︒知
事になってふるさと ”とちぎ “の
ためにやりたいことをお送りくだ

の方︵全額免除︶

さい︒

り︑主たる生計維持者の収入が

減少し︑次の①②どちらにも該

▼対 象 小学校４・５・６年生

・新型コロナウイルス感染症によ

当する世帯の方︵全部または一

︵県内に在住または通学︶

部免除︶

①給与収入︑事業収入︑不動産収

裏面に題名・学校名・学年・氏

用紙１枚にまとめ
︵余白に題名︶
︑

▼申込方法 ４００字詰めの原稿

額︵保険金︑損害賠償等により

入︑山林収入のいずれかの減少

補てんされるべき金額を控除し

名︵ふりがな︶を記入し郵送

10

た額︶が令和２年中の当該収入

▼締切り ９月 日㈮

▼申込み・問合せ 県広報課

☎０２８︲６２３︲２１５８

額の 分の３以上であること

和２年中の所得額が０円または赤

〒３２０︲８５０１

※減少した当該収入等にかかる令

字の場合は適用外になります︒

宇都宮市塙田１︲１︲

以外の令和２年中の所得の合計

②減少した事業収入等に係る所得

額が４００万円以下であること

︵国民健康保険・後期高齢者医

療保険については更に令和２年

中の所得の合計額が１千万円以

下であること︶

20

10

8

夏の交通安全町民総ぐるみ運動 ７月1日㈭〜７月10日㈯の期間
【運動の重点】
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・自転車の安全利用の推進
・前照灯の早め点灯と上向き切換えの推進
・飲酒運転の根絶
・「マナーアップ！あなたが主役です」運動の推進
■問合せ 総務課防災交通係 ☎７２-６９０２

を締結したことにより︑同社が提

をもたらします︒特に７月〜 月

台風や大雨は︑毎年大きな災害

うになりました︒

の開設や混雑状況を確認できるよ

﹃ＶＡＣＡＮ﹄で︑町内の避難所

供するＭＡＰ型混雑検知システム

にかけて︑台風が多く発生するた

防災のワンポイント

▼時 間

め注意をしましょう︒

危険物取扱者保安講習会

〇給油取扱所講習 給油取扱所で

︻台風が接近する前の行動︼

▼期 日 ８月６日㈮

７月１日︑﹁災害時における相
午前９時 分〜午後０時 分

取扱い作業に従事している方

神奈川県葉山町と防災
協定を締結しました
互応援協定﹂を町と神奈川県葉山
この協定は︑地震や風水害等の

所以外の危険物施設で取扱い作

〇一般︵その他︶講習 給油取扱

ト等を利用し︑最新の台風情報

①テレビ︑ラジオ︑インターネッ

てます﹂﹁やや混雑﹂﹁混雑﹂

▼混雑状況 混雑状況は︑﹁空い

むことで利用できます︒

▼利用方法 左記コードを読み込

町との間で締結しました︒
大規模災害が発生する恐れまたは
業に従事している方
▼場 所 町文化センター

②家周りの点検︑窓や雨戸の補強︑

※通常時︵避難所が開設されてい

員が出動しています︒風水害等に

害等による倒木が発生し︑消防隊

県危険物保安協会のホームページ

署で配布しています︒また︑栃木

消防本部予防課・各消防署・各分

※講習会のご案内と受講申請書は︑

③台風に伴う大雨や強風の事故に

業は絶対にやめましょう︒

る危険があるため︑屋外での作

②暴風や突風にあおられて転倒す

りは絶対にやめましょう︒

目が分からなくなるため︑見回

☎

６９０２

▼問合せ 総務課防災交通係

表示されます︒

ないとき︶は︑﹁利用休止中﹂と

︻台風が接近してからの行動︼

備しましょう︒

とともに︑非常持ち出し品を準

日分の食料や飲料水を備蓄する

③ライフラインの断絶に備え︑３

しょう︒

浸水対策︵漏電等︶等を行いま

﹁満﹂の４段階で表示されます︒

午後１時 分〜４時 分

をするものです︒

▼受付期間 ７月 日㈪〜 日㈫︑

▼定 員 各 人

４︐７００円
︵栃木県収入証紙︶

▼受講料

６９０２

▼問合せ 総務課防災交通係
☎

チェーンソーの取り扱い

午前９時〜午後５時
︵土日を除く︶
▼受付場所

よる倒木の災害現場で︑安全で確

からもダウンロードできます︒

■問合せ 総務課防災交通係 ☎７２‐６９０２

研修会を実施しました

実な消防活動を行うための技術向

※新型コロナウイルス感染症予防

①増水した用水路は︑道路との境

上を目的に研修会を実施しました︒

那須地区消防本部予防課

消防隊員は町森林組合の指導を受

巻き込まれないよう︑不要不急

栃木県と株式会社ＶＡＣＡＮ

スマートフォン等で確認できます

避難所の開設や混雑状況を

の外出は控えましょう︒

のため︑日程等が変更になる場合

☎０２８︲６２２︲０４３８

○栃木県危険物保安協会

▼問合せ

け︑基本的なチェーンソーの取り

那須消防署管内では︑毎年風水

20

☎０２８７︲２８︲５１０３

○那須地区消防本部予防課

︵バカン︶
が
﹁災害時等における避

【ヤフー！防災速報】
指定地域の地震や豪雨、
警報等をメール配信

【那須町安全安心メール】
火災や防災、新型コロナ
等の情報をメール配信

30

があります︒
１２１５

研修会の様子

72

那須町安全安心メール・ヤフー！防災速報

12

を入手しましょう︒

発生した場合に︑物資提供︑避難

30

者の受け入れ︑職員派遣等の応援

30

30

70

扱いや危険事項等を学びました︒
▼ 問合せ 那須消防署 ☎

72
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2021（R3）7月号

9

10

難施設の情報提供に関する協定﹂

登録はこちら!!

72

サルの出没にご注意
町には野生のサルが生息してい

マイバッグコンテスト

那須高原での繁殖が心配されて

の一環として︑マイバッグコンテ

資源化向上を図るための啓発活動

レジ袋削減推進とごみの減量・

作品募集

いる特定外来生物﹁オオハンゴン

﹁オオハンゴンソウ﹂
駆除活動参加者募集

ソウ﹂
の駆除活動を町内の高校生・

ストを実施します︒

ます︒
時には人が襲われることもあ

▼サルを引き寄せないために

中学生とともに実施します︒また︑

▼募集作品

りますが︑
私たちが気をつければ多

対象となっている森林の立木を伐
・生ゴミや不要となった農作物は

この活動後には︑那須地域の生物

自然学習プログラムも実施します︒

多様性をフィールドで実際に学ぶ

・素材︑形は自由

・１人１点まで

のペットボトルを３本を入れて

持ち運びできるもの

・応募者が創作した未発表のもの

協議会︶☎

６９１６

10

2021（R3）7月号

森林の立木伐採には
﹁伐採届﹂の提出が必
要な場合があります

採する場合︑森林法の規定により

放置せず︑土に埋めるなど適切
・犬や猫のエサ等は建物内に入れる︒

・大きさ︑耐久性は︑ リットル

くの事故を防ぐことができます︒

事前に町への届出が義務付けられ
に処理する︒

森林所有者等は地域森林計画の

ています︒
▼対 象 個人︑法人を問わず地

▼日 時 ８月６日㈮午前９時〜
午後１時 分

・収穫予定の無い果樹︵柿や栗な
ど︶は伐採するか実を全て除去

暴風が予想される場合は︑前日ま

※小雨決行︑予備日なし︒大雨・

▼積極的な追い払い

須町︑那須塩原市︑大田原市︶

▼応募資格 那須地区３市町︵那

︵市販品は不可︶

八幡つつじ園地・那須平成の森

▼活動場所 なす高原自然の家・

に在住または通勤・通学してい

る方

小学校高学年︵４〜６年生︶の

▼応募区分

部︑中学校の部︑一般の部

▼締切り ９月 日㈮必着

ページでご確認ください︒

※応募方法等の詳細は︑町ホーム

※午後の部まで参加する方は︑当

６９１６

全係︵那須地区レジ袋削減推進

▼申込み・問合せ 環境課環境保

人︵先着順︶

生以下は保護者の同伴が必要︶

▼対 象 誰でも参加可能︵小学

日の昼食をお持ちください︒

プログラム︵自由参加︶

○午後の部 那須高原の自然学習

除活動︵八幡つつじ園地︶

ての説明とオオハンゴンソウ駆

〇午前の部 特定外来生物につい

▼内 容

フィールドセンター

払いの道具︵エアーガンや爆竹

▼出会ってしまったら

など︶を持っている場合は︑複

・不用意に近づかない︒

※提出する書類は農林振興課窓口

▼対 象 地域森林計画の対象と

・目を合わせない︒

に配置しているほか︑町ホーム

でに中止を決定します︒

1.5

数の人数で追い払う︒

なる森林は︑町ホームページま

がります︶

ルが人に慣れて人身被害につな

・食べ物を絶対に与えない︒︵サ

場から立ち去る︒

・興奮させないように静かにその

たりしない︒

・急に走り出したり︑後ろを向い

たは農林振興課で確認できます︒
▼注意事項 無届伐採や虚偽報告
などの違反行為があった場合は︑
森林法の規定により︑罰則が適
用される場合があります︒詳し

６９１２

10

72

くはお問い合わせください︒
☎

▼定 員

▼参加費 無料

▼締切り ７月 日㈫
全係 ☎

▼申込み・問合せ 環境課環境保

27

▼問合せ 農林振興課林務係

６９１１

40

72

▼問合せ 農林振興課畜産係
☎

72

タウントピックス

!!

・警戒心を植え付けるため︑追い

する︒

30

域森林計画対象の民有林を所有
している方
日前までに農林振興課へ規定

▼届出期間等 伐採する 日から
90

ページからもダウンロードできます︒

の書類を届出

30

72

〜あなたの土地を再確認〜
地籍調査のお知らせ

令和３年度の地籍調査事業は、新高久地区の一部で実施します。地籍調査は、皆さんの大切な土地を明確化する
ためのものです。境界確認の立会いで設置した杭の測量成果は、皆さんの土地の基盤となる重要なものとなります。
■調査に関する予定
・８月中 説明会の開催 ・９月〜11月 一筆地調査(境界確認・立会い)の実施
説明会や立会いの実施期日等の詳細は、土地所有者の方に個別に文書で連絡します。
■問合せ 農林振興課地籍調査係 ☎７２−６９１３

第4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！」
４回目は電気料金の変化についてお伝えします。下図のとおり、2019年度の日本の電気料金（家庭向け）は2010年
度と比べ約22％も上昇しています。上昇の要因に、海外から輸入される石油・石炭・天然ガス（ＬＮＧ）などの燃料価
格の高騰や、「固定価格買取制度（再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が固定価格で一定期間買い取る制
度）」の導入以降、再生可能エネルギーの普及に伴い電力会社による電気の買取費用が増え、その影響で電気利用者が支
払う賦課金単価も増えていることなどが挙げられます。

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2020」 ■問合せ

11
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環境課

環境保全係

☎７２−６９１６

