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マイクロツーリズム 近場で楽しむ

新アトラクション続々誕生!
挑戦・進化し続ける牧場
那須高原りんどう湖ファミリー牧場
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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「まさか」は突然やってくる!!
〜自然災害から命を守るための備えをしよう〜
毎年のように発生する、大雨、台風、地震などによる被害。
これらの自然災害から命を守るには、日ごろから防災知識を身につけ、備えをしておく。
そして、災害発生の恐れがある時には防災情報をキャッチして迅速に避難することが大切です。
一人一人が 焦らず、落ち着いて 行動することが命を守ることにつながります。
次のステップ１〜４を確認し、災害に備えましょう！！

○那須町安全安心メール

○とちぎリアルタイム雨量河川水位情報

○気象庁キキクル

火災や停電情報、防災・防

雨量や河川水位情報、洪水

気象庁の天気情

犯情報、町からのお知ら
せをメール配信（要登録）

予報や河川のライブカメラ
の情報を確認できます

報や警戒情報を
確認できます

○ヤフー！防災速報アプリ

○とちぎ土砂災害警戒情報

○川の水位情報

地震や豪雨、警報情報等

警報情報や大雨警報・注

全国の川の水位

をアプリで配信

意報などの情報を確認で
きます

を確認できます
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「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リスクと
とるべき行動を確認しましょう。
※町のハザードマップは、総務課で配付しているほか、町ホームページからも
確認できます。また、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイ
ト」でも確認できます。

ハザードマップ
ポータルサイト

町ホームページ

必ず取り組みましょう

浸水しても水がひくまで我慢できる。水・
食糧などの備えが十分にある場合は屋内安
全確保（自宅に留まり安全確保すること）
も可能です。
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特集

ハザードマップはどのように見るの!?

ステップ4

避難時に持ち出す物を事前に準備しましょう!

避難先は小中学校・公民館だけではありません。
安全な場所にある親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。
■問合せ 総務課防災交通係

☎７２−６９０２
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東京電力パワーグリッド㈱からのお願い
○停電が発生した場合のお願い

東京電力パワーグリッド㈱のホームページやスマホアプリ（TEPCO速報）等で停電情報をご確認ください。停電

情報が掲載されていないにもかかわらず停電している場合や、周辺は電気が点いているのに自宅が停電している
場合は、低圧線・引込線の断線や建物内の設備に不具合が生じている可能性があります。
その際は、東京電力パワーグリッド㈱コンタクトセンターまでご連絡をお願いします。

○東京電力所管の設備異常を発見した場合のお願い

①場所を把握するため、最寄りの電柱の番号札をご確認ください。（異常箇所に近づかず、安全上可能な位置で）
※万が一、最寄りの電柱の番号札が見えづらい場合は、隣接した電柱の番号札をご確認ください。

②被害状況を把握するため、電線が切れている箇所や倒木箇所等の異常箇所をご確認ください。スマホや携帯電話
を持っている場合は、後ほど提供いただきたいため、番号札や全景の写真を撮影してください。
（異常箇所に近づかず、安全上可能な位置で）

○チャットで問合せ（右の二次元コードよりアクセス）

地域の安全を守る

消防団詰所を新築

!!

防災のワンポイント

これからの季節は︑グラウンド

災害時の事業継続に向けて

町内事業者へ説明会開催

団第3部の消防団詰所が完成しま

７月 日︑那須町消防団第2分

次の行動を心がけましょう︒

事故が発生する危険性が高いため︑

などの高い場所では︑落雷による

説明会は︑３月 日に町と町商工

事例の説明会を開催しました︒同

事業継続計画の必要性とその活用

や海等の開けた場所︑山頂や尾根

した︒新しい消防団詰所は︑富岡

○雷雲が近づいている時の行動

７月７日︑町内事業者へ向けて︑

集落センター内に建てられ︑
地域防

き出た物に落ちやすいので︑特に

雷は︑樹木など高い所や高く突

事業者事業継続計画︵ＢＣＰ︶策

社で締結した﹁那須町内の小規模

会︑東京海上日動火災保険株式会

い姿勢で︑電柱などから４ｍ以上

ど︶に避難しましょう︒避難は低

ンクリートの建築物︑自動車な

ことができるメリットなどについ

ることで︑被害を最小限に抑える

急な災害時でも適切な行動が取れ

きます︒

者へ︑相談に応じて支援をしてい

今後︑計画策定を希望する事業

て説明がありました︒

６９０２

救助訓練の様子

く突き出さないようにしましょう︒
☎

72

▼問合せ 総務課防災交通係

６９１８

▼問合せ 観光商工課商工係

☎

東京海上日動火災保険株式会社の
担当者がオンラインで説明しました

災活動の拠点として利用されます︒

木の近くにいる場合は︑最低でも

15

各事業者が事業継続計画を備え︑

が参加しました︒

施し︑商工会に加盟する 事業者

定支援に関する協定﹂に基づき実

場所では︑人に直撃しやすくなり

また︑グラウンドなどの開けた

木から２ｍ以上離れましょう︒

25

離れた場所に退避し︑持ち物は高

ます︒すぐに安全な場所︵鉄筋コ

新築した消防団詰所

水難事故に備えて︑水難救助訓練を実施しました
那須消防署では︑水難事故に備
え水難救助訓練を実施しました︒
訓練では︑ロープや浮輪︑担架な
どの資器材を使用し︑救出方法の
確認を行いました︒
水辺でのレジャーが増える夏の
時期は︑急な天候の変化や河川の
増水に十分注意してください︒
１２１５
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▼問合せ 那須消防署
☎

72

○☎0120-995-007（または03-6375-9803(有料)）
■問合せ

30

72

▶チャットで
問合せ

③東京電力パワーグリッド㈱コンタクトセンターまでご連絡をお願いします。

※電話・チャットともに、停電など緊急のご用件については、全日24時間受け付けます。

官民・官学連携のまちづくり
〜地方創生・観光活性化を進めます〜

同協定は︑同社の専門的知見を

イベントの開催に伴い︑次のと

歳以上の高齢者︑基礎疾患のある

新型コロナワクチン接種は︑

新型コロナワクチン接種

生かし︑それぞれの資源を有効活

おり運休します︒ご理解とご協力

運休・中止のお知らせ

６月 日︑町とあいおいニッセ
用した恊働による地方創生の実現

をお願いします︒

﹁地方創生に関する連携協定﹂
を締結しました
イ同和損害保険株式会社は︑﹁地
を目的とし︑今後は官民一体と

町民バス運休のお知らせ

方創生に関する連携協定﹂を締結
なって地域の課題解決に向けて取

ゆめプラザ・那須の
開場日が変わります

しました︒

○那須高原ロングライドに伴う

方︑高齢者施設等従事者︑ 歳以

ません︒なお︑他の停留所は通

い公園﹂停留所には終日停車し

▼内 容 湯本線﹁余笹川ふれあ

▼日 時 ８月 日㈰︵終日︶

今後の供給が不透明な状況です︒

の方の分のワクチンについては︑

接種を進めていますが︑ 歳以下

と﹁高原公民館﹂の２カ所で集団

下の方の順に︑
﹁ゆめプラザ・那須﹂

▼日 時 ９月５日㈰︵終日︶

技リハーサル大会に伴う運休

館﹂は現在と変わらず︑毎週金曜

変更します︒なお︑﹁高原公民

ザ・那須﹂の開場日を次のとおり

このため︑当面の間﹁ゆめプラ

▼内 容 湯本線の全便運休

○いちご一会とちぎ国体自転車競

常どおり停車します︒

一部運休

り組んでいきます︒
▼協定に基づく連携事項
ること

○地域・暮らしの安全安心に関す
○産業振興・中小企業支援に関す
ること
など

○観光・農業の振興に関すること

６９０6

▼問合せ 企画財政課総合政策係
☎

なお︑ワクチン供給の安定後︑

日のみ実施します︒
６９５５

▼問合せ ふるさと定住課公共交
通係 ☎

﹁ゆめプラザ・那須﹂の月︑火曜

▼協定に基づく連携事項

を考慮し中止します︒なお︑敬老

ロナ感染防止と出席者等の安全面

令和３年度の敬老会は︑新型コ

▼変更前︵ゆめプラザ・那須︶

ます︒

ルと町ホームページでお知らせし

再開する際は︑安全・安心メー

日の接種を再開する予定です︒

○町の活性化に向けた課題解決教

祝金は対象者へ贈呈します︒後日︑

敬老会中止のお知らせ

育を活用した課題抽出と解決

・開場日 毎週水〜土曜日

・開場日 毎週月〜土曜日

１万円

☎

５０９１

ワクチン接種推進室

・ 歳に達する方

対象者へ案内を送付します︒
○町の活性化に向けた研究・社会
実装のための産学官の協働
○町の活性化を担う若年層や知的

万円

▼問合せ 町新型コロナウイルス

３万円

２万円

▼変更後︵ゆめプラザ・那須︶

型の課題解決教育をとおした連携

知見の活用や町と大学の分野横断

性化を目的とし︑同大学の専門的

﹁観光活性化に関する連携協定﹂
を締結しました
７月８日︑町と芝浦工業大学は︑
﹁観光活性化に関する連携協定﹂
を締結しました︒

65
・ 歳に達する方
・１０１歳以上の方

・１００歳に達する方

創造性の担う人材の育成︑活用
ＴＥＡＭ教育の協働 など

６９１７

▼問合せ 保健福祉課福祉係
☎
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64

64

▼対象者︵今年度年齢到達︶
・金額

を進めていきます︒

22

○未来の職業人材育成のためのＳ

６９１８

▼問合せ 観光商工課観光振興係
☎

15

同協定は︑町の観光や地域の活
左から平山町長、芝浦工業大学 山田純学長

72

72

72

73

88 77

72

左から平山町長、あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社理事 加川克仁栃木支店長

29

8月のカレンダー

祝日の移動にご注意ください
祝日の移動にご注意ください

挙げた方に与えられる勲章です︒

のさまざまな分野で顕著な功績を

受章されました︒この章は︑社会

道雄さん︵丸山︶が旭日単光章を

令和３年度高齢者叙勲で︑相馬

に町の振興発展に尽力されました︒

議会の円滑な運営に尽くすととも

成 年までの３期 年にわたり︑

議会議員として︑平成 年から平

相馬さんは︑役場を退職後︑町
12

11

マイナンバーカード交付
の休日窓口のご案内

単独処理浄化槽は全て撤去する

必要があります︶等で︑国の基

準に合った 人槽以下のものを

設置する方

▼補助金額

委員長︑民生文教常任委員長・副

受け取りができない方は︑この機

す︒平日にマイナンバーカードの

次の日程で休日窓口を開設しま

化槽に転換する場合は︑単独処理

︵予約者限定︶

委員長︑建設常任副委員長を歴任

会をぜひご利用ください︒なお︑

３５２︐０００円

されました︒また︑町農業委員︑

ご利用の際は必ず事前予約をお願

くみ取り式トイレまたは単独処

６９１９

☎０２８︲６３３︲１６５０

○栃木県浄化槽協会

☎

○上下水道課下水道業務係

▼問合せ

化槽協会が指定検査機関です︶

ています︒︵県内では︑栃木県浄

毎年１回の受検が義務づけられ

○水質検査︵法定検査︶

許可清掃業者に委託してください︒

毎年１回以上の清掃が必要です︒

○清 掃

検業者に委託することができます︒

要です︒県に登録している保守点

年に３回〜４回の保守点検が必

○保守点検

質検査が義務づけられています︒

に︑定期的な保守点検・清掃・水

浄化槽の正常な機能を保つため

︻浄化槽の維持管理について︼

円を限度︶の額を加算します︒

※単独処理浄化槽から合併処理浄

５８８︐０００円

・ 人槽︵二世帯住宅に限る︶

４４１︐０００円

町企画審議会会長︑大清水用水土

査をお願いする世帯に調査員が伺

理浄化槽を合併処理浄化槽に転換

・７人槽

地改良区理事長などを歴任された

※予約がない場合は窓口を開設し

浄化槽撤去費用の２分の１︵５万

・５人槽

10

いします︒︵当日予約はできません︶

腕を発揮されました︒

ません︒

▼日 時 ９月 日㈯︑ 日㈰

この度の受章に﹁周囲の方々と
信頼し合い︑常に感謝の気持ちを

▼場 所 住民生活課
︵本庁１階︶

１時〜４時
感謝しています﹂と周囲の方々へ

▼問合せ 住民生活課戸籍住民係
６９０８

いますので︑調査の趣旨をご理解

この調査の目的は︑わたしたち

する場合等に補助金を交付します︒

浄化槽に転換する場合︵既存の

たは単独処理浄化槽を合併処理

もの︶で︑くみ取り式トイレま

延べ床面積の２分の１を超える

併用住宅は住居部分の床面積が

認可区域外の一般住宅︵ただし︑

いただき︑
回答をお願いします︒

☎０２８︲６２３︲２２４６

統計担当

が１日のうちどのくらいの時間を

設置補助金制度のご案内

令和３年度合併処理浄化槽

☎

の感謝の気持ちでいっぱいでした︒

で支えてくださった方々に心から

▼時 間 午前９時〜正午︑午後

26

持つことを大切にしてきた︒今ま

25

▼対 象 公共下水道供用および

月上旬から中旬にかけて︑調

ことです︒

令和３年社会生活基本調査を実施します
総務省統計局︵栃木県︶では︑
令和3年 月 日現在で社会生活

72

▼問合せ 栃木県統計課人口労働

基本調査を実施します︒

マイナンバー

ほか︑さまざまな分野で優れた手

在職中︑町監査委員︑総務常任

23

10

仕事︑家事︑地域での活動などに
費やしているか︑過去１年間の自
由時間にどのような活動を行った
かなどについて調査し︑仕事と生
活の調和︵ワーク・ライフ・バラ
ンス︶の推進︑少子高齢化対策な
どの政策に必要な基礎資料を得る

タウントピックス
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20

10

72

10

高齢者叙勲
高齢者叙勲
相馬道雄さんが旭日単光章を受章
7日(土)
10日(火)
8日(日) 山の日 11日(水)
9日(祝) 振替休日

8月

差し押さえた財産を
インターネットで公売します

滞納処分で差し押さえた財産を

万円以下のもの︶︑クレジット

コンビニエンスストア︵税額

者の運転による交通事故減少を目

公共交通機関の利用促進と高齢

８月は個人事業税の納付月です

等は︑町ホームページまたは税務
カード納付︵Ｙａｈｏｏ！公金支

的に︑運転免許を自主返納した方

公売します︒参加条件︑注意事項
課までお問い合わせください︒
払い︑税額１００万円未満のもの

野生のきのこ類を
採取・販売する方へ

ホームページで確認できます︒

・福祉タクシー

・デマンド型乗合交通

・那須町民バス

▼問合せ

してください︒

町名︶﹂と﹁野生﹂の表示を徹底

のほか︑﹁産地︵都道府県名＋市

☎０２８７︲23︲６３６５

○食品の安全について

県北健康福祉センター

☎０２８７︲22︲２３６４
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運転免許自主返納
支援事業のお知らせ

〇動産公売
︵決済手数料別途︶︶︑ペイジー

に町内公共交通機関で利用できる

対策特別措置法に基づき︑出荷制

午後１時〜９月８日㈬午後 時
による納付ができます︒また︑令

回数券等を交付しています︒

野生のきのこ類は︑原子力災害

和３年からＰａｙＰａｙ︑ＬＩＮ

また︑出荷制限区域以外の地域

きません︒

限区域で採取されたものは販売で

自主返納し︑返納した日から１

歳以上の方で︑運転免許証を

▼対 象 町に住民登録している

︵税額 万円以下のもの︶︒

ＥＰａｙによる納付ができます

▼公売参加申込期間 ８月 日㈪
まで
▼入札期間 ９月 日㈫午後１時
〜 日㈭午後 時まで

口座振替は︑県税事務所または

質モニタリング検査等を実施する

で採取されたものでも︑放射性物

など︑安全であることを確認して

年を経過していない方

※自主返納とは︑本人が自らの意

金融機関でお申し込みください︒

思で運転免許証を有効期限内に返

ください︒

トを利用して行うせり売り

納することです︒
４１７２

の納付書を同封しています︒
▼納付期限 ８月 日㈫まで

︵カワサキ ＺＲＸ１１００︶
○展 示

▼支援内容 次の回数券から１つ
課☎

検査結果や出荷制限区域は︑県

▼問合せ 大田原県税事務所課税

を選び︑１万５千円以内で交付︒

▼場 所 本庁１階町民ホール
▼期 間 ９月６日㈪午前９時〜

※回数券は︑後日︑自宅に郵送し

○野生のきのこについて

なお︑販売する際は﹁品目名﹂

ます︒

なお︑交付は１人１回限りです︒

適正な管理等を推進するため︑全

▼申請場所 総務課︑各支所

屋外広告物適正化
旬間のお知らせ

国的に９月１日〜 日を﹁屋外広

良好な景観形成や屋外広告物の

告物適正化旬間﹂と定めています︒

▼持ち物 栃木県公安委員会が発

県北環境森林事務所
この期間を中心に︑屋外広告物の

行する﹁運転免許の取消通知

▼問合せ 総務課防災交通係

書﹂の写し

規制制度の周知や違反広告物等の
広告物を掲出している事業者は︑

６９０２

出荷制限区域

パトロールなどを行います︒

☎

作物別
モニタリング結果

条例に適合しているか確認をお願
いするとともに︑取り組みへのご
協力をお願いします︒
６９０７

▼問合せ 建設課景観係
☎

72

８日㈬午後５時まで
６９０４

31

10

▼問合せ 税務課収税係
☎

23

72

タウントピックス

30

※１期分の納税通知書に︑２期分

公売物品（カワサキ ＺＲＸ１１００）

▼公売物品 二輪小型自動車１台

65

23

11

ションが提供するインターネッ

30

14

11

▼公売方法 ＫＳＩ官公庁オーク

16

72

第5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５回目は再生可能エネルギーの導入についてお伝えします。下図のとおり、2019年度の日本の発電電力量に占める
再生可能エネルギーの比率は18％で、主要国の中では低い水準ですが、再生可能エネルギーの発電設備容量は世界第６
位で、太陽光発電は世界第３位となっています。今後ともゼロカーボンの実現に向け、太陽光発電等の再生可能エネル
ギーの有効活用を図っていく必要があります。

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2020」 ■問合せ
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タウントピックス

環境課

環境保全係

☎７２−６９１６

