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医松井医院
（22）2067

医青柳医院
（22）2122

医阿部内科
（28）0053

医磯医院
（54）0020

医江部医院
（54）0013

医赤羽胃腸科外科
肛門科医院
（23）1131

医大田原中央クリニック
（23）1000

医あさかクリニック
（22）2601

医増山医院（小滝）
（22）2336

医吉成小児科医院
（22）2412

図黒羽

図黒羽

図黒羽

図大田原・湯津上・
黒羽

図大田原・湯津上

図大田原・湯津上

図大田原・湯津上
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市Twitter

　６月１日から畳を広域クリーンセンター大田原に直
接搬入する際の条件が変わります。

●条件…１辺を 50㎝以下に裁断してから搬入してくだ
さい（１日 10 畳分まで）。裁断時にはケガをしないよ
うに十分に気を付けてください。

●理由…広域クリーンセンター大田原には、年間 4,000
枚を超える畳が持ち込まれています。畳はそのまま
では焼却処理できないため、破砕機により裁断して
から焼却していますが、持ち込まれる量が多く、破

砕機の劣化・消耗が著しい状況です。機器の延命化
と修繕費用の抑制のため、搬入前に裁断をお願いし
ます。

●搬入できない畳…建設業者や解体業者などによる住
居の建替え・増改築・解
体時に発生する畳（産業
廃棄物となる）。

　※産業廃棄物は、業者が
適切に処理する義務があ
ります。

ゆずりたい ゆずってほしい
●お子さん向け…抱っこひも・歩行器・ベビーいす・スキーウェ

ア上下（140㎝）・学習机
●家具・インテリア・家電製品・楽器など…電気こたつ・足踏

みミシン・シングルベッド・洋服ダンス・ロフト型パイプベッ
ド・座卓・システムベッド

●制服・体操着など…野崎中学校≪女子柔道着・女子テニス部
トレーナー≫

●その他…塗鉢（数個）・本棚（20 × 60 × 112）（98 × 18 ×
27）・雉剥製飾りケース・ポータブルトイレ・七段雛飾り・三脚・
スキーウェア上下（男・女）・スキー用品一式（男・女）・農業
用パイプハウス・鎧兜（正月用）・兜（５月節句飾り用）・お雛
様飾り（ガラスケース、オルゴール付き）

●お子さん向け…ベビーベッド・オルガン
●家具・インテリア・家電製品・楽器など…電動ミシン・足踏みミシン・

テレビ・ステレオ・食器棚・ソファーベッド・除湿器・電気掃除機・
家具調こたつ・シングルベッド

●制服・体操着など…ひかり幼稚園≪制服・リュック・帽子・男子体育
着上下（110㎝）≫・大田原中学校≪男子制服（S・M）・女子制服（S・M）・
女子体育着（S・M）・女子ポロシャツ（S・M）≫・若草中学校≪女子制
服（M・160㎝）・男子体育着（2L・3L）・バレーボール部ウィンドブレー
カー・バレーボールシューズ≫・黒羽中学校≪柔道着（L）≫

●その他…自転車・かなめ焼き・ガーデンシュレッダー・農業用パイプ
ハウス・マウンテンバイク・卓球台・ベンチコート（160㎝）・墨すり機・
キーボード・車イス・電動自転車

開館時間：10：00 ～ 15：00（開館日はカレンダーでご確認ください。）

（登録状況：４月１日現在）

■消費者ホットラインをご利用ください
　「消費者ホットライン」とは、消費者庁が行っている事業の一つで、全国的に実施されている行政サービ
スです。
　ナビダイヤルの「１８８」に電話をかけ、お住まいの郵便番号や市町村名を選択することにより、最寄り
の消費生活センターに転送され相談が受けられます。居住地を大田原市と選択した場合、通常の受付時間
内であれば大田原市消費生活センターにつながり、開所していない土日や祝日に「１８８」へ電話をかけま
すと、土曜日は栃木県消費生活センター、日曜祝日は国民生活センターに転送されるよう設定されており
ます。いち早く対処法などを知りたいときに有効ですので是非ご利用ください。

毎年５月は消費者月間です

畳の搬入条件が変わります 　生活環境課　　２階　　（２３）８７０６本

　大田原市消費生活センター（住吉町１-９-37）　　
　（２３）６２３６
　受付時間…平日 9：00 ～ 12：00､13：00 ～16：00

各種ＱＲコード
土日祝日・夜間の
水道の問い合わせ

市ホームページ

よいちメール インフラ不良箇所
通報メール※

市Youtube

※道路や公共施設・上下水道などの不良個所を
　見つけたときは、ご連絡ください。

大田原市の人口

【人口・世帯数（前月比）】
■人口 73,330 人（-49）
　　男 36,739 人（-38）
　    女 36,591 人（-11）

■世帯数 29,900 戸（-11）
Ｈ 27 年国勢調査を
基礎としています。

R2.3.1 現在

くらし情報館

消費生活センターからのお知らせ

確認してみよう！

くらし情報館（大田原市くらしの会／中央１- ２-14）　　（２２）３９０３

　 大田原市管工事工業組合

　大田原地区　　　
　　 ０９０（７２３４）４４６２
　湯津上・黒羽地区　
　　 ０９０（２１５７）１５１３
※本管漏水工事のための待業者であ

るため、宅内工事（漏水）はすぐに
対応ができない場合があります。

市Facebook



集団健康診査  （６月）
日にち 場所

６月  ３日㊌ 金田北地区公民館
６月  ７日㊐ 薄葉小学校
６月  ８日㊊ 大田原東地区公民館
６月 13日㊏ 佐久山小学校
６月 18日㊍ 湯津上庁舎
６月 20日㊏ 奥沢小学校
６月 26日㊎ 両郷地区公民館
６月 28日㊐ 須賀川小学校
６月 30日㊋ 須賀川集会所

●受付時間…8：00 ～ 10：00
※予約人数によって変更になることがあります。
●「特定健診」または「後期高齢者健診」を受診する方は、「保険証」と「特定

健康診査受診券」を持参してください。
●市の健診は、1 年に 1 回の受診です。市民健康診査および国民健康保

険の人間ドック・脳ドックで受診した項目は、重複して受診すること
はできません。

●健診日ごとの地区割りはなくなり、どこでもお申し込みができます。
●東日本大震災で避難されている方も受診が可能です。詳細はお問い合

わせください。

※新型コロナウイルス発生状況によって急きょ中止になる場合があります。

問申健康政策課　　３階　　（２３）７６０１本

子育て支援情報

■ファミリーサポートセンター
　（保育課内）
　 （２３）８７３９
　子育ての手助けをしたい・し
てほしい方が会員となり、地域
で子育てを支え合う組織です。

■一時保育センター
　（子ども未来館内）　
　 （２２）２８１３
▶開設日時：９:00 ～ 17:00
　（休館日を除く）
▶対象：４か月～就学前の健康

な乳幼児（市外の方を含む）
▶料金：１時間３００円
　（市外の方は５００円）
※１回４時間、月５回まで。
　事前申込が必要。
　（一定要件あり）

子育てサロン かねだ のざき かわにし
場所 金田北地区公民館 うすばアットホーム 川西高齢者ほほえみセンター

開設日時 ㊋９：00 ～ 12：00 ㊍９：00 ～ 12：00 ㊌９：00 ～ 12：00
休館日 ー ー ー

子育て支援センター しんとみ ゆづかみ すくすくきっず（くろばね） ひかり
場所 しんとみ保育園 ゆづかみ保育園 くろばね保育園 ひかり幼稚園
電話 （２２）５５７７ （９８）３８８１ （５９）１０７７ （２３）５５３３

開設日時 ㊊～㊎９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00（ひかりは 15：00 まで）

休館日 ５/28 ㊍ ５/29 ㊎、６/12 ㊎ ５/29 ㊎
詳細は直接お問い合わせください。

つどいの広場 さくやま トコトコ
場所 旧さくやま保育園 子ども未来館

開設日時 ㊊・㊌・㊎・第３㊏
９：00 ～ 14：00

㊊～㊎　
９：00 ～ 12：00 ／ 12：45 ～ 15：00

休館日 ５/15 ㊎ PM、６/５㊎ ５/７㊍、５/15 ㊎ PM、  ６/１㊊、６/５㊎

病児・病後児保育 病後児のみ　※要登録 病児・病後児　※要登録
施設 保育園ベビーエンゼル 国際医療福祉大学　金丸こども園

利用時間 ㊊～㊎８：00 ～ 18：00
料金（1 日） 病児　２, ０００円／病後児　５００円
予約電話 （２２）８８３４ （４８）６６１０

マザーズ出張相談
場所 ※５/13㊌は中止となります。

相談日時 ９：15 ～ 11：30
受付時間 ９：15 ～ 11：00

問ハローワーク大田原
　マザーズコーナー
　（２２）２２６８

保健に関する教室・相談

教室・相談 日時 場所 内容 持ち物など 問い合わせ

乳幼児健康相談
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となります。 子ども幸福課 本３階

（２３）８６３４６～７か月の
赤ちゃん教室

おたっしゃクラブ ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となります。 高齢者幸福課 本３階
（２３）８９１７

もの忘れ相談 ５月７日㊍ 10:00～ 12:00 本庁舎３階相談室５ もの忘れなどの相談 ※要予約

　心の健康相談室
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４/27㊊、５/８㊎は中止となります。

健康政策課 本３階
（２３）８７０４５月29日㊎ 13:30 ～ 16:30 大田原保健センター カウンセリング ※３ 日 前 ま で

に予約
こころの病を理解

するための家族教室 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となります。 県北健康福祉
センター

（２２）２２５９精神保健福祉
クリニック ５月28日㊍　13:30 ～ 県北健康

福祉センター 精神科医との面談 ※要予約

がんのつどい ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となります。 那須赤十字病院 
（２３）１１２２

（２３）８７５７



相談 日時 場所 問い合わせ
総
合
行
政

相
談

大田原地区 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、面談による相
談は当面の間中止します。電話またはインターネットによ
る相談をご利用ください。　 ０５７０（０９０）１１０

市情報政策課 本６階
（２３）８７００湯津上地区

黒羽地区
人
権
相
談

大田原地区 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、面談による相
談は当面の間中止します。電話またはインターネットによ
る相談をご利用ください。　 ０５７０（００３）１１０

市総務課 本６階
（２３）１１１１湯津上地区

黒羽地区
心
配
ご
と

相
談

☆大田原地区 毎週㊎　　 9:00～12:00 市役所Ａ別館 市社会福祉協議会 （２３）１１３０
☆湯津上地区 ５月13日㊌ 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター 　〃　湯津上支所 （９８）３７１５

　  ☆黒羽地区 毎月第３㊍ 9:00～12:00 社会福祉協議会黒羽支所 　〃　　黒羽支所 （５４）１８４９

広域無料法律相談（要予約） ５月14日㊍ 13:30～16：30
トコトコ大田原３階

市民交流センター

市総務課 本６階
（２３）１１１１

※弁護士の指定、同じ質問での
複数回相談はできません。

（予約受付：５月７日～13日）

市民無料法律相談（要予約） ５月27日㊌   13:30～16:00
（予約受付：５月20日～26日）

公正証書無料相談（要予約） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となります。 大田原公証役場
（２３）０６６６

不動産無料相談会（要予約） ５月22日㊎　 13:30～15:30 不動産会館県北支部
（黒磯文化会館前）

（公社）宅建協会県北支部
０２８７（６２）６６７７

自殺予防いのちの電話
フリーダイヤル 毎月10日８:00～11日８:00 ― フリーダイヤル

０１２０（７８３）５５６

☆がん相談支援
　㊊～㊎  9：30～12：30

13：30～16：30 那須赤十字病院
相談室１

那須赤十字病院がん相談支援センター
０７０（６４５９）８７１１　第１・３㊏  9：30～11：30

☆子育てに関する相談 　㊊～㊎　　　 　8:30～16:00 子育て相談室 市子ども幸福課 本３階
（２４）０１１２

☆生活困窮者の相談支援 　㊊～㊎　　　　 8：30～17：15 市役所Ａ別館 市社会福祉協議会
（２３）１１３０

☆ＤＶ（家庭内暴力）・離婚に
関する相談窓口（要予約） 　㊊～㊎　　　　 9：00～16：00 市子ども幸福課 市子ども幸福課 本３階

（２３）８９３２
教育支援相談会（要予約）
※小中学校への就学相談です

５月11日㊊
５月26日㊋

　13：00～17：00　
　9:00～12:00 市役所本庁舎４階 市学校教育課 本４階　

（２３）３１２５　

事前に当番医療機関に電話してから受診してください。
また、やむを得ず変更になる場合があります。【診療時間】9：00 ～ 17：00

とちぎ子ども救急電話相談　・子ども（おおむね 15 歳未満）
【時間】㊊～㊏18：00 ～翌朝８：00　㊐・㊗８：00 ～翌朝８：00　　
　   ＃8000　または　　028（600）0099

夜 間 診 療 【診療時間】毎日 19：00 ～ 21：30

とちぎ救急医療電話相談　      ・大人（おおむね 15 歳以上）
【相談時間】㊊～ ㊎18：00 ～22：00　㊏・㊐・㊗16：00 ～22：00
　　＃7111　または　　028（623）3344

那須地区夜間急患診療所
（中田原 1081-4 ／那須赤十字病院 1階）

　０２８７（４７）５６６３
●診療科目…内科・小児科
※那須赤十字病院と併設ですが、別の医療機関になります。

急な病気やけがで心配な時に

月 日 当番医名 住所 電話

５
月

３日㊐ 赤羽胃腸科外科肛門科医院 城山 2-5-29 （２３）１１３１

４日㊊ 大田原中央クリニック 中央 1-3-15 トコトコ大田原 1 階 （２３）１０００

５日㊋ 増山医院（小滝） 小滝 1107-6 （２２）２３３６

６日㊌ あさかクリニック 浅香 3-3711-12 （２２）２６０１

10日㊐ 青柳医院 中央 2-1-2 （２２）２１２２

17日㊐ 阿部内科 佐久山 2018 （２８）００５３

24日㊐ 磯医院 黒羽向町 8 （５４）００２０

31日㊐ 江部医院 黒羽向町 60 （５４）００１３

☆…祝日・年末年始を除く。

休日当番医

各種相談

月１回市長が皆さんからのご意見、ご要望をお聴きします。
■５月 13 日㊌・６月 18 日㊍
　　9：30 ～ 10：30
■電話番号…0120-188911（専用）

もしもし
市長さん

※指定日時以外や携帯電話からのお問い合わせは、
随時下記でお受けします。
 情報政策課　本６階　 （２３）８７００


