環

境

ホタルと
夜の生き物観察会
文化の森自然観察会

▼申込方法 往復はがきの往信に
参加者全員の ・年齢を、返信に
代表者の郵便番号・住所・氏名を
長 岡 町 １ ０ ７ ７、
書 き、 〒
宇都宮美術館「自然観察会」係☎
（ ）０１００へ。
▼その他 小学生以下は保護者の
同伴が必要です。

里山の循環型農業体験
自然観察会

▼定員 先着８組。
各回 円
円（保
■費用
険 料 な ど ）。 グ リ ー ン ト ラ ス ト 年
会員および小学生以下は無料。
■申込開始 ５月６日。
■申込方法 電話で、グリーント
ラストうつのみや事務局（景観み
どり課内）☎（ ）２５５９へ。
■その他 雨天の場合は、現地で
開催の可否を決定します。なお、
収穫物は、実費でお分けします。

300

緑のある生活を送ろう
緑化講習会

632

キッチンハー
ブの寄せ植え
▼日時 ５月
日（月）午前 時
～正午。
▼会場 姿川 （西川田町）。
▼申込期間 ５月６～ 日。
涼しげな癒やしの寄せ植え
▼日時 ５月 日（土）午前 時～
正午。
▼会場 横川 （屋板町）。
▼申込期間 ５月６～ 日。
■費用 各２０００円（材料費）。
■対象 市内在住か通勤通学者。
■定員 各先着 人。
■申込方法 電話で、景観みどり
課☎（ ）２８８５へ。

1

－320
0004

15 14

2

3

まい・環境
安全・交通

23

10

10

３回。
▼会場 ①海道小北樹林地（海道
町 ） ② 鶴 田 沼 緑 地（ 鶴 田 町 ）。 鶴
田沼自然の家（鶴田町）集合。
▼定員 ①先着７組②先着８組。
落花生の種まきから収穫まで
▼日時 ５月 日（日）、 月 日
（日）。午前９時～正午。全２回。
▼会場 鶴田沼緑地。鶴田沼自然
の家集合。
▼定員 先着８組。
自然観察会 ザリガニ釣り
▼日時 ６月５日（日）午前９時～
正午。
▼会場 鶴田沼緑地。鶴田沼自然
の家集合。

住

632

643

サツマイモの植え付けから収穫
まで
▼日時 ①５月 日、７月 日、
月 日②５月 日、８月 日、
月 日。午前９時～正午。各全

ども・子育て

21 23

子

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。
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27

1015080

ID

2

11

▼日時 ６月 日
（土）午 後 ７ 時 ～ ９
時。雨天中止。
▼会場 うつのみ
や文化の森（長岡
町）。森のアトリエ集合。
▼定員 抽選 人。１組に付き５
人まで。
▼費用
円（保険料）。
▼申込期限 ５月 日（必着）。
20 22

3
200

19

24

2
※年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指し
た住宅。

15

10

ID 1029152
■家庭向け脱炭素化普及促進補助金
太陽光発電システムや蓄電池の他、給電性能を
ゼッチ
備えた電気自動車、ZEH（※）、エネファームの購入・
設置費用の一部を補助します。
▼受付開始 ５月13日。
▼そ の他 対象など、詳しくは、市 をご覧にな
るか、環境政策課☎（632）2408へ。

20

50
問環境政策課☎（632）2408 ID 1028927
本市では、2050年カーボンニュートラルの実現
に向け、基本方針を策定しました。
「かえる・つくる・育てる」の３つのアクション 16
（下の記事参照）を実行し、カーボンニュートラル
なまち うつのみやを実現しましょう。初めの一歩
として、太陽光発電設備や蓄電池などを導入し、
環境に優しい再生可能エネルギーを「つくる」こ
となど、ぜひ一度ご検討ください。

カーボンニュートラルなまち
うつのみやを実現しよう

1

11 10

1016669
ID

かえる・つくる・育てる

1
2

28

20

住まい・環境・安全・交通

上下水道局（河原町）。

問企業総務課☎（633）3244

安心・安全
貯水槽水道を
適正に管理しましょう

１ 富士見が丘1丁目639番2、
11 山林 333㎡
土地

■貯水槽水道とは マンションや
ビ ル な ど で 使 用 す る 水 道 水 を、
いったん受水槽などに貯めてから
各家庭や事務所などに給水する水
道設備のことです。飲用水の安全
確保のため、設置者が衛生的に管

からも閲覧可）をご覧ください。

▼参加資格

個人または法人。

▼申込方法

企業総務課（上下水道局２階）ま

に置いてある実施要領の参加

申込書（市

からも取り出し可）に必要事項

を書き、入札日時に、直接、受付会場へ。

に置いてある実

・

くは、企業総務課、各

理することが義務付けられていま
す。
■貯水槽を適正に管理していない
と 貯水槽内に雨水やごみ、虫な
どが混入することがあります。ま
た、夏の時期は水温が高くなるこ
とで水質が悪化しやすくなります。
貯水槽の清掃や点検を心掛け、適
正に管理しましょう。
■主な管理基準
▼法定検査の受検
（毎年 回以上）
。
▼貯水槽の清掃（毎年 回以上）。
▼水槽やマンホールなどの点検（月
１回）。
▼残留塩素濃度の確認（週１回）。
▼水の色・にごり・におい・味の
確認（毎日）。

施要領（市

954万円。
▼最低入札価格

地目 面積
地
在
所
物件
番号

下の表の通り。
▼公売物件・所在地など

▼洗眼やうがいをしても症状が治
まらないときには、すぐに医師の
診察を受ける。
■光化学スモッグ注意報発令など
の情報 市 をご覧ください。
問環境保全課☎（ ）２４２０

▼受付会場

境

土に埋めるなどして処分してくだ
さい。
▼露地野菜・花きは、夏期にタバ
ココナジラミの繁殖源となりま
す。畑周辺の除草を行うなど適切
な管理をお願いします。果実は食
べても問題ありません。
２４６６、
問農林生産流通課☎
（ ）
県河内農業振興事務所☎（ ）３０
６８、 うつのみや園芸課☎（ ）
０１５２
632

626

これからの季節
光化学スモッグにご注意

JA

667

暑くなると、光化学スモッグが
発生しやすくなります。光化学ス
モッグ注意報が発令されている間
に屋外で運動や仕事などをしてい
ると、喉の痛みなどの健康被害を
受けやすくなります。
暑くなる前に、次の注意事項を
しっかり確認しておきましょう。
■被害防止・軽減のための注意事
項
▼屋外での激しい運動は避ける。
▼できるだけ自動車の運転は控え
る。
▼目がチカチカしたり、喉が痛く
なったりしたときは、洗眼やうが
いをするなどして、しばらく安静
にする。

～３時20分に行います。入札方法など、詳し

1

５月20日（金）午後１時30分～２
▼入札日時

1003731
ID

環

▲トマト黄化葉巻病の葉巻症状と
タバココナジラミ

28

https://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/hoshano_nousan.html
http://www.green-trust.jp/

URL1
URL2

・

たは各

現地説明会を５月13日（金）午後３時

▼その他

1

時受け付け。当日開札。

632

市有地を公売します
1005601

ID

1005330
ID

トマト黄化葉巻病の
発生防止にご協力を

「トマト黄化
葉巻病」は、
害虫のタバコ
コナジラミが
媒介して、ト
マト農家に大
きな被害を与
えるトマトの
重要病害で、トマト生産者・農協
などの関係機関が一体となって防
除に取り組んでいます。一般農家・
家庭菜園栽培者の皆さんも、症状
や対処方法をしっかり確認し、適
切な対応をお願いします。
■トマト黄化葉巻病の主な症状
▼発生初期は、新葉の緑が淡くな
る。
▼その後、葉が表に巻き、葉脈の
間が黄化し、芯が縮む。
■トマト黄化葉巻病の対処方法
▼発病したトマトの葉などは、病
気の伝染源となりますので、右の
写真と類似した症状や虫が確認さ
れた株は、速やかに虫ごと透明の
ビニール袋に入れ、日光に当てて
高温にして、虫を死滅させてから、

住まい・環境・安全・交通

問簡易専用水道（容量 ㎥超）＝
生活衛生課☎（ ）１１０８、小規
模貯水槽水道（容量 ㎥以下）＝
工事受付センター☎（ ）３１６４

災害福祉救援
ボランティア養成講座

は保護者の同意書が必要。
▼定員 先着 人。最少催行人数
人。
▼申込開始 ５月６日。
▼申込方法 直接または電話・ファ
クス（ を明記）で、市社協ボラ
ンティアセンター（中央１丁目）☎
（ ）１２８５、 （ ）２８７０へ。
30

634

農畜産物の
放射性物質
モニタリング検査

格・方法など、詳しくは、宇都宮
市営住宅管理センター、各 ・
などに置いてある「入居申込案内」
「市営住宅入居者募集」をご覧く
ださい。
問宇都宮市営住宅管理センター☎
（ ）８８６１、住宅政策課☎（ ）
２５５３

出生・住宅新築に
記念樹を差し上げます

13

10

▼放射性物質モニタリング検査
県内で販売目的に生産される主要
な農畜産物は、県が放射性物質の
モニタリング検査を実施していま
す。モニタリング検査の結果、基

出生記念樹
▼対象 出生で新たに市民となっ
た人。
住宅新築記念樹
▼対象 市内に住宅を新築または
購入した人（マンション・建売住
宅・中古住宅購入も含む）。
■配付本数 １本。 種類以上の
苗木または球根セットから選択。
■引換方法
月末までに、 出
生届提出時にお渡しする「出生記
念樹引換券」 資産税課職員が固
定資産税算出の家屋調査をする際
にお渡しする「住宅新築記念樹引
換券」を持って、直接、指定の引
換場所で引き換えてください。
な お、 マ ン シ ョ ン・ 建 売 住 宅・
中古住宅を購入した人は、景観み
どり課☎（ ）２５９７へお問い合
わせください。

11

▼日時 ６月４・ ・ 日、午前
９時 分～午後０時 分。全３回。
▼会場 市総合福祉センター（中
央１丁目）。
▼内容 アイマスク・車いす体験
など、災害時要援護者の理解のた
めの実演や、防災・減災に関する
講話など。
▼対象 市内在住か通勤通学する
高校生以上の人。ただし、高校生

まい・環境
安全・交通

678

1005727

ID

1

2

18

▼テーマ 「身近な自然」。里山の動植物や雑木
林の美しさをアピールするもの、人が遊んだ
り活動したりする姿などを表現したもの。
▼応募規定 次のすべてに該当する作品。①１
年以内に撮影した未発表のもの②Ａ４～四つ
切サイズ（カラー・モノクロ不問）③組み写
真不可④デジタル写真可（加工・合成不可）
⑤撮影場所の指定なし、人工的な緑（公園・
街路樹・庭木など）は対象外。
▼申込期間 ５月９日～７月20日（消印有効）。
▼申込方法 各 ・ ・ 、県内の
サトーカメラ各店舗などに置いて
ある応募用紙（グリーントラストう
つのみや URL2からも取り出し可）
に必要事項を書き、作品の裏に貼っ ▲グリーントラスト
て、 直 接 ま た は 郵 送 で、〒320- うつのみや
8540グリーントラストうつのみや事務局（景
観みどり課内）または県内のサトーカメラへ。
▼賞 最優秀賞（１点）＝１万円と賞状、優秀
賞（５点）＝5,000円と賞状、下野新聞社賞（１
点）＝賞状、佳作（若干）＝賞状。

632

1

準に適合していますので、安心し
てお召し上がりください。
▼野生の山菜を採取・販売する皆
さんへ 野生の山菜は、採取する
市町・品目ごとに出荷が制限され
ているものがあります。
本市では、野生のワラビ・タラ
ノメ・コシアブラ・サンショウが
制限されており販売できません。
出荷制限されていないものでも、
市町・品目ごとに毎月または出荷
前に放射性物質モニタリング検査
が実施されていないと販売できま
せん。また、販売する際には、産
地（市町名）の他、
「栽培」か「野
生」かの区別などの表示が必要と
をご
な り ま す。 詳 し く は、 県
覧ください。
問農林生産流通課☎（ ）２４６６

住まい
市営住宅の入居者
５月の募集

632

11

URL1

▼受付日時 ５月２～ 日、午前
９時～午後６時。
▼受付会場 宇都宮市営住宅管理
センター（中央 丁目・東急コミュ
ニティー）。
▼抽選会 ５月 日（金）。
▼その他 募集住宅や入居申込資
住
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本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝地区市民センター、 ＝出張所、
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＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。
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1005648

ID

10

633 10

11

30

問グリーントラストうつのみや事務局
（景観みどり課内）☎（632）2559

636

626

作品募集

30

自然の 緑 写真コンテスト

