
日時 時間 内容 放送区域

4月1日 9:00

先﨑　光　那珂市長から、市民の皆様にメッセージをお伝えします。
那珂市長の先﨑　光です。
現在、茨城県全域において、４月１０日まで県が設定した茨城県まん
延防止警戒期間の期間中です。
市内においては、新型コロナウイルス感染症患者の確認がされている
状況が続いています。
これまでの状況から人の移動に伴って感染拡大の大きな波が来ていま
す。
本日から新年度を迎え、人の移動が多くなりますので、期間中、皆様
におかれましてはご不便をおかけしますが、会食の際の人数制限や、
お花見等、屋外での会食・飲酒の自粛、そして人と接する場合のマス
クの着用について、ご協力をお願いします。
以上で、先﨑光那珂市長からのメッセージを終了します。

屋内
全地域

5月2日 8:30

ワクチン接種対策室からお知らせします。
65歳以上のかたの新型コロナワクチン集団接種の日程及び会場が決
まりました。
詳しくは、市のホームページまたは、ワクチン接種コールセンターに
ご確認ください。
電話番号は、０１２０－０５６－７２８
時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで土曜日、日曜日、祝
日も開設しています。
なお、接種の申込みは５月１１日火曜日から、コールセンターの他イ
ンターネットでも申し込みができます。

屋内・屋外
全地域

5月3日 8:30

ワクチン接種対策室からお知らせします。
65歳以上のかたの新型コロナワクチン集団接種の日程及び会場が決
まりました。
詳しくは、市のホームページまたは、ワクチン接種コールセンターに
ご確認ください。
電話番号は、０１２０－０５６－７２８
時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで土曜日、日曜日、祝
日も開設しています。
なお、接種の申込みは５月１２日火曜日から、コールセンターの他イ
ンターネットでも申し込みができます。

屋内・屋外
全地域

5月3日 12:30

ワクチン接種対策室からお知らせします。
65歳以上のかたの新型コロナワクチン集団接種の日程及び会場が決
まりました。
詳しくは、市のホームページまたは、ワクチン接種コールセンターに
ご確認ください。
電話番号は、０１２０－０５６－７２８
時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで土曜日、日曜日、祝
日も開設しています。
なお、接種の申込みは５月１３日火曜日から、コールセンターの他イ
ンターネットでも申し込みができます。

屋内・屋外
全地域

5月4日 8:30

ワクチン接種対策室からお知らせします。
65歳以上のかたの新型コロナワクチン集団接種の日程及び会場が決
まりました。
詳しくは、市のホームページまたは、ワクチン接種コールセンターに
ご確認ください。
電話番号は、０１２０－０５６－７２８
時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで土曜日、日曜日、祝
日も開設しています。
なお、接種の申込みは５月１４日火曜日から、コールセンターの他イ
ンターネットでも申し込みができます。

5月4日 12:30

ワクチン接種対策室からお知らせします。
65歳以上のかたの新型コロナワクチン集団接種の日程及び会場が決
まりました。
詳しくは、市のホームページまたは、ワクチン接種コールセンターに
ご確認ください。
電話番号は、０１２０－０５６－７２８
時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで土曜日、日曜日、祝
日も開設しています。
なお、接種の申込みは５月１５日火曜日から、コールセンターの他イ
ンターネットでも申し込みができます。

5月6日 13:05

環境課及び那珂警察署からお知らせします。
5月4日と5日に、戸地内において、サルが目撃されました。
サルを見かけたら
「むやみに近づかない」
「手を出さない」
「エサをあたえたりしない」
など、ご注意願います。
サルを見かけた場合は環境課または那珂警察署に連絡をお願いしま
す。
環境課の電話番号は298-1111
那珂警察署の電話番号は352-0110です。

屋内・屋外
全地域



5月7日 15:35

こちらは「ぼうさいなか」です。
環境課及び那珂警察署からお知らせします。
本日の午後３時ごろ、西木倉地内において、サルが目撃されました。
サルを見かけたら
「むやみに近づかない」
「手を出さない」
「エサをあたえたりしない」
など、ご注意願います。
サルを見かけた場合は環境課または那珂警察署に連絡をお願いしま
す。
環境課の電話番号は298-1111
那珂警察署の電話番号は352-0110です。

屋内・屋外
全地域

5月9日 8:30

65歳以上のかたの新型コロナワクチン接種の申込みを5月11日から
開始します。
集団接種は、コールセンターまたはインターネットでの申込みとなり
ます。
感染予防のため、窓口での受付は行いませんので、ご注意ください。
なお、集団接種の申込みは定員になり次第、キャンセル待ちをコール
センターで受け付けます。
電話番号は０１２０－０５６－７２８、受付時間は、毎日午前8時
30分から午後5時15分までです。
詳しくは、市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

屋内・屋外
全地域

5月9日 12:30

65歳以上のかたの新型コロナワクチン接種の申込みを5月11日から
開始します。
集団接種は、コールセンターまたはインターネットでの申込みとなり
ます。
感染予防のため、窓口での受付は行いませんので、ご注意ください。
なお、集団接種の申込みは定員になり次第、キャンセル待ちをコール
センターで受け付けます。
電話番号は０１２０－０５６－７２８、受付時間は、毎日午前8時
30分から午後5時16分までです。
詳しくは、市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

屋内・屋外
全地域

5月10日 13:05

環境課及び那珂警察署から、お知らせします。
本日、中台地内において、サルが目撃されました。
サルを見かけたら
「むやみに近づかない」
「手を出さない」
「エサをあたえたりしない」
など、ご注意願います。
サルを目撃した場合は環境課または那珂警察署に連絡をお願いしま
す。
環境課の電話番号は２９８－１１１１
那珂警察署の電話番号は３５２－０１１０です。

屋内・屋外
五台地区

5月11日 13:25

ワクチン接種対策室からお知らせします。
６５歳以上のかたの新型コロナワクチン集団接種の申込みは、定員に
達したため受付を終了しました。
集団接種のキャンセル待ちは、コールセンターで受け付けておりま
す。
電話番号は０１２０－０５６－７２８、時間は、午前8時30分から
午後5時15分までです。なお、定員になり次第、終了します。
次回の集団接種の申込みは、６月１５日から開始する予定です。詳し
くは、広報なか５月２５日号及び市ホームページでお知らせします。
また、市内医療機関への申込みの電話が集中しており、診療に支障を
きたしておりますので、時間をずらすなどご配慮をお願いいたしま
す。

屋内・屋外
全地域

5月15日 18:30

農政課 からお知らせします。
イノシシによる農作物被害を減らすため、５月２０日から１０月２０
日までの間、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と市内の常磐自動車
道南側の地域のうち国道１１８号より西側の地域の山林です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわな標識
を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いしま
す。

屋内・屋外
菅谷地区を除

く全地区

5月18日 11:00

防災課から、Jアラートの試験放送についてお知らせします。
明日、午前１１時に、国が行うＪアラート（全国瞬時警報システム）
の試験放送を実施します。
市内に設置された屋外スピーカー及び戸別受信機から、最大音量で放
送いたしますので、ご了承願います。

屋内・屋外
全地域

5月19日 7:45

農政課 からイノシシの捕獲についてお知らせします。
イノシシによる農作物被害を減らすため、本日から１０月２０日まで
の間、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と南側の地域のうち
国道１１８号より西側の地域の山林です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内・屋外
菅谷地区を除

く全地区



5月28日 17:50

那珂警察署からお知らせします。
市内において、介護保険料を返金しますといった不審な電話がかかっ
てきております。
不審な電話があった場合には、那珂警察署までご連絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域

6月17日 18:30

農政課からイノシシの捕獲についてお知らせします。
現在、イノシシによる農作物被害を減らすため、１０月２０日までの
間、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と南側の地域のうち
国道１１８号より西側の地域の山林です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内・屋外
菅谷地区を除

く全地区

6月22日 8:30

こちらは防災なかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部から、ワクチン接種についてお知
らせします。
現在、65歳以上の方のワクチン接種について、市及び茨城県の集団
接種の申し込みを受付けておりますので、ワクチン接種コールセン
ターまたはインターネットでお申し込みください。
コールセンターの電話番号は0120-056-728、受付時間は、午前
8時30分から午後5時15分までです。
なお、64歳以下の方の接種券は7月上旬に発送予定ですので、お待
ちくださいますようお願いします。

屋内
全地区

6月22日 12:30

こちらは防災なかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部から、ワクチン接種についてお知
らせします。
現在、65歳以上の方のワクチン接種について、市及び茨城県の集団
接種の申し込みを受付けておりますので、ワクチン接種コールセン
ターまたはインターネットでお申し込みください。
コールセンターの電話番号は0120-056-728、受付時間は、午前
8時30分から午後5時15分までです。
なお、64歳以下の方の接種券は7月上旬に発送予定ですので、お待
ちくださいますようお願いします。

屋内
全地区

6月22日 15:15

こちらは防災なかです。
那珂警察署からお知らせします。
那珂市菅谷地内において、本日午前９時３０分ごろから、81歳の男
性が行方不明になっています。
特徴は身長160センチメートルくらい、やせ型で、灰色のジャン
パーと灰色のズボン、紺色の野球帽を着用し、黒色の運動靴を履いて
います。
お心当たりの方は、那珂警察署までご連絡願います。
電話番号は352-0110です。
こちらは防災なかです。

屋内・屋外
全地区

6月23日 8:30

こちらは防災なかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部から、ワクチン接種についてお知
らせします。
現在、65歳以上の方のワクチン接種について、市及び茨城県の集団
接種の申し込みを受付けておりますので、ワクチン接種コールセン
ターまたはインターネットでお申し込みください。
コールセンターの電話番号は0120-056-728、受付時間は、午前
8時30分から午後5時15分までです。
なお、64歳以下の方の接種券は7月上旬に発送予定ですので、お待
ちくださいますようお願いします。

屋内
全地区

6月23日 12:30

こちらは防災なかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部から、ワクチン接種についてお知
らせします。
現在、65歳以上の方のワクチン接種について、市及び茨城県の集団
接種の申し込みを受付けておりますので、ワクチン接種コールセン
ターまたはインターネットでお申し込みください。
コールセンターの電話番号は0120-056-728、受付時間は、午前
8時30分から午後5時15分までです。
なお、64歳以下の方の接種券は8月上旬に発送予定ですので、お待
ちくださいますようお願いします。

屋内
全地区

7月8日 9:10
こちらは防災なかです。
那珂警察署からお知らせします。昨日放送しました、行方不明者は無
事に発見されました。ご協力ありがとうございました。

屋内
全地区



7月9日 17:35

こちらは　ぼうさいなか　です。
那珂警察署からお知らせします。
※市内において、市役所職員を名乗って介護保険料を返金しますと
いった不審な電話がかかってきております。
不審な電話があった場合には、那珂警察署までご連絡ください。電話
番号は、３５２－０１１０です。
繰り返します。
（※繰り返し）
こちらは、　ぼうさいなか　です。

屋内
全地区

7月13日 16:40

こちらは防災なかです。
那珂警察署からお知らせします。
那珂市中里地内において、本日午前１１時４０分ごろから、６８歳の
女性が行方不明になっています。
特徴は身長1４７センチ、やせ型で、ベージュ色の上着と紫色のズボ
ンを着用し、白黒の花柄のサンダルを履いています。
お心当たりの方は、那珂警察署までご連絡願います。
電話番号は352-0110です。
繰り返します。（繰り返し）
こちらは、防災なかです。

屋内・屋外
全地域

7月14日 16:10

こちらは　ぼうさいなか　です。
那珂警察署からお知らせします。
※本日、市内において、市役所職員を名乗って保険料を返金しますと
いった不審な電話がかかってきております。
不審な電話があった場合には、那珂警察署までご連絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域

7月15日 18:30

農政課からイノシシの捕獲についてお知らせします。
現在、イノシシによる農作物被害を減らすため、１０月２０日までの
間、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と南側の地域のうち
国道１１８号より西側の地域の山林です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区を除

く全地区

7月18日 8:35

防災課からお知らせします。
本日、茨城県に熱中症警戒アラートが発表されております。
水分をこまめに補給し、普段以上に熱中症予防対策をとってくださ
い。

屋内・屋外
全地域

7月19日 8:10

防災課からお知らせします。
本日、茨城県に熱中症警戒アラートが発表されております。
水分をこまめに補給し、普段以上に熱中症予防対策をとってくださ
い。

屋内・屋外
全地域

7月30日 15:30

こちらは　ぼうさいなか　です。
那珂警察署からお知らせします。
本日、市内において、市役所職員を名乗って介護保険料を返金します
といった不審な電話がかかってきております。
不審な電話があった場合には、那珂警察署までご連絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域

8月3日 7:15

農政課から、お知らせします。
明日、早朝より、ラジコンヘリコプターによる、水稲病害虫防除のた
めの空中散布を実施します。
対象となる水田は、神崎地区のうち横堀、堤、杉、戸多地区、芳野地
区、木崎地区です。
散布中の水田には、近づかないようご協力をお願いします。
なお、当日、天候の影響により、順延になる場合があります。

屋内・屋外
全地域

8月3日 12:15

農政課から、お知らせします。
明日、早朝より、ラジコンヘリコプターによる、水稲病害虫防除のた
めの空中散布を実施します。
対象となる水田は、神崎地区のうち横堀、堤、杉、戸多地区、芳野地
区、木崎地区です。
散布中の水田には、近づかないようご協力をお願いします。
なお、当日、天候の影響により、順延になる場合があります。

屋内・屋外
全地域

8月3日 17:30

那珂警察署からお知らせします。
最近、市内において、家族を名乗り、現金を要求する
詐欺と思われる電話が増えてきております。
不審な電話があった場合には、那珂警察署までご連絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域

8月3日 18:15

農政課から、お知らせします。
明日、早朝より、ラジコンヘリコプターによる、水稲病害虫防除のた
めの空中散布を実施します。
対象となる水田は、神崎地区のうち横堀、堤、杉、戸多地区、芳野地
区、木崎地区です。
散布中の水田には、近づかないようご協力をお願いします。
なお、当日、天候の影響により、順延になる場合があります。

屋内・屋外
全地域



8月4日 7:15

農政課から、お知らせします。
明日、早朝より、ラジコンヘリコプターによる、水稲病害虫防除のた
めの空中散布を実施します。
対象となる水田は、神崎地区のうち本米崎、向山、額田地区、菅谷地
区、五台地区、瓜連地区です。
散布中の水田には、近づかないようご協力をお願いします。
なお、当日、天候の影響により、順延になる場合があります。

屋内・屋外
全地域

8月4日 8:10

防災課からお知らせします。
本日、茨城県に熱中症警戒アラートが発表されております。
水分をこまめに補給し、普段以上に熱中症予防対策をとってくださ
い。

屋内・屋外
全地域

8月4日 12:15

農政課から、お知らせします。
明日、早朝より、ラジコンヘリコプターによる、水稲病害虫防除のた
めの空中散布を実施します。
対象となる水田は、神崎地区のうち本米崎、向山、額田地区、菅谷地
区、五台地区、瓜連地区です。
散布中の水田には、近づかないようご協力をお願いします。
なお、当日、天候の影響により、順延になる場合があります。

屋内・屋外
全地域

8月4日 18:00

こちらは、防災なかです。
先﨑　光那珂市長より、市民の皆様へメッセージをお伝えいたしま
す。
市長の先﨑　光です。
このたび、茨城県から県独自の緊急事態宣言が発表され、８月６日金
曜日から１９日木曜日までの２週間、県内全域において不要不急の外
出自粛と感染リスクが高まる行動の自粛、すべての飲食店における営
業時間短縮の要請、県施設の営業自粛などの対応が示されました。
市民の皆様にはこれからお盆を迎える時期になりますが、他都道府県
との往来はできるだけお控えいただくようご協力をお願いいたしま
す。
市内における感染者数も増加傾向にあります。
今一度、基本に立ち返っていただきまして、マスクの正しい着用、手
洗い、三密の回避、換気の徹底等の感染防止の取組みをお願いいたし
ます。
また、ワクチン接種を受けられた皆様におかれましても、これまでと
変わらぬ感染対策を続けてくださいますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染し得る病気です。ご自身の
ために、大切な人のために「感染しない」「感染させない」ことを徹
底し、この難局を乗り越えていきましょう。
以上で、先﨑　光那珂市長からの、メッセージを終了いたします。
こちらは、防災なかです。

屋内
全地域

8月4日 18:15

農政課から、お知らせします。
明日、早朝より、ラジコンヘリコプターによる、水稲病害虫防除のた
めの空中散布を実施します。
対象となる水田は、神崎地区のうち本米崎、向山、額田地区、菅谷地
区、五台地区、瓜連地区です。
散布中の水田には、近づかないようご協力をお願いします。
なお、当日、天候の影響により、順延になる場合があります。

屋内・屋外
全地域

8月5日 8:10

防災課からお知らせします。
本日、茨城県に熱中症警戒アラートが発表されております。
水分をこまめに補給し、普段以上に熱中症予防対策をとってくださ
い。

屋内・屋外
全地域

8月5日 9:00

新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県独自の緊急事態宣言が
発令されました。
これに伴い、８月６日（金）から８月１９日（木）まで、市の施設は
一部を除き、休業・休館といたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。

屋内
全地域

8月5日 18:00

新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県独自の緊急事態宣言が
発令されました。
これに伴い、８月６日（金）から８月１９日（木）まで、市の施設は
一部を除き、休業・休館といたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。

屋内
全地域

8月6日 18:00

新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、那珂市がまん延防止等重点措
置の対象区域として指定されました。
これに伴い、市の施設は一部を除き、８月31日（火）まで、休業・
休館といたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。

屋内
全地域



8月7日 9:00

新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、那珂市がまん延防止等重点措
置の対象区域として指定されました。
これに伴い、市の施設は一部を除き、８月3１日（火）まで、休業・
休館といたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。

屋内
全地域

8月10日 8:10

防災課からお知らせします。
本日、茨城県に熱中症警戒アラートが発表されております。
水分をこまめに補給し、普段以上に熱中症予防対策をとってくださ
い。

屋内・屋外
全地域

8月17日 18:00

こちらは、ぼうさいなかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
茨城県の非常事態宣言を受けて、市立図書館は、明日８月18日水曜
日から8月31日火曜日まで休館といたします。
なお、ブックポストでの返却は可能です。
市民の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

屋内
全地域

8月18日 12:30

こちらは、ぼうさいなかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県に対し緊急事態宣言が
発令されました。これに伴い、市の全ての施設を９月１２日日曜日ま
で休業・休館といたします。また、市役所の日曜日の窓口開庁につき
ましても８月２２日から９月１２日まで休止いたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。
市民の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。

屋内
全地域

8月18日 18:00

こちらは、防災なかです。
先﨑　光那珂市長より、市民の皆様へメッセージをお伝えいたしま
す。

市長の先﨑　光です。

昨日、国から緊急事態宣言が発令され、茨城県は８月２０日から９月
１２日まで適用されることになりました。県内の医療情勢は急激な入
院患者の増加によって病床がひっ迫しています。命を救うため、思い
切った行動抑制により人の流れを減らすことが必要です。
　市民のみなさまには、マスクや手洗いといった従来の対策に加え、
外出の機会をこれまで以上に減らすことや、買い物などは混み合う時
間帯を避けるなど、人との接触の機会を減らすことを、意識して行動
されるようお願いいたします。
　生活の中でご不便を感じることも多いかとは思いますが、ご自身の
ために、大切な人のために今一度、感染対策の徹底をお願いいたしま
す。

以上で、先﨑　光那珂市長からの、メッセージを終了いたします。

屋内
全地域

8月18日 18:30

こちらは、ぼうさいなかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県に対し緊急事態宣言が
発令されました。これに伴い、市の全ての施設を９月１２日日曜日ま
で休業・休館といたします。また、市役所の日曜日の窓口開庁につき
ましても８月２２日から９月１２日まで休止いたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。
市民の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。

屋内
全地域

8月19日 18:30

農政課からイノシシの捕獲についてお知らせします。
現在、イノシシによる農作物被害を減らすため、１０月２０日までの
間、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と南側の地域のうち
国道１１８号より西側の地域の山林です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区を除

く全地区

8月22日 12:30

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
９月５日　日曜日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域



8月25日 18:00

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
９月５日　日曜日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

8月27日 18:00

防災課からお知らせします。
明日、茨城県に熱中症警戒アラートが発表されております。
水分をこまめに補給し、普段以上に熱中症予防対策をとってくださ
い。

屋内・屋外
全地域

8月28日 18:00

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
９月５日　日曜日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

8月30日 18:00

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
９月５日　日曜日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

9月2日 18:00

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
９月５日　日曜日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

9月3日 18:00

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
９月５日　日曜日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

9月4日 12:30

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
明日(あす)は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

9月4日 18:00

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
明日(あす)は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

9月5日 12:30

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
本日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票はもうお済(す)みですか。
投票時間は午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

9月5日 16:00

那珂市選挙管理委員会から茨城県知事選挙についてお知らせします。
本日は、茨城県知事選挙の投票日です。
投票はもうお済(す)みですか。
投票時間は午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

9月5日 18:00

こちらは、ぼうさいなかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県に対する緊急事態宣言
の延長が発令されました。これに伴い、一部を除く市の施設の休業・
休館を９月３０日木曜日まで延長いたします。また、市役所の日曜日
の窓口開庁につきましては９月２６日まで休止いたします。
なお、市立図書館については、蔵書点検のため、１０月８日金曜日ま
で休館となります。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。
市民の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。

屋内
全地域



9月10日 18:00

新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県に対する緊急事態宣言
の延長が発令されました。これに伴い、一部を除く市の施設の休業・
休館を９月３０日木曜日まで延長いたします。また、市役所の日曜日
の窓口開庁につきましては９月２６日まで休止いたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、各施設へお問い合
わせください。
市民の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。

屋内
全地域

9月16日 18:30

農政課からイノシシの捕獲についてお知らせします。
現在、イノシシによる農作物被害を減らすため、１０月２０日までの
間、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と南側の地域のうち
国道１１８号より西側の地域の山林です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区を除

く全地区

9月17日 18:00

新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
現在発令されている茨城県の非常事態宣言が９月１９日で解除される
ことに伴い、市立図書館の本の貸し出し及び返却業務を
９月２０日月曜日から９月２６日日曜日まで再開いたします。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、市立図書館へお問
い合わせください。
市民の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。

屋内
全地域

9月28日 12:10

こちらは　ぼうさいなか　です。
那珂警察署からお知らせします。
市役所職員を名乗り、「ATMで還付金が受け取れる」といった
ニセ電話詐欺が多発しております。
ニセ電話詐欺と思われる電話があった場合には、那珂警察署まで
ご連絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域

10月5日 11:00

防災課から、Jアラートの試験放送についてお知らせします。明日、
午前１１時に、国が行うＪアラート（全国瞬時警報システム）の試験
放送を実施します。
市内に設置された屋外スピーカー及び戸別受信機から、最大音量で放
送いたしますので、ご承知おき願います。

屋内・屋外
全地域

10月12日 12:30

那珂警察署からお知らせします。
最近、「還付金がある」、「キャッシュカードを取りに行く」などと
いったニセ電話詐欺が多発しております。
ニセ電話詐欺と思われる電話があった場合には、那珂警察署までご連
絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域

10月14日 18:30

農政課からイノシシの捕獲についてお知らせします。
現在、イノシシによる農作物被害を減らすため、１０月２０日までの
間、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と南側の地域のうち
国道１１８号より西側の地域の山林です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区を除

く全地区

10月20日 18:00

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
１０月３１日　日曜日は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民
審査の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

10月24日 12:30

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
１０月３１日　日曜日は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民
審査の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内
全地域



10月27日 18:00

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
１０月３１日　日曜日は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民
審査の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内
全地域

10月29日 18:00

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
１０月３１日　日曜日は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民
審査の投票日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
当日、投票に行けないかたは、前日まで期日前(きじつぜん)投票がで
きます。
投票日間近は大変混雑しますので、早めの投票にご協力ください。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内
全地域

10月30日 12:30

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
明日(あす)は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票
日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

10月30日 18:00

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
明日(あす)は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票
日です。
投票時間は午前７時から午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内
全地域

10月31日 12:30

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
本日は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票日で
す。
投票はもうお済(すみ)ですか。
投票時間は午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

10月31日 16:00

那珂市選挙管理委員会から衆議院議員総選挙についてお知らせしま
す。
本日は、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票日で
す。
投票はもうお済(すみ)ですか。
投票時間は午後６時までです。
あなたの一票、大切にしましょう。

屋内・屋外
全地域

11月21日 12:30

こちらは、ぼうさいなかです。
防災課からお知らせいたします。
１１月２３日の火曜日に原子力防災訓練を実施します。
当日の午前中、防災行政無線による訓練放送と緊急速報メール・エリ
アメールによる訓練用のメール配信を数回行います。実際の災害とお
間違いのないようご注意ください。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、防災課へお問い合
わせください。
なお、状況により、訓練を中止する場合は、当日の午前７時３０分に
防災行政無線でお知らせします。

屋内・屋外
全地域

11月21日 18:00

こちらは、ぼうさいなかです。
防災課からお知らせいたします。
１１月２３日の火曜日に原子力防災訓練を実施します。
当日の午前中、防災行政無線による訓練放送と緊急速報メール・エリ
アメールによる訓練用のメール配信を数回行います。実際の災害とお
間違いのないようご注意ください。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、防災課へお問い合
わせください。
なお、状況により、訓練を中止する場合は、当日の午前７時３０分に
防災行政無線でお知らせします。

屋内
全地域

11月22日 12:30

こちらは、ぼうさいなかです。
防災課からお知らせいたします。
明日、原子力防災訓練を実施します。
明日の午前中、防災行政無線による訓練放送と緊急速報メール・エリ
アメールによる訓練用のメール配信を数回行います。実際の災害とお
間違いのないようご注意ください。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、防災課へお問い合
わせください。
なお、状況により、訓練を中止する場合は、明日の午前７時３０分に
防災行政無線でお知らせします。

屋内・屋外
全地域



11月22日 18:00

こちらは、ぼうさいなかです。
防災課からお知らせいたします。
明日、原子力防災訓練を実施します。
明日の午前中、防災行政無線による訓練放送と緊急速報メール・エリ
アメールによる訓練用のメール配信を数回行います。実際の災害とお
間違いのないようご注意ください。
詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、防災課へお問い合
わせください。
なお、状況により、訓練を中止する場合は、明日の午前７時３０分に
防災行政無線でお知らせします。

屋内
全地域

11月23日 8:45

訓練放送、訓練放送、こちらは、防災なかです。
那珂市原子力災害対策本部からお知らせいたします。
本日、７時３５分に、東海第二発電所で事故が発生しました。
本米崎地区にお住いで、避難に時間のかかる高齢のかた、乳幼児や障
がい者がいるご家庭は、落ち着いて避難を始めてください。バス避難
をするかたは、旧本米崎小学校体育館に集合してください。その他の
本米崎地区のかたは、避難に備えてください。
また、本米崎地区以外のかたは、屋内退避に備えてください。
今後も、新たな情報が入り次第、お知らせしますので、住民の皆さま
は落ち着いて行動をしてください。
これは、訓練放送です。

屋内・屋外
全地域

11月23日 9:20

訓練放送、訓練放送、こちらは、防災なかです。
那珂市原子力災害対策本部からお知らせいたします。
東海第二発電所の事故に対し、原子力緊急事態宣言が発令されまし
た。
本米崎地区にお住いのかたは、安定ヨウ素剤を服用し避難をしてくだ
さい。バス避難をするかたは、旧本米崎小学校体育館に集合してくだ
さい。
また、本米崎地区以外のかたは、直ちに屋内に退避してください。
今後も、新たな情報が入り次第、お知らせしますので、住民の皆さま
は落ち着いて行動をしてください。
これは、訓練放送です。

屋内・屋外
全地域

11月23日 9:40

訓練放送、訓練放送、こちらは、防災なかです。
那珂市原子力災害対策本部からお知らせいたします。
東海第二発電所の事故に発令されていた、原子力緊急事態宣言が解除
されました。
本米崎地区以外の市内全域に発令した屋内退避を解除いたします。
繰り返します。
ただ今をもちまして、訓練放送を終了いたします。
ご協力、ありがとうございました。

屋内・屋外
本米崎以外放

送

11月25日 18:30

こちらは、ぼうさいなか です。
農政課からお知らせします。
現在、イノシシによる農作ぶつ被害を減らすため、令和４年２月２８
日まで、わなによるイノシシ捕獲を行っています。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域の山林と南側の地域のうち
国道１１８号線より西側の地域の山林です。
皆様には、事故防止のため、
「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標識を見つけたら、
さわらない、近づかない」などのご協力をお願いします。

屋内
菅谷地区以外

放送

12月1日 7:45

こちらは、ぼうさいなか です。
農政課 からお知らせします。
イノシシによる農作ぶつ被害を減らすため、本日から令和４年２月２
８日までのあいだ、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域　の山林と南側の地域のう
ち国道１１８号線より西側の地域　の山林　です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区以外

放送

12月1日 18:30

こちらは、ぼうさいなか です。
農政課 からお知らせします。
イノシシによる農作ぶつ被害を減らすため、本日から令和４年２月２
８日までのあいだ、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域　の山林と南側の地域のう
ち国道１１８号線より西側の地域　の山林　です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区以外

放送

12月3日 16:00

こちらは　ぼうさいなか　です。
那珂警察署からお知らせします。本日、市内において、家族を名乗
り、現金を要求する詐欺と思われる電話がかかってきております。
不審な電話があった場合には、那珂警察署までご連絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域



12月16日 18:30

こちらは、ぼうさいなか です。
農政課 からお知らせします。
イノシシによる農作ぶつ被害を減らすため、本日から令和４年２月２
８日までのあいだ、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域　の山林と南側の地域のう
ち国道１１８号線より西側の地域　の山林　です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区以外

放送

12月20日 10:30

こちらは「ぼうさいなか」です。
那珂警察署　からおしらせします。
昨日から行方不明になっていた、豊喰地内に住む男性については、無
事に保護されました。
ご協力ありがとうございました。

屋内・屋外
全地域

1月13日 18:30

こちらは、ぼうさいなか です。
農政課 からお知らせします。
イノシシによる農作ぶつ被害を減らすため、本日から令和４年２月２
８日までのあいだ、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域　の山林と南側の地域のう
ち国道１１８号線より西側の地域　の山林　です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区以外

放送

2月1日 18:30

こちらは「ぼうさいなか」です。
環境課から　狩猟期間について　おしらせします。
現在　県内は　狩猟期間となっています。
３月３１日までは　銃やワナによる狩猟が行われますので山林へ入る
際には　十分ご注意ください。

屋内・屋外
全地域

2月7日 18:00

こちらは、ぼうさいなかです。
新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県全域でまん延防止等重
点措置が適用されています。市内においても、１月下旬から１日の感
染者数が20名前後とこれまでにない感染状況が続いております。
家庭内での感染が多くなっておりますので、市民の皆様には、今一
度、不織布マスクの着用、手指の消毒、３密の回避などの基本的な感
染防止対策の徹底をお願いいたします。
こちらは、ぼうさいなかです。

屋内
全地域

2月8日 11:45

こちらは「ぼうさいなか」です。
那珂警察署から迷子のお知らせをします。
本日午前９時５０分頃に、那珂警察署前を歩いていた３歳ぐらいの男
の子を保護しました。
特徴は、身長９５センチくらい。髪型は肩までの長髪、服装はカーキ
色のトレーナーを着て、カーキ色のズボン、赤色のサンダルを履いて
います。
お心当たりの方は　那珂警察署までご連絡願います。
電話番号は３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域

2月8日 12:30

こちらは「ぼうさいなか」です。
那珂警察署　からおしらせします。
先ほど放送いたしました、迷子の男の子は無事に保護者へ引き渡すこ
と
ができました。
皆様のご協力ありがとうございました。

屋内・屋外
全地域

2月15日 11:00

防災課から、Jアラートの試験放送についてお知らせします。
明日、午前１１時に、国が行うＪアラート（全国瞬時警報システム）
の試験放送を実施します。
市内に設置された屋外スピーカー及び戸別受信機から、最大音量で放
送いたしますので、ご承知おき願います。

屋内・屋外
全地域

2月16日 18:30

こちらは、ぼうさいなか です。
農政課 からお知らせします。
イノシシによる農作ぶつ被害を減らすため、本日から令和４年２月２
８日までのあいだ、わなによるイノシシ捕獲を行います。
対象地域は、市内の常磐自動車道北側全域　の山林と南側の地域のう
ち国道１１８号線より西側の地域　の山林　です。
事故防止のため、「ペットなどを山林に入れない」「わなやわなの標
識を見つけたら、さわらない、近づかない」などのご協力をお願いし
ます。

屋内
菅谷地区以外

放送

2月25日 18:00

こちらは「ぼうさいなか」です。
環境課からお知らせします。
３月６日日曜日に予定していた市内一斉清掃は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止といたします。

屋内
全地域

2月28日 15:20

こちらは「ぼうさいなか」です。
消防本部からお知らせします。
市内で火災が多発しております。
空気が乾燥しているため、火の取り扱いには十分ご注意ください。

屋内・屋外
全地域



2月28日 18:30

こちらは「ぼうさいなか」です。
消防本部からお知らせします。
市内で火災が多発しております。
空気が乾燥しているため、火の取り扱いには十分ご注意ください。

屋内
全地域

3月1日 12:30

こちらは「ぼうさいなか」です。
消防本部からお知らせします。
市内で火災が多発しております。
空気が乾燥しているため、火の取り扱いには十分ご注意ください。

屋内・屋外
全地域

3月5日 8:30

こちらは「ぼうさいなか」です。
環境課からお知らせします。
３月６日日曜日に予定していた市内一斉清掃は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止といたします。

屋内・屋外
全地域

3月17日 9:15

こちらは、ぼうさいなかです。
防災課から地震に関する情報についてお知らせします。
昨夜発生した地震による、本市への大きな被害は現在のところ出てお
りません。
今後、余震が発生する可能性がありますので、市民の皆様には十分に
ご注意ください。

屋内・屋外
全地域

3月20日 18:00

こちらは、防災なかです。
防災課からお知らせいたします。
明日、３月２１日（月）に東海村で「屋内退避・避難誘導訓練」が実
施されます。
当日は、訓練の実施に伴い、午前８時から１０時の間、お住まいの地
区で防災行政無線や緊急速報メールを受信する場合があります。
東海村の訓練放送となりますので、実際の災害とお間違いないように
お願いします。

神崎・額田地
区

屋内のみ

3月23日 9:40

こちらは防災なかです。
那珂警察署からお知らせします。
瓜連地内において、昨日午前10時頃から、７７歳の
男性が行方不明になっています。
特徴は身長165センチメートルくらい、白髪で
黄色のジャンパーと黒色のズボン、紺色の帽子を着用しています。
お心当たりの方は、那珂警察署までご連絡願います。
電話番号は352-0110です。

屋内・屋外
全地域

3月23日 11:45

先程お知らせしました行方不明者は、白いジャンパーを着用している
ことが判明しました。改めて、行方不明者の情報をお知らせします。
瓜連地内において、昨日午前10時頃から、７７歳の男性が行方不明
になっています。特徴は身長165センチメートルくらい、白髪まじ
りで白いジャンパーと黒いズボン、黒いブーツ紺の帽子を着用してい
ます。お心当たりの方は、那珂警察署までご連絡願います。電話番号
は029-352-0110です。

屋内・屋外
全地域

3月23日 14:15
那珂警察署からおしらせします。
昨日から行方不明になっていた、男性は無事に保護されました。
ご協力ありがとうございました。

屋内・屋外
全地域

3月31日 12:30

こちらは　ぼうさいなか　です。
那珂警察署からお知らせします。
本日、市内において、息子を名乗る不審な電話がかかってきてお
ります。
ニセ電話詐欺と思われる電話があった場合には、那珂警察署までご連
絡ください。
電話番号は、３５２－０１１０です。

屋内・屋外
全地域


