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令和２年第３回市議会定例会提出予定議案について
【行政経営課　℡ 0285-22-9313】

「渡良瀬遊水地のヨシ灯り２０２０」の実施について
～夏の風物詩　渡良瀬遊水地の夜を彩るヨシ灯り！～
【産業観光部　渡良瀬遊水地ラムサール推進課】

「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」PRポロシャツについて
～2022年の両大会を職員パワーで盛り上げていきます～
【教育委員会　東京オリ・パラ・栃木国体推進課】

「多言語情報配信ツール（カタログポケット）」の導入について
～いつでもどこでも使える「カタポケ」始めました～
【市民生活部　国際政策課】

　お知らせ

令和元年度普通会計決算と財政健全化指標について（速報値）
【総合政策部　財政改革課】

令和2年8月20日

小山市長　令和２年8月　定例記者会見

　発表内容



記者会見資料 
総合政策部 財政改革課 

担当 吉澤 22-9331 

 

１．件名 令和元年度普通会計決算と財政健全化指標について（速報値） 

 

２．収支の概要                         

歳入決算額は、前年度より 11.3億円、1.9％増の 595億 401万 5千円、歳出決算額は、前

年度より 13.1億円、2.3％増の 580億 5,182万 3千円で、翌年度に繰越すべき財源 6億 4,843

万 7千円を差し引いた実質収支は、8億 375万 5千円となりました。 

【歳入】 

主なものとして、個人市民税が景気の緩やかな回復により、1.9億円増の 95.9億円となり、

市税全体では 1.3 億円増の 294.3 億円となりました。また、国庫支出金は社会資本整備総合

交付金等の増により 5.2億円増の 89.1億円、県支出金は保育所等施設整備費補助金等の増に

より 2.5億円増の 46.0億円、市債は、新庁舎整備事業債等の増により 2.7億円増の 37.8億

円となりました。 

【歳出】 

  義務的経費は 8.4 億円増の 275.2 億円となりました。このうち人件費は前年度とほぼ同額

の 87.4億円、人件費比率は 15.1％、扶助費は、認定こども園等施設型給付事業費や児童扶養

手当給付費等の増により 8.1億円増の 141.8億円、公債費は償還元金の増により、0.3億円増

の 46.0億円となりました。また、経常収支比率は 2.6ポイント増の 88.7％となりました。 

  投資的経費は、新庁舎整備事業費や災害復旧事業費の増により 0.4億円増の 67.3億円とな

り、投資的経費比率は 0.2ポイント減の 11.6％となりました。 

   
３．主な財政分析指標《順位は県内 14市内を示す》             （単位：千円 ％） 

 
４．財政健全化判断比率《順位は県内 14市内を示す》               （単位： ％） 
 

区分 
令和 

元年度 
順位 

平成 

30年度 
順位 内容 

実質赤字比率 －（▲2.48） －（▲4.57） 一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する割合 

連結実質赤字比率 －（▲27.11） －（▲29.35） 全会計の実質赤字の標準財政規模に対する割合 

実質公債費比率 5.7 ⑦ 5.8 ⑦ 一般会計等の実質的な公債費の財政負担 

将来負担比率 60.2 ⑫ 68.1 ⑭ 
地方債等の借入金と将来支払う可能性が高い負担等の

残高による将来財政の圧迫度を示す。基準 350% 

 

区  分 令和元年度 順位 平成 30年度 順位 増減ポイント（額） 

(1)経常収支比率 88.7 ③ 86.1 ① 2.6 

(2)人件費比率 15.1 ⑧ 15.4 ⑨ ▲ 0.3 

(3)投資的経費比率 11.6 ⑩ 11.8 ⑦ ▲ 0.2 

(4)自主財源比率 61.9 ① 63.1 ① ▲ 1.2 

(5)市債残高（普通会計） 49,399,820  49,910,157  ▲510,337  

（全会計） (89,771,969) (91,801,557) (▲2,029,588) 

市民一人あたりの市債残高(全会計) 537 ⑤ 549 ⑦ ▲ 12 

(6)基金残高 4,203,378 4,294,565 ▲ 91,187 
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記者会見資料 

                   市民生活部 国際政策課 

                   （担当 篠原 ２２－９３４４） 

 

１ 件 名 

  「多言語情報配信ツール（カタログポケット）」の導入について 

～いつでもどこでも使える「カタポケ」始めました～ 

 

２ 要 旨 

小山市では、「小山市多文化共生社会推進計画」に基づき、共生社会

づくりを推進しています。その一環として、計画内施策「外国人のため

の生活情報提供」に係る住民への情報受信のサポートのため、多言語情

報配信ツールを８月から導入いたしました。入管庁の外国人受入環境整

備交付金を活用した事業となっております。スマートフォンを使ってア

プリで閲覧できるだけでなく、パソコンを使ってインターネットからで

も閲覧可能な便利なツールとなっており、今後積極的に周知・活用して

いきます。なお、カタポケ導入については県内５例目、外国人への生活

情報への活用目的としては、県内３例目となります。 

  

３ 掲載内容 

（１）広報おやま（８月号から掲載中） 

（２）小山市多文化共生社会推進計画（掲載中） 

（３）新型コロナウイルス感染症対策のためのお知らせ（掲載予定） 

（４）防災ガイドブック（掲載予定） 

（５）その他必要と思われる情報 

 

４ 対応言語  

１０言語で対応可能（日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓

国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム

語） 

 

５ 閲覧周知先・周知チラシ設置先 

小山市ホームページ・多文化共生総合支援センター・市民課等窓口  
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小山市の情報をアプリ「Catalog Pocket」で読もう！ 

 アプリ 「Catalog Pocket (カタログポケット)」では、多言語自動翻訳機能（日本語・英

語・韓国語・タイ語・スペイン語・中国語簡体字・中国語繁体字・ポルトガル語・インドネシア語・

ベトナム語）により、スマートフォンまたはパソコン（ウェブサイト）で多言語化された情報を読

むことができます。 

 

スマートフォンでの利用の仕方について 

1． ストアからのダウンロードについて 

【Android版】 Goole Playを起動  

→ 「カタログポケット」で検索 → アプリをダウンロード 

【iOS版】  App Storeを起動  

→ 「カタログポケット」で検索 → アプリをダウンロード 

 

2． ＱＲコードからのダウンロードについて 

下記のQRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。 

   

 

 

 

 

 

実際の画面【iOS版】  

 ①アプリをダウンロード        ②「小山市（または「広報おやま」）」で検索 ③対応言語を選択(画面上は日本語) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリの利用について 

・情報の受信などにかかる通信料は利用者の負担となります。 

・「Catalog Pocket (カタログポケット)」は、株式会社モリサワが 

管理・運営するサービスです。 

プリの仕様、動作等について小山市は一切責任を負いません。 

・利用規約・プライバシーポリシー等については、株式会社モリサワホーム

ページをご覧ください。 

 



④画面上で文字を選択すると対応言語により翻訳がされます。 

（画面上は、今から考えておこう！ 部分が選択されています） 

 

 



お知らせ 

 

産業観光部 渡良瀬遊水地ラムサール推進課 

（担当 今泉 ２２－９３５４） 

 

１ 件 名 

「渡良瀬遊水地のヨシ灯り２０２０」の実施について 

～夏の風物詩 渡良瀬遊水地の夜を彩るヨシ灯り！～ 

 

２ 要 旨 

平成 24年 7月 3日にラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地には、広

大なヨシ原が広がっており、今もなおこのヨシをつかったヨシズづくりが行われ

ています。この渡良瀬遊水地に自生しているヨシを活用し、渡良瀬遊水地の湿地

環境の魅力を PRし、地域振興につなげるために「ヨシ灯り」を下記の通り開催

いたします。 

 昨年度 3月、8月と渡良瀬遊水地エコツーリズムガイド協会で主催したヨシ灯

り展を受けて、本年度は、小山市と栃木市が主体となって、実施いたします。 

 

３ 日時・場所 

令和２(2020)年８月２２日（土）、２３日(日)午後６時～午後８時３０分 

渡良瀬遊水地 生井さくらづつみ公園 

 

４ 点灯式 

   ８月２２日(土) 午後６時より点灯式を実施いたします。 

    

 

＜新型コロナウイルス感染症拡大防止について＞ 

  新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で実施いたします。 
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  お知らせ 

 

 

教育委員会 東京オリ・パラ・栃木国体推進課 

（担当 望月 ２２－９８９２） 

１．件 名 

「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会」PRポロシャツについて 

～2022年の両大会を職員パワーで盛り上げていきます～ 

 

２．内 容 

   令和４年（2022年）に開催される「いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ

大会」の広報・啓発を目的として、このたび小山市開催競技をデザインした小山

市オリジナル PR ポロシャツを作製、職員が勤務中に着用して市民・来庁者の皆

様に PRしています。 

   当初、事務局職員 16 名が着用しておりましたが、庁内職員からの問い合わせ

が相次ぎ、急遽、購入希望者を募集したところ累計 550着の申込みがありました。

職員・市民からも好評を得ています。 

   今後も、両大会の開催に向けて職員パワーで機運醸成を図るとともに、小山市

開催競技を積極的に PRしてまいります。 

 

３．オリジナル PRポロシャツ 

  ・カ ラ ー：小山市をイメージさせる５色 

  ・デザイン：左胸…新採用職員がデザインした市の花「思川桜」 

        背中…市名と大会名（英語表記） 

        左袖…各色に大会マスコットキャラクター「とちまるくん」の 

小山市開催競技バージョンをプリント 

   ①青（清らかな思川）・・・・水球 

   ②緑（広大な渡良瀬遊水地）・新体操 

   ③黒（実り豊かな大地）・・・空手道        ＆ 車いすバスケットボール 

   ④白（コウノトリ）・・・・・軟式野球         （各色共通） 

   ⑤紺（本場結城紬）・・・・・ウエイトリフティング 

 

４．その他 

PRポロシャツは、夏季軽装期間（5/1～10/31）にあわせて職員が着用していま

す。現在のところ市民向け一般発売は予定しておりませんが、市民の皆様からご

要望が多い場合は、今後検討したいと考えております。 



ポロシャツ着用写真 

① 青（水球・車いすバスケットボール） 

  
② 緑（新体操・車いすバスケットボール） 

  

③ 黒（空手道・車いすバスケットボール） 

  

④ 白（軟式野球・車いすバスケットボール） 

  

⑤ 紺（ウエイトリフティング・車いすバスケットボール） 

  




