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小山市長　令和3年９月　定例記者会見
日　時 : 令和3年９月10日（金）14時～　　

会　場 :　市役所　7階　委員会室　　　　　　

小山市新型コロナウイルス撲滅宣言の取組みについて
～ウイルスの脅威に打ち勝とう！～

小山市・ケアンズ市姉妹都市締結15周年記念式典
～祝15周年！新たな姉妹都市交流の門出として～

部長等発表内容

小山市・結城市不動産合同公売会の開催について
～近隣自治体と連携し、収納率アップへ～

小山一族ゆかりの３城の御城印販売について
～祗園城跡、鷲城跡、中久喜城跡への来城記念にいかがですか？～



 

記者会見資料 

保健福祉部 健康増進課 

（担当 福原 22-9５２１） 

１．件 名 

「小山市新型コロナウイルス撲滅宣言」の取組みについて 

～ウイルスの脅威にうち勝とう！～ 

２．趣 旨 

小山市では、８月１９日に５９名と過去最多の感染者が確認され、危機的状況が続い

ていることから、市全体の機運を高め、感染拡大を食い止めるべく、８月２３日に「新型コ

ロナウイルス撲滅」を宣言しました。同日実施いたしました、小山駅等市内３か所での一

斉街頭啓発をはじめ、大看板・のぼり旗の設置、啓発車による巡回、SNS での発信等、

様々な啓発強化に取り組んでおります。 

このたび、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、より一層

の感染拡大防止を図るとともに、市民の暮らしと健康を守るため、コロナ禍の影響を受

ける事業者及び市民の皆さまへのきめ細やかな支援を実施することといたしました。 

 

３．内 容 

（１）令和３年度 補正予算対応事業 

№ 事業名 概要 

①  
新型コロナウイルス感染症  

抗原検査事業費 

新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した社会福祉

施設、児童福祉施設及び小･中･義務教育学校におい

て、陽性者との接触などにより感染が懸念されるもの

の、保健所の行政検査の対象外となった方に対し、検査

機関による抗原検査を実施する。（検査結果が偽陽性以

上の場合はＰＣＲ検査まで実施） 

②  
新型コロナウイルス感染症  

検査費用補助事業費 

新型コロナウイルスの蔓延防止及び早期の治療につなぐ

ことによる重症化防止のため、ＰＣＲ検査等を医療機関

において実施した方に対し、検査費用を補助する。 

③  
抗原検査キット購入助成   

事業費 

市内事業者が、従業員等に抗原検査を実施する場合の

検査キット購入費用を助成する。 

④  
花き次期作支援緊急対策  

事業費補助金 

新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けて

いる切花生産農業者の次期作の生産支援を目的に、国

の行う高収益作物次期作支援交付金を受けた農業者に

対し補助金を交付する。 
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⑤  新しい働き方支援事業費 

市内事業者を対象に、新型コロナウイルス感染拡大防止

に向けたテレワーク等の取組にかかる整備費用の一部

を助成するとともに、従業員（市民）がテレワークに係る

シェアオフィスやコワーキングスペースを利用する際の賃

料の一部を助成する。 

⑥  
中小企業者等一時支援金 

【第２弾】 

国の緊急事態宣言を受け、令和 3 年度補正予算（第 1

号）において予算措置をした「中小企業者等一時支援

金」の制度を拡充し、飲食店等の休業・時短営業や外出

自粛等の影響により売上が減少した事業者のうち、国の

「月次支援金」又は県の「事業継続支援金」の支給対象と

なった事業者に対し、一時支援金を上乗せ補助する。 

⑦  
学童保育クラブ自粛保育料  

補助事業費 

学童クラブ利用を自粛し家庭保育に協力して頂いた保

護者に対し、保育料を補助する。 

⑧  
認可外保育施設自粛保育料

補助事業費 

認可外保育施設利用を自粛し家庭保育に協力して頂い

た保護者に対し、保育料を補助する。 

⑨  
認定こども園等施設型    

給付事業費 

認定こども園利用を自粛し家庭保育に協力して頂いた

保護者の保育料返還分について、認定こども園に補助

する。 

⑩  
民間保育園・認定こども園  

自粛副食費補助事業費 

保育園・認定こども園利用を自粛し家庭保育に協力して

頂いた保護者に対し、副食費を補助する。 

⑪  
幼稚園自粛副食費補助   

事業費 

幼稚園利用を自粛し家庭保育に協力して頂いた保護者

に対し、副食費を補助する。 

⑫  
オンライン授業開設準備   

支援事業費 

オンライン授業の早期開設に向け、タブレットの移設・設

定及び教員の研修支援等を支援する。 

⑬  
二酸化炭素濃度測定器   

設置事業費 

公共施設等の密になりやすい会議室等に、二酸化炭素

濃度測定器を設置することにより、室内の換気を促す。 

⑭  
小中義務教育学校感染症  

対策事業費 

昇降口等に非接触型体温計及び消毒液スタンドを設置

する。 

⑮  
開運スポーツ合宿所感染症  

対策事業費 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設内に抗

ウイルスコーティングを施工する。 

※ 詳細は別紙参照 
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（２）その他の取組 

 

① パルスオキシメーター貸与事業 ○新  

感染者の増加に伴い、自宅療養者の健康管理の一環として、市独自でパルスオキ 

   シメーターを購入し、必要な市民に貸出しを行います。 

 

②自宅療養者等支援事業 ○新 （R3.8 月～） 

   感染により自宅療養者や家庭内に感染者がいることで、外出を控えている世帯  

に対し、療養期間内の生活の一助となるよう、日常生活用品を支給します。 

 

③保健師・管理栄養士による健康相談（昨年度からの継続） 

    コロナ禍での外出自粛等により心身の健康に不安を抱える方や、自宅療養中の方  

を対象に、保健師・管理栄養士が健康相談に応じます。 
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記者会見資料  

市民生活部  国際政策課  

（担当  日高  ２２－９８２９） 

 

１． 件  名  

小山市・ケアンズ市姉妹都市締結１５周年記念式典  

   ～祝１５年周年！新たな姉妹都市交流の門出として～ 
 

２． 内  容  

平成１８（２００６）年５月、「小山市・ケアンズ市姉妹都市締結派遣団」がケ

アンズ市を訪問、姉妹都市盟約に調印し、正式に姉妹都市となり、市内中

学生の派遣事業をはじめ様々な交流により友好を深めてまいりました。  

令和３（２０２１）年は、ケアンズ市と本市が姉妹都市となり１５年という節

目の年となることから記念式典を実施し１５年という記念すべき年を両市

でオンラインを通じてお祝いいたします。 
 

３． 日時及び場所  

   令和３（２０２１）年９月３０日（木） 午前１１時～正午（日本時間）  

   市役所  ２階  大会議室  
 

４． 出席者（予定） 

   ①小山市  

市長・副市長・教育長  

小山市議会議長（来賓） 福田  洋一  様  

小山市派遣団代表（来賓） 株式会社西堀酒造  西堀  哲也  様  

小山市国際交流協会副会長（来賓） 持田  むつ子  様  

②ケアンズ市  

市長  ボブ・マニング 様  

ケアンズ市議会議長（未定） 

姉妹都市交流大使  シム・ヘイワード 様  

ケアンズ市派遣団代表（未定） 

③徳島県美波町（事前収録） ※1969 年よりケアンズ市と姉妹都市  

町長（来賓） 影治  信良  様  
 

６． 主な内容  

   ①アトラクション（事前収録） 

・ハンドベル（小山市） 

・ダンスパフォーマンス（ケアンズ市） 

②両市ショートムービー披露  

③１５周年宣言（盟約書確認） 
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記者会見資料 

総合政策部 納税課 

（担当 深水 ２２‐９４４１） 

 

１． 件 名  

小山市・結城市不動産合同公売会の開催について 

～近隣自治体と連携し、収納率アップへ～ 

 

２． 要 旨  

本事業は滞納を理由として差押えをした不動産につきまして、市税等の収納率向上

を目指し、結城市と合同で公売会を開催するものです。 

生活圏の重なる近隣の結城市と連携し合同で公売会を開催することで、本市及び結

城市に周知し、広く参加者を募り、差押え不動産の落札及び収納率の向上を図るもので

す。 

公売財産の詳細については、「不動産の公売広報」（冊子）を作成し、小山市情報展示

コーナー、結城市収納課等にて配布するほか、各市ホームページにも掲載いたします。 

      なお、本事業は本市と結城市の友好都市連携事業に位置付けております。 

 

３． 内 容  

（１） 日   時  令和３（２０２１）年１０月１９日（火） 午後１時２０分から 

（２） 場   所  小山市役所 ６階 大会議室（６ａ～ｄ） 

（３） 公売財産  小山市  区分建物   １件，土地 １件 合計２件（予定） 

結城市   土地付建物 １件         合計１件（予定） 

（４）   公売方法  期日入札（一般の方も入札に参加できます。） 

 

４． その他 

・不動産公売に参加する方等は、入札までに暴力団員等に該当しない旨の陳述書等が

必要となりますので、小山市又は結城市のホームページから様式を印刷の上、作成・

提出してください。 

・農地法の許可（届け出）が必要な財産の場合は、所在する市の農業委員会が発行した

買受適格証明書が必要になります。 

  ・予告なく中止となる場合もございます。 
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記者会見資料 

 

教育委員会 文化振興課 

（担当 佐久間 22－9660） 

１． 件 名 

小山一族ゆかりの３城の御城印販売について 

～祗園城跡、鷲城跡、中久喜城跡来城の記念にいかがですか？～ 
 

２． 内 容 

鎌倉時代から室町時代にかけて、北関東の有力な武士団として活躍した小山一族の

居城であった祇園城跡、鷲城跡、中久喜城跡の３城の御城印を販売することで、登城者

の来訪記念とするとともに、小山市の貴重な文化財を全国に広く PRするものです。 
 

３． 御城印について 

全国のお城の登城記念に発行されているもので、見た目は寺社仏閣の御朱印に似

ていますが、和紙などに城名や、ゆかりのある城主の家紋などが色鮮やかにデザイン

されたものが多く、現在では全国 800以上のお城で個性的な御城印が配布されてい

ます。 
 

４． 制作について 

一般社団法人小山市観光協会と、文化振興課が共同で制作し、３城の御城印のデザ

インは、小山市のイラストの得意な職員が、各城にゆかりのあるモチーフを取り入れて

作成しました。また、台紙には、渡良瀬遊水地のよしを使ったよし紙を使用しています。

各城の歴史などについての解説文も入っておりますので、３城のより深い理解にお役

立ていただけます。 
 

５． 販売について 

〇販売開始 9月 18日（土） 

〇販売場所 小山市観光協会 

〇販売価格 1枚 200円／3枚セット５００円（よし紙製の袋入り※３枚セットのみ） 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により発売日が延期になることがあります 
 

６．問合せ先 

〇販売等について 

小山市観光協会 小山市中央町 3-7-1ロブレ 1階 おやま本場結城紬クラフト館内 

TEL 0285-30-4772 

〇デザインについて 

小山市教育委員会 文化振興課 歴史のまち推進係 

TEL 0285-22-9659 
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【御城印 見本】 

〇祇園城跡                         〇鷲城跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇中久喜城跡 
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