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２０２２年ニューイヤー・ロビーコンサートの開催について
～新春のひとときを、美しい歌声とともに～

第１９回Oyamaインターナショナルフェスティバル２０２２開催について
～世界を知ろう！なかよくなろう！楽しもう！～

小山市新型コロナウイルスの取組みについて
～３回目接種の準備状況について～

副市長、部長発表内容

令和４年新年賀詞交換会の開催について
　～新年はじめのごあいさつ～

小山市地域おこし協力隊活動報告会の開催について
～おやまを盛り上げてきました！～

小山市長　令和3年12月　定例記者会見
日　時 : 令和3年12月16日（木）14時～　　

会　場 :　市役所　7階　委員会室　　　　　　

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金について
　～子ども一人10万円　年内現金給付を開始～



記者会見資料 

保健福祉部 子育て家庭支援課 

（担当 落合 ２２－９６２０） 

 

１．件 名 

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金について 

 ～子ども一人 10万円 年内現金給付を開始～ 

 

２．趣 旨 

  国が令和 3 年 11 月１９日に閣議決定した、18 歳以下の子どもに対する 10 万円相当の

給付につきまして、小山市では年内に現金５万円の給付を 12月 10日に案内通知を発送し、

同月 23日の給付を目指してまいりました。 

その後、国が残る５万円分をクーポンではなく、現金で給付も可能としたことから、小山市

は残る５万円につきましてもアンケート結果を踏まえ、同月 27日に給付いたします。 

また、手続きが必要な方に対する周知を図るとともに、来月以降の給付につきましては、

10万円を一括で給付いたします 

 

３．内 容 

（1）9月分の児童手当の受給者（特例給付の方を除く） 

対 象：約 11,700件（手続不要） 

給付日：12月 23日（木）と同月２７日（月） 

給付額：子ども一人 ５万円×２回（分割払い）  

振込先：児童手当の口座に振り込み 

備 考：２回目の給付金のご案内通知は 12月１７日発送予定 

  （２）16～18歳（平成 15年 4月 2日生～平成 18年 4月 1日生）の高校生などの保護

者、公務員 

対 象：約 2,900件（手続き必要） 

給付額：子ども一人 １０万円×1回（一括払い） 

      流 れ：申請手続きに関する案内通知を 12月 22日以降に発送予定 

所得要件等を確認、申請書に必要書類を添えて提出（返信用封筒あり） 

給付要件等確認後、支給決定通知書により給付のお知らせ 

予 定：令和４年１月末から順次給付 

 （３）令和３年９月から 12月生まれの新生児の保護者等 

対 象：約４００件（手続き不要） 

給付額：子ども一人 １０万円×1回（一括払い） 

       流 れ：認定された児童手当のデータにより案内通知を送付 

予 定：令和４年１月末から順次給付 
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 （４）令和４年１月から同年３月生まれの新生児の保護者等 

対 象：約３００件（手続き必要） 

 給付額：子ども一人 １０万円×1回（一括払い） 

       流 れ：出生届や児童手当の申請時に受付 

 給付要件等確認後、支給決定通知書により給付のお知らせ 

予 定：令和４年１月末から順次給付 

（５）その他 

〇受給を拒否する場合は、取り急ぎ市の子育て家庭支援課にご連絡ください 

〇児童手当の所得制限限度額 

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 

０人 622 

１人 660 

２人 698 

３人 736 

４人 774 

５人 812 

※令和２年中の扶養親族等の数で所得制限限度額が変わります 

※扶養親族等には 19歳以上の方も含みます 

 

４．子育て世帯への臨時特別給付に係る緊急アンケートについて（参考） 

（１）アンケート期間 

 令和 3（２０２１）年 12月 9日（木）～15日（水） 

（２）内訳 

給付方法 受付件数 構成比 

現金 4,432件 96.8％ 

クーポン 43件 0.9％ 

どちらでもよい 105件 ２．3％ 

合計 4,580件 100.0％ 

（３）自由意見 

〇早く支給して欲しい 

〇必要なもの・必要な時期、購入店舗等は各家庭の事情によって様々なため、クーポンより

も使い勝手の良い現金が良い。 

〇10万円の一括給付を国が容認したことから、小山市も 10万円一括給付を実施して欲し

い。 

〇現金では、貯蓄に回り経済活性化につながらない 

〇クーポン発行に予算や手間がかかると思うが、地域企業への貢献も含めてクーポンの方

が良い。 

〇対象者のことをしっかり考えていれば、クーポンで良いが、経費が嵩むのであれば現金で

も良い 
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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の取組みについて 

～３回目接種の準備状況について～ 

 

２．趣 旨 

  小山市における新型コロナウイルスワクチン接種は、１・２回目接種に関しては希望す

る方への接種は、おおむね完了し、現在３回目接種の準備を進めております。 

３回目のワクチン接種は、２回目接種完了から原則８ヶ月経過後に接種を行うとの国

からの方針に沿って準備を進めてきましたが、１２月６日、臨時国会における首相所信

表明において「８ヶ月を待たずに出来るだけ前倒し」との発言がありました。その後、今

日まで正式な通知等は届いておりませんが、国の動向に注視しながら可能な限り早期

に対応できるように準備を進めております。 

本市としては、前倒し接種にも対応できるように、２回目接種完了日から６ヶ月経過

後を目安に接種券を発送する予定です。 

   

３．内 容 

①追加用接種券の発送状況 

２回目接種完了月 追加用接種券発送予定 予約開始日 

令和３年３、４、５月 令和３年１１月１９日発送済み 令和４年１月６日 

令和３年６月 令和３年１２月下旬 令和４年１月１２日 

令和３年７月 令和４年１月中～下旬 
調整中 

令和３年８月 令和４年２月中～下旬 

※以降、順次発送予定 
   ※２回目接種完了月が令和３年７月以降は、毎月接種日順に３回に分けて発送 

 

②個別接種について 

個別接種が可能な市内医療機関一覧を追加用接種券に同封しており、直接、 

医療機関で予約をしていただきます。（一覧は、市ホームページにも掲載） 

 

③集団接種について 

１月の集団接種の日程 

接種日 受付時間 合計 会場 

令和４年１月１９日（水） １４：００～１７：３０ ３３６名 総合支援センター 

令和４年１月２０日（木） 〃 ３３６名 総合支援センター 

令和４年１月２２日（土） 〃 ３３６名 総合支援センター 

令和４年１月３０日（日） １０：３０～１７：３０ 1,188名 ロブレ３階 

  ※予約方法 電話 ８：３０～２０：００   インターネット ２４時間（予約開始日は、８：３０～） 
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記者会見資料 

産業観光部 商業観光課 

（担当 舘野 ２２－９２７１） 

１． 件 名 

   令和４年新年賀詞交換会の開催について 

 ～ 新年はじめのごあいさつ ～  

 

２． 趣 旨 

 小山市・商工会議所・商工会協議会において、本市の産業の発展に深く関わる経済界

人、及び官公庁の役職者が一堂に会し、新年の挨拶を交わすとともに親睦を図る機会を

提供し、本市産業の振興と発展に寄与することを目的に、新型コロナウイルス感染症の

感染防止に配慮した令和４年新年賀詞交歓会の開催を予定しておりますので、お知らせ

いたします。 

 

３． 主 催  

   小山市・商工会議所・商工会協議会 

 

４． 開催日 

   令和 4（２０２2）年１月４日（火）１７時から 

 

５． 会場 

   小山グランドホテル 飛天の間 

 

６． 感染症対策 

・マスク着用、検温及び手指消毒の実施 

・ソフトドリンクを中心とした飲物の提供 

・開催時間の短縮 

・１事業所、１団体２名以内での参加協力 

 

4

2002007
長方形



記者会見資料 

 

総合政策部 総合政策課 

（担当 高山 ２２－９３５１） 

 

１．件 名 

小山市地域おこし協力隊活動報告会の開催について 

～おやまを盛り上げてきました！～ 

 

２．趣 旨 

   小山市では、自然や文化、歴史を生かした特徴あるまちづくりを推進する

ため、小山市に定住し、地域活性化に資する活動に取り組む方を地域おこし

協力隊員に委嘱し、自発的に活動に取り組んでいただいております。 

このたび、活動内容を市内外に周知することを目的に、「農泊推進事業」担

当の村山隊員と「まちなかの魅力磨き上げ推進事業」担当の横山隊員の 1年

間の活動報告を行うものです。 

なお、村山隊員の任期は令和 3 年 12月 31日までとなるため、この報告

会が最後となります。 

 

３．内 容 

 (１) 日 時  令和３年１２月２４日（金）１１時～１２時 

 (２) 会 場  市役所２階 大会議室 

 (３) 内 容  小山市地域おこし協力隊活動報告 

         ①村山 大樹 協力隊員 

（農泊推進事業担当 シティプロモーション課所属） 

         ②横山 賢   協力隊員 

         （まちなかの魅力磨き上げ推進事業担当 まちづくり推進課所属） 

 

４．その他 

  村山隊員は 11 月 27日に開催された令和 3年度ＩＮＡＣＯＭＥ（イナカム）

ビジネスコンテスト本選大会（主催：農林水産省）に出場（オンライン）し、特別賞

を受賞いたしました。 
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記者会見資料 

 

総務部 行政総務課 

（担当 岡田 ２２－９３１１） 

 

１．件 名 

２０２２年ニューイヤー・ロビーコンサートの開催について 

～新春のひとときを、美しい歌声とともに～ 

 

２．趣 旨 

  令和４年の輝かしい幕開けに、明るい希望を持ち、市民とともに新年を祝福

するため、仕事始めとなる１月４日に新型コロナウイルス感染症対策を講じ、

来庁者と職員を対象とした小山児童合唱団によるミニコンサートを開催する

ものです。 

   

 

３．内 容 

 （１） 日   時  令和４年１月４日（火）１２時２０分～１２時４０分 

 (２) 会   場  市役所１階 多目的スペース 

 (３) 出   演  小山児童合唱団 

 (４) 演奏曲目  一月一日、市歌小山わがまち、地球
ほ し

の夢(第２の団歌)など 

 

４．感染対策 

  〇合唱団、来庁者、職員共通対策 

来庁時の検温、手指消毒及びマスク着用の徹底 

  〇合唱団追加対策 

   マスク着用で合唱、間隔は１ｍ以上空ける、随行する保護者は 1人まで 
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記者会見資料  

市民生活部  国際政策課  

（担当  日高  ２２－９344） 

 

１． 件  名   

第１９回 Oyama インターナショナルフェスティバル２０２２の開催について 

～世界を知ろう！なかよくなろう！楽しもう！～ 
 

２． 要  旨  

国際交流の活性化や多文化共生を推進することを目的とし、市民の異文

化理解に資するため、小山市国際交流協会の実行委員会が主催となり、新

型コロナウイルス感染防止対策を講じ、開催するものです。  

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、２年ぶりの開

催となります。 
 

３． 日時・会場  

   令和４年１月１６日（日） 午前９時３０分～１２時・文化センター小ホール 
 

４． 主な内容  

  （１）世界各国のパフォーマンス（演奏、踊り、民族衣装ショー等） 

  （２）文化理解を深める展示コーナー 

  （３）各国物産コーナー 

  （４）国際交流協会活動・サークル紹介  
 

５． 感染対策  

 入場時の検温、手指消毒及びマスクの着用の徹底、密とならない座席配置  

 

６． 定  員  

   １００人程度   ※入場者数が定員を超える場合、入場制限を行います 
 

７． 料  金  

   入場無料   ※販売コーナーでの物品購入は有料  
 

８． 出場国・地域（予定） 

   ブラジル、ペルー、フィリピン、中国、ネパール他  
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