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移住者交流会の開催について
～Oyama beginner vol.07 ピクニックマルシェで会いましょう！～

小山市長　令和4年4月　定例記者会見
日　時 : 令和4年4月22日（金）14時30分～　　

会　場 :　市役所　7階　委員会室　　　　　　　　　　

コウノトリ３年連続ヒナ誕生について
～巣立ちに向けてヒナは順調に成長しています～

公園活用事業の実施等について
～「おやまいち」や「みらい創造キャンプ」の取組み～

部長発表内容

第５３回企画展の開催について
～県出身実業家による珠玉のコレクション公開～

第７６回企画展「小山の遺跡速報展」の開催について
～発掘された小山のお宝を紹介します～



  記者会見資料 

総合政策部 自然共生課 

（担当 平林 ２２－９３５４） 

１． 件 名 

コウノトリ３年連続ヒナ誕生について 

～巣立ちに向けてヒナは順調に成長しています～ 
 

２． 内 容 

小山市ではラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」の「保全」と「賢明な利用」のため、

コウノトリをシンボルとした貴重な湿地環境の保全と地域の活性化に取組んでいます。

４月１日以降のプレスリリースにて、ヒナのふ化推定、１羽の死亡、２羽の姿確認とお伝

えした後のヒナの状況、今後についてお知らせいたします。 
 

３． 誕生したヒナについて 

 （１）巣立ちまでの目安 

２羽のヒナは順調に成長しており、巣立ちは５月下旬から６月中旬になる見込です。

※誕生後、５７日から８２日で巣立ちをする見込 

※５月第２週目実施予定の足環装着については別途お知らせします 
 

（２）ヒナの命名について 

   ４月１日から２８日までの間、渡良瀬遊水地関係４市２町でヒナの愛称を募集してい

ます。締切後は、渡良瀬遊水地保全・利活用協議会にて選定を行い、５月２８日（土）

午後に生井桜づつみ公園において命名式を開催予定です。 

   ※雨天時の会場は、小山市立下生井小学校 体育館（小山市下生井 1546） 
 

４．記念事業 

〇コウノトリ誕生記念マルシェ 

 ４月２４日（日）１０時～１５時、渡良瀬遊水地コウノトリ交流館においてイベントを開 

催します。キッチンカーはじめ市内外から飲食店や関係団体が出展してコウノトリの

誕生を祝います。※貸館にて民間企業が実施 
 

〇記念商品の販売 

  上記マルシェにおいて、コウノトリ誕生を記念したクラフトビール（製造・販売：

808BREWERY）を披露します。※まちの駅思季彩館はじめ市内各店舗において販売し

ます。 

なお、売上の一部は渡良瀬遊水地の自然保護団体に寄付されます。 

※マルシェ当日、13時頃から現地にて民間企業から自然保護団体への寄贈式を行います。 

   また、コウノトリをモチーフにした焼き菓子や和菓子などの関連商品を順次、認定・

販売します。 

※渡良瀬遊水地コウノトリ定着推進協議会による事業 

2002007
長方形



５．見学者へのお願い 

（１）繁殖期のコウノトリはとても神経質になっているため、観察や撮影は堤防上から

行ってください。また、大変危険ですので、路肩や路上など、通行の妨げとなる場所

へは駐停車しないでください。※「観察時の注意点」参照 
 

（２）わたらせコウノトリ ライブカメラの運用が始まります。 

   サントリー世界愛鳥基金の助成を受けて設置したライブカメラの運用を開始します。

YouTube ライブ配信により常時「生井桜づつみ 見守りカメラ」でコウノトリ人工

巣塔の様子をみることができます。 

※渡良瀬遊水地コウノトリ交流館デジタルサイネージにてカメラの映像が確認できます 

※4/25(月)～テレビ小山放送 コミュニティチャンネル(地上デジタル放送 111ch)にて、

カメラの映像を放映します。1日３回（①７時３０分～、②１４時～、③１６時～、それぞれ１０

分間） 
 

（３）渡良瀬遊水地第２調節池の小山市域では「渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明 

な活用に関する条例」によりドローンやラジコン等無人航空機の飛行が禁止されて

います。 

 

 



  記者会見資料 
 

都市整備部 公園緑地課  
（担当 北田 ２２－９８７１） 

 

１．件 名 

公園活用事業の実施等について 

～「おやまいち」や「みらい創造キャンプ」の取組み～ 

 

２. 要 旨 

  小山市では、民間の柔軟な発想による公園の魅力的な活用を図ることを目的とし

て、令和2年度に公園活用事業の提案を募集しました。この結果、小山総合公園にお

いては、「連合体 協働おやまいち」が提案した、『おやまいち』と呼ぶフリーマーケット

とファーマーズマーケット等を定期開催する事業を選定し、令和３年３月に基本協定、

５月に実施協定を締結して、概ね月1回の頻度で提案事業が実施されました。 

「おやまいち」の初回開催日である令和3年5月29日には、小山総合公園を含めた

市内３ヵ所の公園で、日本青年会議所がとちぎフォーラム２０２１『みらい創造キャン

プ』を合わせて開催し、参加者及び市民に好評であったことから、令和４年度につい

ても同時開催が予定されているため、お知らせするものです。 

 

３．内 容 

 （１）おやまいち 

   日 時  令和４年４月３０日（土）１０時～１５時 

   出 店  ５２店舗 

 （２）みらい創造キャンプ 

   日 時  令和４年４月３０日（土）１２時～１３時（ﾁｪｯｸｲﾝ） 

～５月１日（日）９時３０分～１２時（ﾁｪｯｸｱｳﾄ） 

   区画数  ８０区画 ※事前申し込み(４月７日〆切)のため、当日参加は不可 

 

４．実 績（令和 3年度） 

(1) おやまいち 

   開催回数     8回 

   出店数（平均）  移動販売車 5台、出店ﾌﾞｰｽ 22店舗  

   集客数（平均）  1,678人 

(2) みらい創造キャンプ 

   開催日        令和３年５月２９日～３０日 

   区画数        ７５区画 

   利用者数      ２４３人 

 
５．その他 
   当日は、園内・駐車場とも混雑が見込まれますので、来場される方は、乗り合いやお
ーバスのご利用など、混雑回避へのご協力をお願いいたします。 

2002007
長方形



記者会見資料 

総合政策部シティプロモーション課 

（担当：篠原 ２２－９３７２） 

1. 件 名 

移住者交流会の開催について 

～Oyama beginner vol.07ピクニックマルシェで会いましょう！～ 

 

2. 概 要 

小山市では、東京一極集中の是正及び地方活性化に向け、移住定住の促進

に取り組んでおり、移住者が新しい生活環境に馴染み、充実した日常を送り、

コミュニティの形成や地域を知るために、移住者交流会を開催しております。 

この度、おやまビギナー（おやま暮らしを始めたばかりの方々）を対象とし、

移住者同士の交流や情報交換の場を設けることで、暮らしに関するさまざま

な不安を和らげ、魅力ある地域資源を満喫していただくべく、Oyama 

beginner vol.07(移住者交流会)を開催いたします。 

 

3. 内 容 

・日   時  令和４年５月２２日（日）１０：００～１５：００ 

・場   所  小山御殿広場（ピクニックマルシェ内交流相談ブース） 

・対 象 者  ・小山市に移住して３年未満程度で地域との関わりを持ちたい方 

         ・小山市への移住を検討している方 

         ・小山市出身で現在市外等にお住まいの方 

・参 加 費  無料 

・申 込 み  不要（参加自由） 

・備   考  ピクニックマルシェが中止の場合、本イベントも中止とします 

 

4. その他 

詳細は別添チラシをご確認ください 
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記者会見資料 

                                教育委員会 博物館 

   （担当 野口 ４５-５３３１） 

１．件 名 

第７６回企画展「小山の遺跡速報展」の開催について 

～発掘された小山のお宝を紹介します～ 

 

２．要 旨 

小山市は栃木県の埋蔵文化財保護行政の主要地であり、発掘調査件数が大変多いた

め、新たに発掘された貴重な考古資料が年々増加しています。これらの資料を一般公開

することにより、高い水準にある文化財保護行政を広く周知するとともに、市民の文化

財に対する理解を深めていただくことを目的として本展を開催します。 

        

３．内 容 

      (１)開催期間  令和４(２０２２)年４月２３日（土）～６月２６日（日）  

（2）開館時間  9～17時（入館は 16時 30分まで） 

(３)休 館 日  月曜日・祝日の翌日・第四金曜日 

 (４)入 館 料  大人 200（団体 100）円、 大学・高校生 100（団体 50）円、 

中学生以下無料 

（5）無料公開  ５/５(こどもの日)、５/１８(国際博物館の日)、 

６/１１・１２(県民の日に近い土・日)、１５(県民の日) 

(6)そ の 他  おやまミュージアム割引実施 

※今年度の車屋美術館半券で団体料金を適用 

※JAF会員証の提示により５名まで団体料金を適用 

 

４．関連事業 

(１)講座「遺物の接合・拓本体験」  ６月４日(土)  １３：３０～１５：００ 

遺物整理体験土器の接合と土器・埴輪の拓本作成 

講師：当館学芸員、定員：１６名、会場：当館体験学習室、費用：無料 

(２)記念講演会「遺跡報告会」   ６月 1１日(土) １３：３０～１５：００ 

    千駄塚浅間遺跡、祇園城、間々田八幡宮前遺跡等についての解説           

講師：文化振興課発掘担当学芸員、定員：３０名、会場：当館視聴覚室、費用：無料 

※ともに電話での申込み、定員になり次第締め切り。 

 

５．その他 

企画展チラシ及び博物館ＨＰをご参照ください 
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  記者会見資料 
 

教育委員会 車屋美術館  
（担当 中野 ４１－０9６８） 

 

１．件 名 

第５３回企画展の開催について 

～県出身実業家による珠玉のコレクション公開～ 

 

２. 要 旨 

 小山市に拠点を置く（株）巴コーポレーションの創業者である野澤一郎氏が生前に収

集した日本画や彫刻のうち、およそ２０点が栃木県立美術館の収蔵品となっておりま

す。今回、車屋美術館にて第５３回企画展「アートリンクとちぎ２０２２ 栃木県立美術

館収蔵品展 野澤一郎が愛した美術」を開催いたしますので、ご案内いたします。 

 

 

３．内 容 

(1) 開催期間  令和４（２０２２）年４月２３日（土）～６月５日（日） 

(2) 開館時間  ９～１７時（入館は１６時３０分まで） 

(3) 休 館 日  月曜日、５/６、５/２７ 

（４） 観 覧 料  一般４００（団体３００）円、大学・高校生２５０（団体１５０）円、 

中学生以下無料 

（５） 無料公開  ５/５（こどもの日）、５/１８（国際博物館の日） 

（６） 特 徴  江戸時代に活躍した画家や近代の日本美術をけん引した作家たち

の名品をまとめて鑑賞できる貴重な機会です。主な出品作家：竹内栖

鳳、富岡鉄斎、橋本雅邦、安田靫彦ほか 

 

４．その他 

 ・詳細は企画展チラシをご参照ください 

 ・国登録有形文化財「小川家住宅」も併せて公開しております 
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