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「競争」から「共創」へ
小山市　×　結城市

結城紬や歴史・市民同士の交流などを縁として、両市の経済・
教育・文化・医療等の交流を図ることを目的に、友好都市盟
約を平成 26（2014）年 10 月 2 日に締結しました。令和 6
（2024）年の友好都市盟約 10周年に向け、結城市と共に未
来を創ります。
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両市の関係性

小林市長　小山市と結城市は平成 26
（2014）年 10 月 2日に友好都市の盟
約を締結しましたが、昨年大河ドラマ
「鎌倉殿の 13 人」でも脚光を浴びた
鎌倉時代まで遡る深い関係ですよね。
浅野市長　そうですね。小山氏初代政
光公の妻・寒川尼が源頼朝公の乳母
だったことから鎌倉幕府の成立に関わ
る訳ですが、頼朝公の挙兵にいち早く
賛同した政光公、そして、息子たち・・
のちの小山朝政公・長沼宗政公・結城
朝光公といった鎌倉幕府を支えた「小
山三兄弟」の強い絆が小山市と結城市
の間で栃木県、茨城県の県を越えて友
好都市を結ぶという形で現代によみが
えったものだと考えています。
小林市長　私も同感です。それぞれが
地域の有力な武士団であり、合戦にお
いてもそれぞれの軍を抱えていたはず
ですが、全体の中では「小山三兄弟」
といった一個中隊的に考えられていた
ような記述を目にしたことがありま
す。大河ドラマの中でも次々と有力御
家人が姿を消していく中で、時代を生
き抜くことができたのは、三兄弟の絆

の強さや時代の流れを読む力があった
からなのかも知れませんね。
浅野市長　歴史という確固たる裏付け
があり、この関係は必然だったとも感
じます。引き続き、良好な関係を継続
し、先人たちに胸を張れるよう頑張ら
なくてはなりませんね。
小林市長　責任重大ですね。

これまでの取り組み

浅野市長　友好都市盟約締結後平成
28（2016）年 4 月には小山市と結城
市、下野市、野木町とそれぞれ小山地
区定住自立圏形成協定を締結し、これ
まで結城市・小山市情報交換会、また、
小山地区定住自立圏共生ビジョンにお
いても政策分野別事業の連携を図って
まいりました。具体的には、研修とい
う形で人事交流を行ったほか、多分野
における情報交換、また、市民講座の
相乗りなどが挙げられますね。
小林市長　人事交流については、本市
は小山市の IT、教育、シティプロモー
ション分野で学ばせていただき、小山
市からは本市の収税、企画分野にお出
でいただきましたが、事業への取り組
み方や進め方など、職員の成長はもと

より、自治体として一定の成果が挙げ
られたのではないかと感じています。
また、市民講座の相乗りについては、
本市にはない講座や開催時期など、市
民にとって、有意義なものではないか
と考えています。
浅野市長　同感です。ここ 3 年は、
コロナ禍の影響で、情報交換やイベン
ト開催が困難な時期があったほか、休
止した講座もあったのではないかと思
います。感染症はまだ終息した訳では
ありませんが、新たな生活様式を取り
入れたウィズコロナ時代においては、
様々な分野でさらなる交流が図れるよ
う検討しましょう。

両市が抱える課題

小林市長　全国的な少子高齢化、人口
減少は行政運営に大きな影響を及ぼす
と考えます。これらの対策として友好
都市連携が図れたらありがたいですね。
浅野市長　結城市も同様だと思います
が、小山市では区画整理や住宅造成が
盛んな新興住宅街は子どもの人数も多
く、小学校等が手狭になっている一方
で既存の集落においては、高齢化の進
捗が顕著で広報紙の配布や自治会活動
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に支障を来しはじめていることも気が
かりです。
小林市長　それと労働力という点にお
いて、茨城県内の自治体で従業員や従
事者の確保が困難になりつつあるとの
話を耳にしました。結城紬などの伝統
技術は一朝一夕に習得することができ
ないため、継続的に担い手の確保、育
成をして行かなければならないと切に
感じています。
浅野市長　コロナ禍をチャンスと捉
え、首都圏からの移住定住の促進を展
開していますが、若年層の人口には限
りがあるので、より魅力的なまちづく
りが必要だと考えています。
小林市長　お互い、悩みどころは同様
かと思いますが、それぞれが抱える課
題を解決しつつ、実りある友好都市を
目指す上で浅野市長は何か構想をお持
ちですか。
浅野市長　具現化までには調整を要す
るかと思いますが、行動制限も解除さ
れ、今後のインバウンド需要の回復が
見込まれますので、まずは観光連携を
行って行きたいですね。冒頭で「鎌倉
殿の 13人」、「小山三兄弟」の話題が
挙がりましたが、小山氏の城跡として、
祇園城跡の整備を進めていますが、こ
の他に鷲城跡と中久喜城跡がありま
す。中久喜城跡は結城晴朝公が居城し
たこともありますし、現在、御城印も
販売をしていますので「城跡巡りコー
ス」といった両市共通の散策コースを
作れるといいですね。
小林市長　いいですね。それと大河ド
ラマで言いますと、今年は徳川家康公

を主人公とした「どうする家康」の放
送が予定されています。家康公の次男
秀康公は結城家 18代当主として、本
市の現在のまち割りを作った方です。
小山市の小山評定はもとより、秀康公
の登場も期待できますので、これらの
歴史コンテンツを両市の観光推進に結
びつけたいですね。

結城紬の交流・連携

浅野市長　そうですね。両市の交流・
連携に先人たちにも協力していただき
ましょう。それと両市に共通する「結
城紬」については、令和 2（2020）年
のユネスコ無形文化遺産登録 10周年
の際に小林市長と対談させていただ
き、その際に合意した「技術伝承」や
「生産振興」を図るためには、引き続き、
両県・両市・両関係団体の協力連携は
不可欠だと思いますが、観光資源とし
てのポテンシャルも非常に高いと考え
ています。
小林市長　小山市の「小山きものの
日」、本市の「きものdayゆうき」に
は遠方からのリピーターも多く、浅野
市長がおっしゃるように伝統・技術は
もちろん、観光資源として、世界に誇
れる素材だと思います。以前、茨城県
の芸術家の作品を取り入れた変わり織
の帯を製作するなど、新たな取り組み
を行っています。イベントや様々な媒
体での情報発信などを活用することに
より、より多くの人に結城紬を知って
いただくことが、「技術伝承」や「生産
振興」にもつながるものと思われます。
浅野市長　本市でも市内で生産された

繭を使用した一貫生産などに取り組ん
でいます。元々は鬼怒川や田川の水運
を利用し、流域一帯で生産されていた
のでしょうから、この貴重な地域資源
を引き続き連携を密にするとともに
様々な手法を使って後世に残して行き
ましょう。
小林市長　交流連携する上で観光にお
けるコンテンツを「歴史」や「結城紬」
と絞り込むなど、明確なものがあると
導入がしやすいですね。スポーツなど
競技種目を特定するとスムーズかも知
れません。

スポーツによる交流・連携

浅野市長　そうですね。本市では小山
FCライオンズクラブが主催して、結
城・小山交流少年サッカー大会「FC
ライオンズ杯」が開催されています。
一昨年、昨年と 2回開催されていま
すが、今後、更に盛り上げるため、結
城市のチームにもどんどん出場してい
ただきたいですね。開催会場を交互に
設置することも検討してもらっても良
いのではないかと考えています。
小林市長　本市には 73年の歴史を持
つ北関東中学校軟式野球大会がありま
すので、他の大会などと重複しないよ
う、調整などもできれば、より参加校
も増えるのではないかと思います。そ
れと本市のマラソン大会には 10km
を走るシルクカップロードレース大会
が 20年続いております。ここのとこ
ろコロナ禍で休止していましたが、今
年 3年ぶりに開催を予定しています。
今後、10 周年や 15 周年といった記
念の年にフルマラソン大会として両市
を走るのも提案したいですね。
浅野市長　なるほど。茨城県の各自治
体では自転車振興が盛んですが、栃木
県でも同様で県内にはプロチームもあ
り、ジャパンカップも開催されます。
自転車振興を図るため、当該マラソン
コースをサイクリングコースとして活
用できるかも知れませんね。
小林市長　先ほど話題に挙がった「城
跡巡りコース」などは、自転車を利用
することもできるようではないでしょ
うか。レンタサイクルを両市で共通に
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利用できるようにしても良いかもしれ
ませんね。本市の南部地域においては、
天保の改革で有名な水野忠邦公をはじ
めとする「水野家の墓」や今後整備予
定の「結城廃寺跡」などへのアクセス
は徒歩では困難なため、自転車が活用
できたらと考えています。

音楽による交流・連携

小林市長　音楽分野の交流はいかがで
すか。本市の文化センターを新建築基
準法に適合させるため一旦休館し、盟
約 10 周年の年である令和 6（2024）
年に再開を予定しています。この杮落
としの際には大々的に音楽イベントを
行いたいと考えています。
浅野市長　小山市には、40年以上の
歴史を持つ「小山市交響吹奏楽団」が
ありますので、お声がかかれば結城市
での演奏会が実現できるかもしれませ
ん。また、白鷗大学ハンドベル部など
精力的に活動している団体もあります
ので、市民レベルでの交流も期待した
いですね。

コウノトリ　トキに関する取り組み

浅野市長　小山市の南端にあるラム
サール条約湿地「渡良瀬遊水地」では
3年連続コウノトリが繁殖しました。
この繁殖は遊水地だけでなく、周辺に
広がる田園環境がコウノトリにとって
良好な生息環境を維持しているから
で、定住自立圏の小山、野木、結城、
下野の自然環境の変化は遊水地のコウ
ノトリに大きな影響を与えます。いつ
までもコウノトリと共生できるよう
に、小山、結城の豊かな自然を残して
いきたいですね。
小林市長　昨年、夏に小山市の協力を
得て、コウノトリの企画展を結城市で
開催したところ、非常に好評でした。
渡良瀬遊水地から結城までコウノトリ
にとってはひとっ飛びでしょうから、
遊水地の周辺自治体が協力してコウノ
トリの生息環境を守っていかなければ
ならないですね。小山市も結城市も、
昨年はコウノトリ・トキの舞う関東自
治体フォーラムの構成員としてほかの
16市町と共に環境省からトキとの共

生を目指す里地に選定されましたから、
将来本州でトキが放鳥されたときには
是非トキが定着してほしいですね。
浅野市長　昨年 4月から小山市長と
してコウノトリ・トキの舞う関東自治
体フォーラムの代表理事を務めていま
すが、この遊水地周辺だけでなく関東
地方で普通にコウノトリやトキが見ら
れるような環境を取り戻していきたい
ですね。

自治会・老人クラブの交流・連携

浅野市長　少々、方向性が異なります
が、少子高齢化等の問題に加え、イン
ターネット環境の普及や生活スタイル
の変化に伴い、人間関係の希薄化が進
展していることを懸念しています。特
に住民自治の基礎となる町内会・自治
会などがコロナ禍の影響もあり、将来
的には運営が成り立たなくなってしま
う地域も想定されます。
そんな中、高齢化が進んでいても非常
に活発な自治会運営を行っている自治
会があります。老人クラブなども同様
なことが言えると思います。こうした
自治会や老人クラブを手本にできるよ
うな機会を創出できるといいですね。
人と人とが交流することで刺激を受け
て、さらに活動が活性化することを期
待しています。
小林市長　本市でも、地域の課題を地
域で解決しようと試みていただいてい
る地域があります。こうした地域の活
動実績を披露するフォーラムを開催し
たところ相乗効果が見られた実績があ
ります。両市合同で同様なフォーラム

を開催したり、スポーツの話題に戻っ
てしまいますが、老人クラブについて
は、スポーツ大会などの対抗戦を催し
てみるのも良いかも知れません。

友好都市盟約10周年にむけて

浅野市長　友好都市盟約 10周年にむ
けて、こうして対談をさせていただく
機会を設けていただきましたが、是非
これからの両市の友好をさらに深めて
いくことに繋がるような記念行事にし
たいですね。
小林市長　両市の市民が友好都市盟約
を結んだことがとても良かったと実感
でき、またこれから両市の関係が深
まっていくことを大いに期待できるよ
うな、例えば両市出身で各界で活躍し
ている方の中から両市の友好関係に関
心の強い方を複数お呼びしてのイベン
トなどを行いたいですね。まだ 1年
以上ありますから両市で協力して市民
の皆さんに喜んでもらえるような面白
い企画を考えましょう。
浅野市長　本日はありがとうござい
ました。本日、提案があった件は担当
部局とも共有して、10周年に向けて、
できることから始められれば幸いです。
引き続きよろしくお願いいたします。
小林市長　小山市とは、お互いの市が
発展できるよう切磋琢磨しつつ、いざ
という時には協力できるような、まさ
に「小山三兄弟」のような関係を築き
たいと考えていますので、引き続き、
よろしくお願いいたします。
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皆さんはアイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト（高専ロボコン）をご存
じでしょうか。高専ロボコンは、1988年から始まった、若い人たちに既成概念にとら
われず「自らの頭で考え、自らの手でロボットを作る」ことの面白さを体験してもらい、
発想する事の大切さ、物作りの素晴らしさを共有してもらう全国規模の教育イベントで
す。2022 年に 35年目を迎えた高専ロボコンは７年ぶりに関東甲信越地区大会を小山
市で行い、小山高専は４年連続となる全国大会に出場し、ベスト８を受賞しました。小
山高専は 2020 年、2021 年で２年連続優勝、かつ、2021 年は高専ロボコンで一番名
誉ある賞である『ロボコン大賞』も受賞している超強豪校です。このページでは、近く
にあるけど知らない世界。小山高専の魅力をお伝えします。

全国大会に出場した高専ロボコン 2022『小山高専 Bチームメンバー」

製作期間　約６か月
操縦方法　２人で操縦し１人は誘導
厳しい校内選考を勝ち進み、全国大会
ベスト８。

電気電子創造工学科  准教授
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　自身も小山高専出身で学生時代にロボコンに参
加していた床井准教授。４年前に長岡高専から小山
高専に赴任になり、ロボコンプロジェクトを指導し
ています。全国大会に出場した Bチームについて
「学生達が限界までチャレンジしたから全国大会に
出場し入賞することができました」と労います。
　ロボコンの魅力は「ロボコンはものづくりのイロ
ハを学べ良い人材を育てることができるコンテス
トです。ロボコンでは操作チームの他にピットメン
バーやプロジェクトメンバーなど多くの関係者が
います。様々な人の意見を聞き課題を解決すること
でコミュニケーション能力やチーム力を培うこと
ができます」と熱心に話してくれました。
　小山高専に興味のある学生に向けて「創造する力
やモノを作る力を磨いて、『無いものは自分で作る』
心豊かな人生を過ごすための原動力を身に着けて
みませんか。そして、みんながワクワクする初めて
のモノを作って、世界中の皆さんを驚かせてみませ
んか」とメッセージをいただきました。「人と共存
できるような親しみやすいデザインのロボットが
小山高専の特徴です。デザインにも注目してくださ
い」と話す床井准教授に2023年の目標を聞くと「ロ
ボコン大賞を獲りたいです」と来年に向け闘志を燃
やしていました。　

　全国大会に出場した小山高専 Bチームリーダーの
木下紬さん。ロボコンとの出会いは、小学 4年生の
とき、母親が録画していた高専ロボコンをテレビで
見たことだそうです。入学後ロボコンに参加した理
由は「数少ない高専に合格したからには、高専でし
かできないことをやりたい！ロボコンをテレビや国
技館で見ていたので、その舞台に自分も立ってみた
いという憧れもありました」と当時を振り返ります。　　
　全国大会に出場し「全国大会に出場して、他の高
専のロボットを見て、自分達は小さな事、細かいと
ころまで詰めきれていなかったこと、試行錯誤が足
りなかったことを痛感しましたが、試合を勝ち抜い
て 3試合も私たちのロボットを動かせたことは、と
ても嬉しく楽しい時間を長く続けられて良かったで
す」と笑顔を見せますが、本番の試合では通信トラ
ブルがあり、練習通りの動きができず悔しい一面も
あったそうです。
　ロボコンの魅力は「半年間のチーム活動を通して、
ロボット制作で突き当たる多くの壁に、どう対処し
ていくかという経験が積めるところ。この経験は社
会に出てからも重要なスキルだと思います。ロボコ
ンでの失敗や成功体験を通して問題解決能力を鍛え
られるのは貴重な機会だと思います」と自身の経験
を語ってくれました。

ベスト８だワン！

電気電子創造工学科３年

木
きの

下
した

 紬
つむぎ

　さん
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じでしょうか。高専ロボコンは、1988年から始まった、若い人たちに既成概念にとら
われず「自らの頭で考え、自らの手でロボットを作る」ことの面白さを体験してもらい、
発想する事の大切さ、物作りの素晴らしさを共有してもらう全国規模の教育イベントで
す。2022 年に 35年目を迎えた高専ロボコンは７年ぶりに関東甲信越地区大会を小山
市で行い、小山高専は４年連続となる全国大会に出場し、ベスト８を受賞しました。小
山高専は 2020 年、2021 年で２年連続優勝、かつ、2021 年は高専ロボコンで一番名
誉ある賞である『ロボコン大賞』も受賞している超強豪校です。このページでは、近く
にあるけど知らない世界。小山高専の魅力をお伝えします。

全国大会に出場した高専ロボコン 2022『小山高専 Bチームメンバー」

製作期間　約６か月
操縦方法　２人で操縦し１人は誘導
厳しい校内選考を勝ち進み、全国大会
ベスト８。
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　自身も小山高専出身で学生時代にロボコンに参
加していた床井准教授。４年前に長岡高専から小山
高専に赴任になり、ロボコンプロジェクトを指導し
ています。全国大会に出場した Bチームについて
「学生達が限界までチャレンジしたから全国大会に
出場し入賞することができました」と労います。
　ロボコンの魅力は「ロボコンはものづくりのイロ
ハを学べ良い人材を育てることができるコンテス
トです。ロボコンでは操作チームの他にピットメン
バーやプロジェクトメンバーなど多くの関係者が
います。様々な人の意見を聞き課題を解決すること
でコミュニケーション能力やチーム力を培うこと
ができます」と熱心に話してくれました。
　小山高専に興味のある学生に向けて「創造する力
やモノを作る力を磨いて、『無いものは自分で作る』
心豊かな人生を過ごすための原動力を身に着けて
みませんか。そして、みんながワクワクする初めて
のモノを作って、世界中の皆さんを驚かせてみませ
んか」とメッセージをいただきました。「人と共存
できるような親しみやすいデザインのロボットが
小山高専の特徴です。デザインにも注目してくださ
い」と話す床井准教授に2023年の目標を聞くと「ロ
ボコン大賞を獲りたいです」と来年に向け闘志を燃
やしていました。　

　全国大会に出場した小山高専 Bチームリーダーの
木下紬さん。ロボコンとの出会いは、小学 4年生の
とき、母親が録画していた高専ロボコンをテレビで
見たことだそうです。入学後ロボコンに参加した理
由は「数少ない高専に合格したからには、高専でし
かできないことをやりたい！ロボコンをテレビや国
技館で見ていたので、その舞台に自分も立ってみた
いという憧れもありました」と当時を振り返ります。　　
　全国大会に出場し「全国大会に出場して、他の高
専のロボットを見て、自分達は小さな事、細かいと
ころまで詰めきれていなかったこと、試行錯誤が足
りなかったことを痛感しましたが、試合を勝ち抜い
て 3試合も私たちのロボットを動かせたことは、と
ても嬉しく楽しい時間を長く続けられて良かったで
す」と笑顔を見せますが、本番の試合では通信トラ
ブルがあり、練習通りの動きができず悔しい一面も
あったそうです。
　ロボコンの魅力は「半年間のチーム活動を通して、
ロボット制作で突き当たる多くの壁に、どう対処し
ていくかという経験が積めるところ。この経験は社
会に出てからも重要なスキルだと思います。ロボコ
ンでの失敗や成功体験を通して問題解決能力を鍛え
られるのは貴重な機会だと思います」と自身の経験
を語ってくれました。

ベスト８だワン！

電気電子創造工学科３年

木
きの

下
した

 紬
つむぎ

　さん

広報おやま　2023.16

高等専門学校（高専）は、本科と呼ばれる 5年一貫教育と専攻科と呼ばれる 2年課程から
なる高等教育機関です。中学校卒業後の進路として、実験・実習を多用した実務教育に重
点をおいた特徴ある教育システムです。実験・実習を通してモノやコトに対するセンスを

体得できる高等教育システムで培う、高専生の専門性や実務能力は、国際社会から高く評価され KOSEN教育として注目を浴びてい
ます。小山高専は 1965年に小山市に設立し、現在は本科 4学科（機械工学科、建築学科、電気電子創造工学科、物質工学科）、専攻
科 1専攻４コースがあり、卒業後の進路としては、就職と進学に別れ、就職進学希望者は、ほぼ 100%の就職進学率となっています。
市との連携事業も多く、地域とのつながりも深いため、皆さんの身近なものにも小山高専の技術力が使用されているかもしれません。

未来の技術者を創出

KOSEN

小山高専ガール　

来年は企業賞獲るぞ！　

小山高専では、女子学生受験応援サイトを作るなど、女子学生が入学に興味を持つような

取り組みを行っています。あなたも未来の理系女子？現役の小山高専生に話を聞きました。

2022 年群馬県で開催された第 33回全国高等専門学校プログラミングコンテスト

（通称：プロコン）に出場し、障害物を感知し視覚障がい者の歩行をサポートするデ

バイスを発表し自由部門で特別賞を受賞しました。

Q 高専女子の人数は？

私の所属する建築学科はクラスに 17人
の高専女子が在籍しています。高専全体
ではまだまだ女子学生が少ないですが、
学科の垣根を超えて仲良くしています。

Q 入学を目指している学生へ

高専や工業高校は男子学生が進学す
るイメージが強い

ようですが、小山高専は女子学生が
勉強しやすい環境

が整っています。自分の好きなこと
はとことんやるこ

とができる環境も魅力的です！ぜひ小
山高専へ !!

Q高専に入学しようと

思ったきっかけは？

小山高専の文
化祭やオープ

ン

キャンパスを
通して高専っ

て

面白そうだな
と思ったこと

が

きっかけです
！

Q 寮の生活は
どうですか？

女子寮は男子とは別棟で、オー
トロック式になっているので
セキュリティ面でも安心です。
新１年生は相部屋になってい
るので寂しさを感じることも
ありません。

Q 高専で学ぶ
メリットは？

専門性の高い先生たちの授業はとても面白いと感じます。生徒と先生の距離が近いのも魅力です。国立大学への編入もほぼ 100％の実績も高専で学ぶメリットだと思います！

リコ★キャリ from 小山高専
（OyamaKosen-STEAM(OK STEAM）に移行予定）

小山高専の女子学生向けコンテンツはこちら！➡

National Institute of Technology, Oyama College
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女子寮長、学校祭実行委員長などを務める。埼玉県
出身。手に持っているものは「Minerva」という、
かがやく女性エンジニアに関する紹介などをまとめ
た冊子です。現在Vol.4 作成中です。

プロコン自由部門特別賞受賞チーム
小山高専のメンバー　電気電子創造工学科２年生の皆さん

　写真からチームワークの良さが伺えるプロコンチームに聞きました。「プロ
コンの魅力は自由なところ」「例えば、ロボコンは与えられた課題に対して、
ロボットを使って課題を解決しますが、プロコンでは解決したい課題も自由、
課題の解決方法も自由なんです。プログラミングを使うものであればデバイ
スはなんでもいいんです。そこが大きな違いです」と説明してくれました。
　大会ではエラーが続き直前までハンダを握っていたというプロコンチーム。
「チームメンバーで協力して課題に取り組むことで特別賞という賞を受賞でき
ました。チームメンバーや協力して下さった方には感謝しています」と声を
揃えます。
　2023年に福井で開催される全国大会にむけて、彼らの目指すところは企
業賞。「企業賞は企業の方に覚えて貰うことができ、就職が有利になる他、副
賞がとても豪華なんです」と学生らしい発言をしてくれたプロコンチームの
企業賞への道のりは2023年も続いていきます。
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受　付　日 会　　場 対象の地区

2月　1日（水）
～

3月15日（水）

本庁舎2階
大会議室

若木町1～ 3丁目、本郷町1～ 3丁目、八幡町1～ 2丁目、駅東通り1～ 3丁目、
天神町1～ 2丁目、大字神鳥谷、神鳥谷1～ 6丁目、神明町1～ 2丁目、粟宮1～ 2丁目、
立木（川西町のみ）、大行寺（思水ヶ丘のみ）、小山、外城、城北1～ 6丁目、稲葉郷、
喜沢（1475～ 1497-3 のみ）、中央町1～ 3丁目、花垣町1～ 2丁目、城山町1～ 3丁目、宮本
町1～ 3丁目、出張所会場では申告の難しい方

受　付　日 会　　場
対象の地区 発券

コード午前の部 午後の部
2月　9日 木 生井出張所 上生井、下生井、白鳥 網戸、楢木、生良 1
2月10日 金 中出張所 下河原田、生駒、大川島、下初田、小袋 南小林、上泉、下泉、井岡 2
2月13日 月

大谷出張所
塚崎、雨ケ谷、武井、雨ケ谷町 田間、東野田、南和泉、向原新田

1
2月14日 火 雨ケ谷新田、横倉 横倉新田
2月15日 水

しらさぎ館
大字粟宮、平和 千駄塚、西黒田、東黒田、南飯田

22月16日 木 間々田 間々田、東間々田1～ 3丁目
2月17日 金 大字乙女、南乙女1～ 2丁目 暁1～3丁目、乙女1～3丁目、美しが丘1～3丁目
2月20日 月

小山東出張所
城東1～ 3丁目 城東4～7丁目

12月21日 火 犬塚1～ 5丁目 大字中久喜、中久喜1～ 5丁目
2月22日 水 大字犬塚 土塔、犬塚6～ 8丁目
2月24日 金 寒川出張所 寒川、迫間田 鏡、押切、中里 2
2月27日 月

ゆめまち
駅南町1～ 6丁目 東城南1～ 5丁目、神山1丁目

1
2月28日 火 西城南1～4丁目 西城南5～ 7丁目、神山2丁目、三峯1～ 2丁目
3月　1日 水 穂積出張所 大行寺、石ノ上、塩沢、間中 上国府塚、下国府塚、上石塚、下石塚、萩島 2
3月　2日 木

絹出張所
梁 福良

1
3月　3日 金 延島新田、高椅、田川 中島、延島、中河原
3月　6日 月

豊田出張所
松沼、今里 卒島、上初田、小薬

2
3月　7日 火 大本、小宅、黒本 島田、渋井、立木、荒川
3月　8日 水

マルベリー館
喜沢 三拝川岸、東島田、東山田、南半田、荒井、萱橋

13月　9日 木 羽川、飯塚、鉢形、北飯田 羽川
3月10日 金 向野、扶桑1～ 3丁目 出井

出張所会場

申告会場を利用する際の持ち物
① 筆記用具（ボールペン）　　② 靴用袋　※マルベリー館、しらさぎ館、ゆまめち会場のみ

③ 申告する本人のマイナンバーを確認できる書類
　・マイナンバーカード　・通知カード（現在の氏名・住所が記載されているもの）と運転免許証等

④ 扶養にする方がいる場合、その方のマイナンバーがわかるもの
⑤ 令和４年中の収入金額のわかるもの
　・給与所得者　⇒　源泉徴収票（原本）　※勤務先が発行
　・年金所得者　⇒　年金の源泉徴収票（原本）　※日本年金機構等の年金支払者が発行（1 月末頃）
　・事業所得（営業等、農業）・不動産所得者　⇒　作成済の収支内訳書　等
⑥ 控除を受けるため必要な書類
　生命保険料控除証明書、作成済の医療費控除の明細書、寄附金受領証明書、障害者手帳、社会保険料納付済額の
　お知らせ（1 月 20 日（金）発送予定）、地震保険料控除証明書　等
⑦ 申告者名義の金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの（通帳等）

受付日：下表のとおり　申告の際は、右下の「発券可能時間」までに発券手続きをお願いします。

市役所会場 右下の「発券可能時間」までに発券手続きをお願いします。
受付日：2月1日（水）～3月15日（水）（土・日・祝日を除きます）

番号券発券可能時間
8:30 ～ 15:30

9:00 ～ 11:30、13:00 ～ 15:30

9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00

申告会場
ウェブ発券

申告受付

●住宅借入金等特別控除の初年度の申告
●土地・建物・株式等の譲渡所得の申告
●分離課税の配当所得　●青色申告
●先物取引（FX を含む）の申告
●雑損控除の申告
●令和３年分以前の確定申告
●申告書控に税務署の受領印が必要な方

期間：2 月 16 日（木）～ 3 月 15 日（水）
　　　9 時～ 16 時（受付 8 時 30 分）
場所：栃木商工会議所大ホール

　　（栃木税務署では行いません）
確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁 LINE
公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要
です。（還付申告は、１月４日（水）～２月 15 日（水）
まで栃木税務署で可能です）

確定申告会場

問栃木税務署  ☎0282-22-0885

申告会場には、「出張所会場」と「市役所会場」がありますので、なるべくお住まいの地区の対象会場にお越しください。

受付日当日には、申告会場のほか、お持ちのスマートフォンでも券発券が可能です。

会場の混雑状況により、午前中に発券された場合でも、13 時以降の入場をお願いする場合があります。

次に該当する方は栃木税務署主催会場で申告してください。

・申告が必要かどうか確認したい方は、各出張所で配布しているほか、市ホームページに掲載して
  いる「フローチャート」を確認してください。
・申告が必要な方は、混雑を避けるためにも、ご自宅での申告をおすすめします。

・住宅ローン控除の適用期限の延長
令和４年１月１日から令和７年 12 月 31 日までに入居した方が新たに対象になります。

・未成年者にあたる年齢の引き下げ
前年の合計所得金額が 135 万円以下の場合、非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに
より、令和５年度から 1 月１日現在で 18 歳または 19 歳の方は未成年にあたりません。
税制改正の詳細は、市ホームページをご確認ください。

国税庁
LINE 公式アカウント

市県民税の申告

①・②いずれかの方法で申告できます。

①市役所市民税課・各出張所で申告書を入手・作成
申告書と記入方法の手引きを用意しています。
※送付を希望される方は問合せください

（１月末頃発送）

②スマートフォン・パソコンで作成
１月中旬から市ホームページ『市県
民税申告書作成システム』で申告書
を作成することができます。

3 月 15 日（水）までに、市民税課に郵送

①・②いずれかの方法で申告できます。

①栃木税務署・市役所市民税課・各出張所で申告
書を入手・作成
１月中旬以降に配置される申告書に記入後、提
出してください。

②スマートフォン・パソコンで作成
１月上旬から国税庁ホームページ『確
定申告書等作成コーナー』で申告書
を作成することができます。

3 月 15 日（水）までに、栃木税務署に郵送または
e-Tax で提出　※詳細は国税庁ホームページ

所得税の確定申告

郵送するもの
●作成済みの申告書 ●本人確認書類（運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど）
●収入のわかるもの（収支内訳書、源泉徴収票のコピー（市県民税の申告の場合）など） 
●控除額のわかるもの（生命保険料控除証明書、障害者手帳のコピー、医療費控除の明細書など）

税の申告が始まります

令和５年度の主な税制改正 問市民税課  ☎22-9422

※ご自宅での申告ができない場合は、申告会場をご利用ください。

市役所会場 表の発券コード
「１」の出張所会場

表の発券コード
「２」の出張所会場
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nformation プラス
インフォメーションページのみ
抜き取って保管できます !

ラジオで小山を語ろう

俳優として活躍されている小山市出身の石黒英雄さんが小山市に
ついて語ります。
放 送 日　2月 19日（日）　12時～ 13時
放 送 局　小山市コミュニティ FMおーラジ（FM77.5MHz）
ゲ ス ト　石黒　英雄　さん（俳優）
　　　　 
＼メッセージ募集中／
番組内で以下のテーマについてメッセージを募集します。
・小山市で子どもの頃遊んだ場所
・昔と今、小山市で変わったところ
石黒英雄さんへの質問、メッセージも募集しています！

メッセージ送信方法
Twitter から「＃小山市ファン」をつけて投稿
または
おーラジ公式アプリ FM＋＋（エフエムプラプラ）から「ラジオ
で小山を語ろう」番組宛てにメッセージをお送りください。

問シティプロモーション課　☎22‒9353

「小山の学びを考えよう！」
第2回生涯学習フォーラム開催

小山市にはどのような学びがあるでしょうか？どんな
学ぶ場所があるでしょうか？みんな何を学びたいで
しょうか？その時生涯学習センターができることは？
話し合いに参加しませんか？
日 時　2月 11 日（土）
　　　　　13時 30分～ 16時 30 分（予定）
場  所　生涯学習センター　ホール
対  象　市内在住、在勤、在学中の方
定  員　30 人
料  金　無料
申  込　1月 10日（火）～24日（火）まで
内 容　ワークショップ＆みんなで意見交換

第8回「10×15の世界コンテスト展」
作品展示

応募いただいたポストカード作品を展示します。
水彩画、版画、イラスト、ペーパークラフトなど自由
な発想と創造力豊かな作品をご覧ください。
あわせて第 8回特別審査員谷

や

中
なか

美
み

佳
か

子
こ

氏（日本画家、
小山市出身）の作品を特別展示します。
期 　 間　1月 14日（土）～29日（日）
　　　　　9時～17時（入館は16時 30分まで）
休 館 日　月曜日、1月 27日（金）
場 所　車屋美術館　企画展示室　※観覧無料

問生涯学習課　☎ 22‒9665問車屋美術館　☎41‒0968

第 7回「10× 15の世界コンテスト展」展示風景

第1回
「生涯学習フォーラム」
開催風景（5月21日）

ゲスト　石黒　英雄　さん（俳優）



information ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止や延期になる場合があ
りますので、お電話等でご確認ください（1月13日現在の情報です）

お知らせ

第20回おやま健康料理
コンクール結果発表 !

問健康増進課　☎ 22‒9525
「わが家自慢の野菜料理」をテーマに
レシピを募集し、市民投票により「最
優秀おやま大賞」が決定しました。た
くさんの投票、ありがとうございまし
た。受賞作品のレシピは市ホームペー
ジや料理レシピサイト「クックパッド」
に掲載予定です。

最優秀おやま大賞
「☆ザ美肌☆はとむぎの豚モダン焼き」

償却資産（固定資産税）
の申告

問資産税課　☎ 22‒9434
令和 5年 1月 1日現在で、市内に事
業用資産を所有している事業者等は資
産税課に申告が必要です。
※確定申告とは異なります
※昨年申告があった事業者等には12
月上旬に申告書を郵送しています
場 所　市役所2階　資産税課
対 象　市内に事務所や店舗を設置し

ている事業者
申 込　1月 31日（火）

20歳になったら
国民年金

問国保年金課　☎ 22‒9416
問栃木年金事務所　☎0282‒22‒4131
20 歳になった日から 2～ 3週間程
度で日本年金機構から国民年金加入の
お知らせや国民年金保険料の支払い用
紙、基礎年金番号通知書等が入った封
筒が届きます。基礎年金番号通知書は
大切に保管してください。保険料の支
払いが経済的に困難である場合には、

保険料を免除・猶予する制度がありま
すので問合せください。

病害虫防除を目的とした
火入れ・芝焼き

問農政課　☎ 22‒9252
市内において農地の病害虫防除を目的
とした火入れ・芝焼きをおこなう方
で、火入れをおこなう場所が森林から
1km以内にある方は、火入れ 2週間
前までに農政課へ火入れ許可申請書を
提出してください。

ひきこもりご本人同士の
居場所「ラルジュ」

問福祉課　☎ 22‒9858
この居場所は、開所時間内であれば、
いつ来ても、いつ帰ってもいい場所で
す。
日 時　月2回程度　
　　　　※詳細は問合せ
場 所　市役所4階　会議室402
対 象　ひきこもり状態にあるご本人
申 込　事前登録必須

小山市健康推進員会
「大会長表彰」受賞

問健康増進課　☎ 22‒9520
第62回栃木県公衆衛生大会保健衛生
事業功労者表彰において小山市健康推
進員会が「大会長表彰」を受賞しまし
た。この賞は、本県における公衆衛生
事業の発展のため献身的な活動を続け
ている個人および団体で、その功績が
特に顕著であることが認められた際に
贈られるものです。

水道管の凍結にご注意ください

問小山市水道事業　☎ 23‒0368
この時期は水道管が凍結しやすくなる
ので、保温材や布を巻く等の対策をし
てください。水道管が凍結したら布を
かぶせ、その上からぬるま湯をかけて
ください。
※熱湯は破損する恐れがあるので避け
てください

市立博物館
LED化工事に伴う臨時休館

問博物館　☎ 45‒5331
市立博物館では、展示室照明の LED
化工事のため、下記の期間臨時休館し
ています。
期 間　12 月 15 日（木）～ 2 月 28

日（火）

マイナポイントサポート
窓口開庁日変更のお知らせ

問市コールセンター　
☎ 0120‒274‒259
1月 22日（日）は国のシステムメンテ
ナンスのためマイナポイント申込の手
続きができません。そのためサポート
窓口は1月22日（日）ではなく29日
（日）に開庁します。
申請に必要なもの
・マイナンバーカード（令和４年末ま
でに交付申請したもの）

・利用者用電子証明パスワード
・ポイント付与するキャッシュレス決
済のＩＤとセキュリティコード

・公金受取口座を設定する場合は口座
の支店名と口座番号
日 時　2月 28日（火）までの平日お

よび第 2、第 4日曜日 8時
30分～ 17時 15分

場 所　市役所1階29番カウンター
対 象　市民
料 金　無料
申 込　不要

税理士会が行う還付申告無料相談

問税理士会栃木支部
☎ 0282‒24‒4861
所得金額 300万円以下の給与所得者
および年金所得者で、少額の還付申告
相談です※内容により、有料になる可
能性があります。原則電話相談のみ
日 時　2月 1日（水）
場 所　税理士会栃木支部会員事務所
対 象　所得金額 300万円以下の給

与所得者および年金所得者
で、少額の還付申告相談



インフォメーション

募 集

もの忘れ相談会の開催

問高齢生きがい課　☎ 22‒9853
もの忘れについて心配があるご本人や
そのご家族を対象に、図書館で個別相
談会を開催します。事前予約不要。お
気軽にお越しください。
日 時　2月15日（水）10時～12時
場 所　中央図書館2階
　　　　第1・2・3集会室
対 象　もの忘れについて心配がある

ご本人やそのご家族

地雷撤去のため
書損じハガキを集めています

問（一財）カンボジア地雷撤去キャンペーン　
☎ 092‒833‒7575　　　　
問教育総務課　☎ 22‒9644
カンボジアの地雷被害をなくすため、
書損じハガキ等を集めて換金し、地雷
撤去団体へ寄付しています。ハガキ2
～ 3枚で 1㎡の地雷を撤去費用にな
ります。
対 象　書損じ未使用ハガキ・未使用

切手・未使用テレフォンカー
ド・QUOカード等

申 込　3月 31日（金）必着　
送付先　
〒814-0002　福岡市早良区西新
1-7-10-702（一財）カンボジア地雷撤
去キャンペーン宛

農業委員・農地利用最適化
推進委員の募集にともなう
説明会の開催

問農政課　☎ 22‒9255
問農業委員会事務局　☎ 22‒9861
現在の農業委員および農地利用最適
化推進委員の任期満了（令和5年 7月
14 日）にともない、説明会を開催し
ます。
①日 時　1月 12日（木）18時～
　場 所　小山東出張所
②日 時　1月 13日（金）18時～
　場 所　道の駅思川

「おやま元気あっぷ !
オーラルフレイル健診」
参加者募集

問健康増進課　☎ 22‒9520
お口のささいな衰え（オーラルフレイ
ル）を早期に治療や予防に取り組むこ
とで、改善・予防ができます !
歯および口の診察、お口の機能検査（飲
み込む力、噛む力等）、握力測定、栄
養チェック等
※結果に応じて、後日、専門職がアド
バイスを実施します
日 時　3月 12日（日）
　　　　9時～12時
※ 30分ごとに受付をずらして案内
場 所　健康の森さくら
料 金　無料
対 象　
・65 歳～ 74 歳（昭和 23 年 4 月 2
日生～昭和33年 4月 1日生）の市民
・介護認定（要介護1～ 5）を受けてい
ない方
・今後5年間、本健診を継続して受診
いただける方
定 員　60人
申 込　同課窓口または電話受付

一般交通指導員の募集

問市民生活安心課　☎ 22‒9283
朝の時間帯における児童・生徒の交通
安全の立哨ができる方を募集します。
対 象　
・市内に住所を有する方
・普通自動車運転免許をお持ちの方
・概ね70歳で健康状態が良好な方
定 員　大谷東小学校区1人（予定）
申 込　1月 18日（水）まで

都市再生整備計画事業
事後評価原案の意見募集

問都市計画課　
☎ 22-9373　℻  22-9685
送付先　〒 323-8686
小山市役所都市計画課宛（住所不要）
d-tokei@city.oyama.tochigi.jp

平成 30年度～令和 4年度まで、「小

山市中心拠点地区都市再生整備計画」
に基づいた事業を推進してきました。
今回、この計画における事業の効果等
を検証するため、事後評価を実施して
おり、その原案に対する意見を募集し
ます。
募集期間　1月 11日（水）～24日（火）
閲覧場所　同課窓口、市ホームページ
提出方法　
住所・氏名・電話番号を記入の上、郵送・
FAX・メールまたは同課窓口に提出

令和5年度小山市市民農園
（貸し農園）新規利用者募集

問農政課　☎ 22‒9255
20平方メートル（約6坪）の区画内で
お好きな野菜を栽培できます。
使用期間　令和 5年 4月 1日（土）～令

和6年3月 31日（日）
場 所　小山市市民農園内（道の駅思

川南側）
定 員　約 30人（申込多数の場合は

抽選）
年間利用料　5千円
申 込　ホームページ内の申込フォー

ムから応募もしくは同課窓口
に「使用希望申込書」を提出。

申込期間　1月 4日（水）～20日（金）

令和5年度 小・中・義務教育
学校会計年度任用職員
（非常勤講師）募集

問学校教育課　☎ 22‒9654
送付先　〒 323-8686　
小山市役所学校教育課宛（住所不要）
任用期間　令和5年4月～令和6年3月
募集人数　各若干名
① T・T教員
②特別支援教育サポーター
③外国人児童生徒指導員・支援員、適
応指導教室指導員
④生活相談員・心の教室相談員
⑤学校栄養士
※詳細は、市ホームページ
申 込　履歴書持参（T・T 教員は免
許状の写しも必要。必着での郵送も可）
申込期間　1月 4日（水）～13日（金）

※「小学生」には義務教育学校1～ 6年生、
　  「中学生」には義務教育学校7～ 9年生を含みます

information ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止や延期になる場合があ
りますので、お電話等でご確認ください（1月13日現在の情報です）

お知らせ

第20回おやま健康料理
コンクール結果発表 !

問健康増進課　☎ 22‒9525
「わが家自慢の野菜料理」をテーマに
レシピを募集し、市民投票により「最
優秀おやま大賞」が決定しました。た
くさんの投票、ありがとうございまし
た。受賞作品のレシピは市ホームペー
ジや料理レシピサイト「クックパッド」
に掲載予定です。

最優秀おやま大賞
「☆ザ美肌☆はとむぎの豚モダン焼き」

償却資産（固定資産税）
の申告

問資産税課　☎ 22‒9434
令和 5年 1月 1日現在で、市内に事
業用資産を所有している事業者等は資
産税課に申告が必要です。
※確定申告とは異なります
※昨年申告があった事業者等には12
月上旬に申告書を郵送しています
場 所　市役所2階　資産税課
対 象　市内に事務所や店舗を設置し

ている事業者
申 込　1月 31日（火）

20歳になったら
国民年金

問国保年金課　☎ 22‒9416
問栃木年金事務所　☎0282‒22‒4131
20 歳になった日から 2～ 3週間程
度で日本年金機構から国民年金加入の
お知らせや国民年金保険料の支払い用
紙、基礎年金番号通知書等が入った封
筒が届きます。基礎年金番号通知書は
大切に保管してください。保険料の支
払いが経済的に困難である場合には、

保険料を免除・猶予する制度がありま
すので問合せください。

病害虫防除を目的とした
火入れ・芝焼き

問農政課　☎ 22‒9252
市内において農地の病害虫防除を目的
とした火入れ・芝焼きをおこなう方
で、火入れをおこなう場所が森林から
1km以内にある方は、火入れ 2週間
前までに農政課へ火入れ許可申請書を
提出してください。

ひきこもりご本人同士の
居場所「ラルジュ」

問福祉課　☎ 22‒9858
この居場所は、開所時間内であれば、
いつ来ても、いつ帰ってもいい場所で
す。
日 時　月2回程度　
　　　　※詳細は問合せ
場 所　市役所4階　会議室402
対 象　ひきこもり状態にあるご本人
申 込　事前登録必須

小山市健康推進員会
「大会長表彰」受賞

問健康増進課　☎ 22‒9520
第62回栃木県公衆衛生大会保健衛生
事業功労者表彰において小山市健康推
進員会が「大会長表彰」を受賞しまし
た。この賞は、本県における公衆衛生
事業の発展のため献身的な活動を続け
ている個人および団体で、その功績が
特に顕著であることが認められた際に
贈られるものです。

水道管の凍結にご注意ください

問小山市水道事業　☎ 23‒0368
この時期は水道管が凍結しやすくなる
ので、保温材や布を巻く等の対策をし
てください。水道管が凍結したら布を
かぶせ、その上からぬるま湯をかけて
ください。
※熱湯は破損する恐れがあるので避け
てください

市立博物館
LED化工事に伴う臨時休館

問博物館　☎ 45‒5331
市立博物館では、展示室照明の LED
化工事のため、下記の期間臨時休館し
ています。
期 間　12 月 15 日（木）～ 2 月 28

日（火）

マイナポイントサポート
窓口開庁日変更のお知らせ

問市コールセンター　
☎ 0120‒274‒259
1月 22日（日）は国のシステムメンテ
ナンスのためマイナポイント申込の手
続きができません。そのためサポート
窓口は1月22日（日）ではなく29日
（日）に開庁します。
申請に必要なもの
・マイナンバーカード（令和４年末ま
でに交付申請したもの）

・利用者用電子証明パスワード
・ポイント付与するキャッシュレス決
済のＩＤとセキュリティコード

・公金受取口座を設定する場合は口座
の支店名と口座番号
日 時　2月 28日（火）までの平日お

よび第 2、第 4日曜日 8時
30分～ 17時 15分

場 所　市役所1階29番カウンター
対 象　市民
料 金　無料
申 込　不要

税理士会が行う還付申告無料相談

問税理士会栃木支部
☎ 0282‒24‒4861
所得金額 300万円以下の給与所得者
および年金所得者で、少額の還付申告
相談です※内容により、有料になる可
能性があります。原則電話相談のみ
日 時　2月 1日（水）
場 所　税理士会栃木支部会員事務所
対 象　所得金額 300万円以下の給

与所得者および年金所得者
で、少額の還付申告相談
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小山市地域公共交通計画（案）の
パブリック・コメントを実施

問都市計画課　
☎ 22‒9293　℻  22‒9685
送付先〒 323-8686　小山市役所都
市計画課宛（住所不要）
d-tokei@city.oyama.tochigi.jp

市では理想的な公共交通環境を実現す
るため小山市地域公共交通計画（案）の
策定を進めていますが、この度、計画
案がまとまりましたので、パブリック・
コメント（意見募集）を実施します。
募集期間　1月 20日（金）まで
提出方法　郵送・FAX・メールまたは

同課窓口に提出。

放送大学　入学生募集

問放送大学栃木学習センター　
☎ 028‒632‒0572
放送大学は、令和 5 年（2023）年 4
月入学生を募集しています。心理学・
福祉・経済・歴史・文学・情報・自然
科学など、約 300の幅広い授業科目
があり、1科目から学ぶことができま
す。資料請求は無料です。
出願期間　
第1回　2月 28日（火）まで
第2回　3月 14日（火）まで

危険物取扱者試験

問消防本部予防課　☎ 39‒6658
試験種類　甲種・乙種（第1～ 6類）・
　　　　丙種
試験日　3月 5日（日）
会 場　作新学院高等学校
　　　　（宇都宮市一の沢1-1-41）
申 請　1月 10日（火）～ 20日（金）

の平日 9 時～ 17 時に願書
等を（一財）消防試験研究セン
ター栃木県支部に提出

男女共同参画情報誌
編集委員募集

問人権・男女共同参画課　
☎ 22‒9296

d-jinken@city.oyama.tochigi.jp
市の男女共同参画情報誌「Harmony」
の編集ボランティアを若干名募集して
います。※平日の午前中に編集会議が
あります
対 象　市内在住の方
定 員　若干名
申 込　1月 31日（火）まで

応募フォーム・電話・メール・
同課窓口まで

小山市二十歳を祝う会の
開催方法に関する
アンケート

問生涯学習課　☎ 22‒9665
小山市二十歳を祝う会（旧称 : 成人式）
の開催方法に関するアンケート回答に
ご協力下さい。
申 込　1月 31日（火）まで

エネルギー価格高騰対策
事業者支援補助金

問工業振興課　☎ 22‒9396
コロナ禍における原油価格高騰の影響
を受ける市内事業者を支援するため、
燃料及び電力に係る経費の一部を補助
します。
対 象　市内で事業活動を営んでいる

中小企業者等
申 込　1月 31 日（火）【当日消印有

効】までに、郵送（推奨）また
は同課窓口へ

イベント・講座

小山の初市・だるま市

問小山の初市実行委員会
　（事務局：市商業観光課）
☎ 22‒9273
毎年成人の日に行われる新春を祝うイ
ベントです。
だるま市・軽トラ市も同日開催されて
おり、新春にふさわしい「めでたい」
企画が盛りだくさん。
・おはやし演奏・獅子舞等各種ステー
ジイベントの実施

・新春もちつき大会の実施
・チャリティー豚汁の提供
・一年安鯛みくじの販売
日 時　1月 9日（月）　
　　　　10時～ 15時
※だるま市は20時まで
場 所　まちの駅　思季彩館・小山駅

西口祗園城通り歩道周辺

野鳥観察会

問思川に思いをはせる会 事務局 渡辺
☎ 070‒1371‒3909
mamago272@yahoo.co.jp

思川に飛来する水鳥等を観察します。
観察用に双眼鏡をお持ちください。お
持ちでない方には貸出もあります。天
候により中止する場合があります。
日 時　1月 22日（日）
　　　　9時～11時
場 所　観晃橋下流　市役所側　東屋

（思川へのアプローチ）
対 象　市内在住の方。お子様連れも可
定 員　20人　
料 金　無料
申 込　1月 20日（金）までに、事務

局まで電話またはメール

農業婚活イベント
参加者募集

問小山青少年クラブ協議会事務局
（農政課）
☎ 22‒9254
いちご狩り等のイベントを通して旬の
味覚と一緒に素敵な出会いを探しませ
んか ?
日 時　2月 11日（土）
対 象　小山市で農業を営む男性（20

～ 45 歳）、農業に興味があ
る女性（20～ 40歳）

定 員　男女とも10人程度
料 金　男性 4,000円　
　　　　女性 2,000円
申 込　1月 31日（火）までに事務局

に電話または申込フォームか
ら申込

※「小学生」には義務教育学校1～ 6年生、
　  「中学生」には義務教育学校7～ 9年生を含みます



インフォメーション

2022年度
春季バウンドテニス教室

問（公財）小山市スポーツ協会事務局　
☎ 30-5856
問小山市バウンドテニス協会　伊澤　
☎ 22-7803
小山市バウンドテニス協会主催のバウ
ンドテニス（室内ミニテニス教室）
・初心者歓迎。用具等は貸出し可能。
日 時　2 月 7 日・14 日・21 日・

28日　各火曜日　計4回
　　　　10時～ 12時
　　　　（受付 9時 45分～）
場 所　県南体育館サブアリーナ
対 象　市内在住者
定 員　10人
料 金　1人 1,000円
申 込　1 月 6 日（金）～ 31 日（火）

までの平日10時～ 17時ま
でに事務局まで、参加料を添
えて申込み

認知症予防教室
（ウォーキング）

問高齢生きがい課　☎ 22‒9853
認知症予防のためのウォーキング教室
を開催します。
日 時　2月3日（金）～3月24日（金）

の毎週金曜日（全8回）10時
～ 11 時 30 分（初回のみ 9
時 30分～）

場 所　道の駅思川評定館　研修室2
対 象　65歳以上の方
定 員　10人
料 金　テキスト代100円
申 込　1月 12日（木）～ 20日（金）

までに電話

明るい選挙啓発ポスター
優秀作品展示

問選挙管理委員会　☎ 22‒9481
市内小・中・義務教育学校（計26校）
の児童・生徒の方から出品された作品
の中から、優秀作品として選ばれた市
の入選50点を展示します。
日 時　1月 16日（月）～ 27日（金）

まで
場 所　市役所1階　多目的スペース

第2回小山地区定住
自立圏協働フォーラム
つながる市民活動～『おやま防災』の事例から考えよう～

問おやま～る　☎ 20‒5562
小山市、下野市、野木町、結城市の市
民活動を推進するセクションが協働し
て、市民活動団体の相互交流・連携を
強化することを目的に、定住自立圏協
働フォーラムを開催します。
日 時　1月 29日（日）
　　　　9時 30分～ 12時
場 所　市役所6階　大会議室
定 員　50人
料 金　無料
申 込　1 月 20 日（金）までに申込

フォームまたは電話

ゆめまち1月のイベント

問ゆめまち　☎ 27‒9935
おはなしびっくり箱
日 時　1月 17日（火）
　　　　10時 30分～ 11時
料 金　無料
対 象　小学校就学前のお子さん
申 込　不要

「伝わる」チラシを
作れるようになろう !

問おやま～る　☎ 20‒5562
チラシ作りを学んで、ボランティア団
体のメンバー募集やイベントの参加者
募集に活かしませんか ?
日 時　1 月 28 日（土）13 時 30 分

～ 15時 30分
場 所　「おやま～る」研修室
料 金　無料
対 象　チラシ作り初心者の方、興味

のある方
定 員　15人
申 込　申込フォームまたは電話、来

訪

「とちぎ障害者合同就職面接会
（県南会場）」開催

問ハローワーク小山　☎ 22‒1524
県南地区のハローワーク（栃木・佐野・

足利・小山）合同で、障がいのある方
を対象にした就職面接会「とちぎ障害
者合同就職面接会」を完全予約制で開
催します。
日 時　1月 23日（月）

13時～ 16時 20分
（受付12時 30分～）

場 所　小山グランドホテル（神鳥谷
202）

対 象　県南地区での就職を希望する
障がいをお持ちの方

申 込　1月 13日（金）まで

2月の定例観望会の
お知らせ

問博物館　☎ 45‒5331
「オリオン座をみつけよう」
～M42（オリオン大星雲）をみよう～
ほっしー★OYAMA号での天体観望
会。曇りや雨の場合は中止となります。
当日、実施時刻の1時間前に電話、ホー
ムページまたは Twitter でご確認く
ださい。
※当日、11 時～ 12 時 30 分に、博
物館駐車場にて太陽観測会も実施しま
す
日 時　2月 11日（土）
　　　　18時 30分～ 19時 30分
場 所　生井公民館（駐車場は旧 JA

おやま生井支店）
対 象　幼児～一般
定 員　50人程度
料 金　無料
申 込　博物館ホームページ予約受付

フォームまたは電話
1月 14日（土）～20日（金）
（抽選・要予約）

　　　　※1回 5人まで

第6回おやま市民大学
「徳川家康と下野の国」

問生涯学習課　☎ 22‒9665
國學院大學栃木短期大学教授の坂

さか

本
もと

達
たつ

彦
ひこ

氏をお招きし、小山評定をはじめと
した、徳川家康と栃木県の関わりをお
話しいただきます。
日 時　1月 28日（土）
　　　　14時～ 15時 30分
場 所　中央公民館　第一研修室
定 員　50人



information ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止や延期になる場合があ
りますので、お電話等でご確認ください（1月13日現在の情報です）

料 金　無料
申 込　1 月 16 日（月）までに申込

フォームまたは電話にて申込み

第7回おやま市民大学
「鎌倉幕府の成立と下野の武士たち～
小山・宇都宮・八田氏～」

問生涯学習課　☎ 22‒9665
國學院大學栃木短期大学教授の菱

ひし

沼
ぬま

一
かず

憲
のり

氏をお招きし、小山氏を中心に鎌倉
幕府との関わりをお話しいただきま
す。
日 時　2月 18日（土）
　　　　14時～ 16時
場 所　生涯学習センター　ホール
定 員　50人
料 金　無料
申 込　1月23日（月）～2月6日（月）
　　　　申込フォーム、電話にて申込み

クラフト館ワークショップ教室

問クラフト館　☎ 32‒6477
講座名 日時 料金

畳表のコース
ター

1/14 ㈯
① 13:30
② 14:10
③ 14:50

300円

コースター織
（地機織り）

1/15 ㈰
①10:30～
②14:00～

大人
1,000円
子供
500円

紬玉ネックレス
を作ろう

1/21 ㈯
13:30 ～ 1,000円

御朱印帳作り
（結城紬の表紙）

1/29 ㈰
13:30 ～ 2,000円

場 所　クラフト館
申 込　1月 4 日（水）～事前予約優

先キャンセルは 2日前まで
に詳細は要問合せ

知
ち

久
く

絵
え

里
り

香
か

×上
じょう

保
ほ

朋
とも

子
こ

『デュオクロマティック』
ウインターコンサート

問生涯学習センター　☎ 22‒9111
日 時　2月 26日（日）
　　　　14時～ 16時
場 所　生涯学習センター　ホール

大人　　　　　　 2,000円　
小人（中学生以下） 1,000円

定 員　100人
申 込　1月 5日（木）10時～　

　　　　窓口・電話受付開始

第20回Oyamaインターナショナル
フェスティバル2023
出演者、出展者募集

問国際交流協会　☎ 23‒1042
問国際政策課　☎ 22‒9278
世界各国の特色あるパフォーマンスや
文化を紹介できる方を募集します。
日 時　5月 27日（土）
場 所　文化センター小ホール・中央

公民館
申 込　電話、窓口
　　　　※実行委員会で選考を行いま

す

中級英語講座（全5回）
参加者募集

問国際政策課　☎ 22‒9278
英語でディベート（討論）に挑戦しま
す。
日 時　2 月 3 日、10 日、17 日、

24 日、3 月 3 日　各金曜
日（全 5回）　10時～ 11時
30分

場 所　中央公民館　第 1研修室（た
だし 2 月 17 日は市役所 3
階大会議室）

対 象　市在住、在勤、在学の方
※身近なテーマについて英語で対話で
きる方、または挑戦したい方
定 員　20人 
料 金　無料
申 込　1月 6日（金）9時～
　　　　27 日（金）17 時までに電話

または同課窓口

杉山清貴  acoustic 
solo tour2023

問文化センター　☎ 22‒9552
シンガーソングライター杉山清貴のア
コースティックツアーです。
日 時　3月 11日（土）
　　　　開場14時 　 開演 15時
場 所　文化センター大ホール
料 金　全席指定 7,700円 / 
　　　　当日8,300円
申 込　チケット発売中

市民公開講座
スポーツ歯科ってなに？

問健康増進課　☎ 22‒9520
問小山歯科医師会 
☎ 39‒7290（月～金12時～16時）
あまり聞き慣れない「スポーツ歯科」
について、専門家である日本大学・月
村直樹先生をお招きし、わかりやすく
実例を交えて講演します。「マウスガー
ドについて」、「歯や口の怪我の予防・
対応」、「噛み合わせでパフォーマンス
アップ？」など “スポーツをするすべ
ての人”に聞いてほしい内容です。
日 時　2月 26日（日）　
　　　　10時～ 12時
場 所　下野市役所内　会議室（下野

市笹原26）
対 象　市在住のスポーツに興味のあ

る方
定 員　100人
料 金　無料
申 込　2月 10日（金）までに、申込

フォームまたは事務局に電話

行政テレビ

視聴にはテレビ小山放送㈱のケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。
デジタル101chを選局ください。
問シティプロモーション課　
☎ 22‒9353

小山コミュニティFM「おーラジ」
77.5MHzで毎日生放送 !
（7:00～ 21:00）

普段は市の身近で魅力的な情報を、
災害時には気象情報や交通情報等
をリアルタイムに発信しています。

番組表をチェック▼



インフォメーション

栃木市（栃木県）

■無料公開講座
　「とちぎの美術ものがたり～とちぎの近代美術～」
問栃木市文化課
☎ 0282‒21‒2495
栃木市ゆかりの洋画家（橋本邦助、清水登之、刑部人）を
中心に、近代美術の歩みを分かりやすく解説します。
日 時　1月 15日（日）14時～ 16時
場 所　とちぎ岩下の新生姜ホール　
　　　　大ホール（栃木市旭町）
講 師　栃木市立美術館 館長　杉

すぎ

村
むら

浩
ひろ

哉
や

氏
定 員　400人
費 用　無料
申 込　ホームページまたは申込フォーム。当日直接会

場にて受付。

古河市（茨城県）

■古河の絵画美術展Ⅰ
問古河街角美術館　☎0280‒22‒5911
市内在住・在勤・出身で、絵画制作活動を続けている作
家の作品を紹介します。
展示期間　1月 15日（日）まで
時 間　9時～17時（入館は16時 30分まで）
休館日　月曜日、祝日の翌日
場 所　古河街角美術館（古河市中央町2-6-60）

板倉町（群馬県）

■わたらせ自然館
問板倉町わたらせ自然館　☎ 0276‒82‒1935
展示室中央には渡良瀬遊水地の大きなジオラマがあり、
遊水地全体をわかり易くご覧になれます。
わたらせ自然館では、渡良瀬遊水地や板倉町の観光パンフ
レットが揃えてありますので、観光、学習などにご利用く
ださい。
場 所　わたらせ自然館（板倉町大字海老瀬4663-1）
入館料　無料
休館日　
月・火、祝日
の翌日

加須市（埼玉県）

■不動ヶ岡不動尊總
そう

願
がん

寺
じ

節
せつ

分
ぶん

会
え

の鬼追い豆まき式
問熊谷年金事務所　☎ 048‒522‒5012
伝統を誇る勇壮な「鬼追い豆まき式」が行われます。
長さ 3m、重さ 30kg の大松明をかかげた「赤鬼」が不
動堂の回廊を駆け回り、無病息災・家内安全・商売繁盛
などを祈願する参拝者でにぎわいます。
節分の鬼追い豆まき式は江戸時代から続く、全国でも珍
しい行事です。
日　時　2月 3日（金）
場　所　不動ヶ岡不動尊總願寺（加須市不動岡二丁目

9-18）

野木町（栃木県）

■ TOWN-NOGI イルミネーション 2022 
問野木町観光協会（産業振興課内）　☎ 0280‒57‒4153
期 間　1月 31日（火）まで
時 間　日没後（17時前後）～24時　
場 所　JR野木駅前東西ロータリー

近隣市町の情報　（関東どまんなかサミット・定住自立圏）



ひとりで悩まず、ご相談ください。秘密は厳守、相談は無料です。
相談先がご不明な場合は、市民生活安心課☎22-9282へお問合せください。

名称 時間 問合せ

市民相談 8:30 ～ 17:15
市民生活安心課
☎22-9282

被害者相談 8:30 ～ 17:15

消費生活相談 9:00 ～ 15:00
※水曜休み

消費生活センター
☎22-3711

家庭児童相談 8:30 ～ 17:15 子育て家庭支援課☎22-9626

ひとり親家庭相談 9:00 ～ 17:00
子育て家庭支援課
☎22-9627

婦人相談 9:00 ～ 17:00

DV相談 9:00 ～ 17:00 配偶者暴力相談支援センター☎22-9602

青少年電話相談 10:00 ～ 17:00 ☎25-4006　※土日も受付

こころのダイヤル
9:00 ～ 17:00
※第2･4水曜日
9:30 ～ 11:30は

医療相談

県精神保健福祉センター
☎028-673-8341

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
◎
通
常
相
談
（
電
話
相
談
）

2
名称 時間 問合せ

県民相談 9:00 ～ 16:00 小山県民相談室☎22-9164

労働相談 8:30 ～ 17:15 小山労政事務所☎22-4032

シニアの社会参加
相談 8:30 ～ 17:15 高齢生きがい課☎22-9617

認知症相談 8:30 ～ 17:15 高齢生きがい課☎22-9853

ひきこもり相談 8:30 ～ 17:15 福祉課ひきこもり相談支援室☎22-9858

障がいのある方
向け相談 8:30 ～ 17:15

小山市障がい児者基幹相談
支援センター
☎23-5050　FAX 29-6090
小山市地域生活支援拠点
☎39-6088　FAX 39-6188

外国人ふれあい
子育てサロン 8:30 ～ 17:15 小山市国際交流協会☎23-1042

外国人相談 9:00 ～ 17:00
多文化共生総合支援センター
☎22-9439（スペイン語・
ポルトガル語）
☎22-9678（英語）

※面談方式の相談について、新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止や延期になる場合が
ありますので、お電話等でご相談ください

　
◎
専
門
相
談
（
面
談
）　
　
　
※
要
予
約
（
一
部
予
約
不
要
）

名称 期日 時間 相談相手・場所など
※場所記載がない場合は市役所 問合せ

行政相談 15㈬･19㈰ 10:00 ～ 12:00
行政相談委員　※予約不要
場所：15㈬市役所2階 市民相談室、
19㈰市役所1階 多目的スペース

市民生活安心課
☎22-9282

登記相談 8㈬ 10:00 ～12:00 司法書士、土地家屋調査士※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

家庭内困りごと相談 19㈰ 13:30 ～ 16:10 元家庭裁判所調査官・調停員※予約は2月1日㈬～

税金なんでも相談 2月はありません 税理士
※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

不動産相談 7㈫ 9:00 ～ 12:00 宅建協会員※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

行政書士専門相談 15･22㈬ 10:00 ～12:00 行政書士（相続・遺言・許認可等）※予約は1ヵ月前から（土日祝は翌平日）

青少年相談 月～金 9:00 ～17:00
公認心理師および臨床心理士の資格を
有する青少年相談員
場所：青少年相談室

青少年相談室
☎25-4002

外国人向け行政書士相談 2月はありません
行政書士　※予約不要
※在留資格等入管に関する相談、帰化申
請、会社を設立、自動車の登録、その他
様々な契約書を作成してもらいたい方

国際政策課
☎22-9327

FPによる納税相談 2月はありません ファイナンシャルプランナー（FP） 納税課
☎22-9444

交通事故相談 14･28㈫ 10:00 ～ 15:00 交通事故相談員 県民プラザ室
☎028-623-2188

人権相談 10㈮ 10:00 ～ 15:00 人権擁護委員　※予約優先場所：市役所6階　相談室6B
人権・男女共同参画課
☎22-9292

こころの相談 2月はありません 精神科医師 福祉課
☎22-9629

心配ごと相談 7･21㈫ 10:00 ～ 15:00 場所：社会福祉協議会　※予約不要
※14･28㈫は電話相談可（30分以内）

社会福祉協議会
☎22-950114･28㈫ 13:00 ～ 15:00

精神保健福祉相談 28㈫ 13:30 ～ 16:00
精神科医師（保健師1名同席）
場所：県南健康福祉センター
※保健師相談は随時受付

県南健康福祉センター
☎22-6192

女性のための心の相談 27㈪ 13:30 ～ 16:15 女性のカウンセラー 人権・男女共同参画課
☎22-9296

創業・経営・キャリア・
クラウドファンディング相談 4･18㈯ 9:00 ～ 12:00 中小企業診断士、ビジネスコーチ※日程変更可

工業振興課
☎22-9396

※
要
予
約

◎
弁
護
士
相
談
（
面
談
）

名称 期日 時間 相談相手・場所など
※場所記載がない場合は市役所

問合せ
※訴訟・調停中の方は受付不可

法律相談 19㈰ 9:30 ～ 12:30 ※予約は2月1日㈬～ 市民生活安心課
☎22-9282

女性の生き方なんでも相談 2月はありません ※女性の弁護士 人権・男女共同参画課
☎22-9296

心配ごと相談 14･28㈫ 10:00 ～ 12:00 場所：社会福祉協議会※心配ごと相談員が2人同席
社会福祉協議会
☎22-9501

法律とこころの相談 2㈭ 10:00 ～ 12:00 ※保健師1人同席 福祉課
☎22-9629



受　付　日 会　　場 対象の地区

2月　1日（水）
～

3月15日（水）

本庁舎2階
大会議室

若木町1～ 3丁目、本郷町1～ 3丁目、八幡町1～ 2丁目、駅東通り1～ 3丁目、
天神町1～ 2丁目、大字神鳥谷、神鳥谷1～ 6丁目、神明町1～ 2丁目、粟宮1～ 2丁目、
立木（川西町のみ）、大行寺（思水ヶ丘のみ）、小山、外城、城北1～ 6丁目、稲葉郷、
喜沢（1475～ 1497-3 のみ）、中央町1～ 3丁目、花垣町1～ 2丁目、城山町1～ 3丁目、宮本
町1～ 3丁目、出張所会場では申告の難しい方

受　付　日 会　　場
対象の地区 発券

コード午前の部 午後の部
2月　9日 木 生井出張所 上生井、下生井、白鳥 網戸、楢木、生良 1
2月10日 金 中出張所 下河原田、生駒、大川島、下初田、小袋 南小林、上泉、下泉、井岡 2
2月13日 月

大谷出張所
塚崎、雨ケ谷、武井、雨ケ谷町 田間、東野田、南和泉、向原新田

1
2月14日 火 雨ケ谷新田、横倉 横倉新田
2月15日 水

しらさぎ館
大字粟宮、平和 千駄塚、西黒田、東黒田、南飯田

22月16日 木 間々田 間々田、東間々田1～ 3丁目
2月17日 金 大字乙女、南乙女1～ 2丁目 暁1～3丁目、乙女1～3丁目、美しが丘1～3丁目
2月20日 月

小山東出張所
城東1～ 3丁目 城東4～7丁目

12月21日 火 犬塚1～ 5丁目 大字中久喜、中久喜1～ 5丁目
2月22日 水 大字犬塚 土塔、犬塚6～ 8丁目
2月24日 金 寒川出張所 寒川、迫間田 鏡、押切、中里 2
2月27日 月

ゆめまち
駅南町1～ 6丁目 東城南1～ 5丁目、神山1丁目

1
2月28日 火 西城南1～4丁目 西城南5～ 7丁目、神山2丁目、三峯1～ 2丁目
3月　1日 水 穂積出張所 大行寺、石ノ上、塩沢、間中 上国府塚、下国府塚、上石塚、下石塚、萩島 2
3月　2日 木

絹出張所
梁 福良

1
3月　3日 金 延島新田、高椅、田川 中島、延島、中河原
3月　6日 月

豊田出張所
松沼、今里 卒島、上初田、小薬

2
3月　7日 火 大本、小宅、黒本 島田、渋井、立木、荒川
3月　8日 水

マルベリー館
喜沢 三拝川岸、東島田、東山田、南半田、荒井、萱橋

13月　9日 木 羽川、飯塚、鉢形、北飯田 羽川
3月10日 金 向野、扶桑1～ 3丁目 出井

出張所会場

申告会場を利用する際の持ち物
① 筆記用具（ボールペン）　　② 靴用袋　※マルベリー館、しらさぎ館、ゆまめち会場のみ

③ 申告する本人のマイナンバーを確認できる書類
　・マイナンバーカード　・通知カード（現在の氏名・住所が記載されているもの）と運転免許証等

④ 扶養にする方がいる場合、その方のマイナンバーがわかるもの
⑤ 令和４年中の収入金額のわかるもの
　・給与所得者　⇒　源泉徴収票（原本）　※勤務先が発行
　・年金所得者　⇒　年金の源泉徴収票（原本）　※日本年金機構等の年金支払者が発行（1 月末頃）
　・事業所得（営業等、農業）・不動産所得者　⇒　作成済の収支内訳書　等
⑥ 控除を受けるため必要な書類
　生命保険料控除証明書、作成済の医療費控除の明細書、寄附金受領証明書、障害者手帳、社会保険料納付済額の
　お知らせ（1 月 20 日（金）発送予定）、地震保険料控除証明書　等
⑦ 申告者名義の金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの（通帳等）

受付日：下表のとおり　申告の際は、右下の「発券可能時間」までに発券手続きをお願いします。

市役所会場 右下の「発券可能時間」までに発券手続きをお願いします。
受付日：2月1日（水）～3月15日（水）（土・日・祝日を除きます）

番号券発券可能時間
8:30 ～ 15:30

9:00 ～ 11:30、13:00 ～ 15:30

9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00

申告会場
ウェブ発券

申告受付

●住宅借入金等特別控除の初年度の申告
●土地・建物・株式等の譲渡所得の申告
●分離課税の配当所得　●青色申告
●先物取引（FX を含む）の申告
●雑損控除の申告
●令和３年分以前の確定申告
●申告書控に税務署の受領印が必要な方

期間：2 月 16 日（木）～ 3 月 15 日（水）
　　　9 時～ 16 時（受付 8 時 30 分）
場所：栃木商工会議所大ホール

　　（栃木税務署では行いません）
確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁 LINE
公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要
です。（還付申告は、１月４日（水）～２月 15 日（水）
まで栃木税務署で可能です）

確定申告会場

問栃木税務署  ☎0282-22-0885

申告会場には、「出張所会場」と「市役所会場」がありますので、なるべくお住まいの地区の対象会場にお越しください。

受付日当日には、申告会場のほか、お持ちのスマートフォンでも券発券が可能です。

会場の混雑状況により、午前中に発券された場合でも、13 時以降の入場をお願いする場合があります。

次に該当する方は栃木税務署主催会場で申告してください。

・申告が必要かどうか確認したい方は、各出張所で配布しているほか、市ホームページに掲載して
  いる「フローチャート」を確認してください。
・申告が必要な方は、混雑を避けるためにも、ご自宅での申告をおすすめします。

・住宅ローン控除の適用期限の延長
令和４年１月１日から令和７年 12 月 31 日までに入居した方が新たに対象になります。

・未成年者にあたる年齢の引き下げ
前年の合計所得金額が 135 万円以下の場合、非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに
より、令和５年度から 1 月１日現在で 18 歳または 19 歳の方は未成年にあたりません。
税制改正の詳細は、市ホームページをご確認ください。

国税庁
LINE 公式アカウント

市県民税の申告

①・②いずれかの方法で申告できます。

①市役所市民税課・各出張所で申告書を入手・作成
申告書と記入方法の手引きを用意しています。
※送付を希望される方は問合せください

（１月末頃発送）

②スマートフォン・パソコンで作成
１月中旬から市ホームページ『市県
民税申告書作成システム』で申告書
を作成することができます。

3 月 15 日（水）までに、市民税課に郵送

①・②いずれかの方法で申告できます。

①栃木税務署・市役所市民税課・各出張所で申告
書を入手・作成
１月中旬以降に配置される申告書に記入後、提
出してください。

②スマートフォン・パソコンで作成
１月上旬から国税庁ホームページ『確
定申告書等作成コーナー』で申告書
を作成することができます。

3 月 15 日（水）までに、栃木税務署に郵送または
e-Tax で提出　※詳細は国税庁ホームページ

所得税の確定申告

郵送するもの
●作成済みの申告書 ●本人確認書類（運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど）
●収入のわかるもの（収支内訳書、源泉徴収票のコピー（市県民税の申告の場合）など） 
●控除額のわかるもの（生命保険料控除証明書、障害者手帳のコピー、医療費控除の明細書など）

税の申告が始まります

令和５年度の主な税制改正 問市民税課  ☎22-9422

※ご自宅での申告ができない場合は、申告会場をご利用ください。

市役所会場 表の発券コード
「１」の出張所会場

表の発券コード
「２」の出張所会場
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　11 月 12 日（土）・13 日（日）に新型コロナウ
イルス感染症対策を徹底し、小山総合公園で 3年
ぶりとなる小山市農業祭が開催されました。当日は、
天気に恵まれ多くの人々に農産物や・鉢花をお買い
求めいだだき賑わいました。

◆ 3年ぶりの開催

第 55回小山市農業祭

　熱中症予防の啓発活動を審査・表彰する取り組み
である「ひと涼みアワード 2022」熱中症ケア部門
で、医師会、新小山市民病院、庁内関係各課で構成
される熱中症対策関係者連絡会議の中で実施した
「こども部会・成人高齢者部会を設置し、対象者に合
わせたアプローチ」 が最優秀賞を受賞しました。

　「私達の健康は私達の手で」のスローガンのもと、
健康料理教室やおやこの食育教室等の活動を通して
生涯における健康づくり活動を推進しているボラン
ティア団体です。これまでの活動が評価され、令和
4年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰を受賞しま
した。

◆熱中症弱者への啓発が評価され

ひと涼みアワード　最優秀賞受賞
◆小山市食生活改善推進員会

令和4年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰受賞

　大正 11（1922）年に小山市に開設し、2022年
で創立 100周年を迎えた、栃木県立小山城南高校。
　11月 21 日（月）に創立記念事業として、文化
センターで県出身のプロ音楽家 3人（フルート：
高
たか

橋
はし

詩
し

織
おり

さん、ピアノ：斎
さい

藤
とう

文
ふみ

香
か

さん、ソプラノ
歌手：西

にし

口
ぐち

彰
あき

子
こ

さん）と吹奏楽部がコラボレーショ
ンし、記念演奏会を実施しました。

◆栃木県立小山城南高等学校

創立100周年。おめでとうございます！
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QR２

私のお気に入りは早起き散歩と珈琲タイム。

とある日の早朝、思川で「ハッ！」とする様な光景に
出会い、パシャリ！

小山総合公園の南、新間中橋辺りから川辺に降りて
日の出を撮るつもりでした。
そこには川霧が滝の様に流れていました。
なんとも幻想的で迫力があったことか。

冬の寒さが厳しい季節、好奇心旺盛で運の良い人
だけが見られる景色です。

【場所情報】
住　　所： 小山市粟宮（県道33号）

 新間中橋周辺

おやま広報特派員
小山のまさ さん

名称（会場） 2月 開始時間
おはなしウェンディ 1日㈬ 15:30
おやま分館ピッコロおはなし会（小山分館） 3日㈮ 11:00
おはなしこんにちは 8日㈬ 10:30
ままだ分館おはなしかい（間々田分館） 14日㈫ 15:30
おはなしウェンディ0・1・2 15日㈬ 11:00
わくわくマルベリーおはなし会（桑分館） 18日㈯ 13:30
おこれんのおはなし会 19日㈰ 14:00
はなしのこべや　おはなしかい 26日㈰ 14:00

問シティプロモーション課
　☎ 22-9353

おやま広報
特派員の

6（月）・11（土）・13（月）・20（月）・24（金）・27（月）
※小山・間々田・桑分館は 23（木）も休館になり
ます

中央図書館ホームページをご覧ください。

問中央図書館　☎ 21-0750

 2月の休館日

　

 おはなし会 ※会場の記載が無いものは中央図書館

      移動図書館
「せきれい」巡回日程

早朝にだけ出会うことができる景色

思川の朝

新規パスワード登録（あらかじめ利用者登録が必要です）：
　令和4年10月までに設定・利用していたパスワードは、再設定が必
要です。改めて新規にパスワードを登録してください。図書館ホーム
ページから、パスワードを設定することができます。
メールサービス（メールアドレスの登録が必要です）：
　希望に応じて、下記のお知らせをメールで受け取れます。
●予約資料確保のお知らせ
●返却期限2日前のお知らせ
●ご自身で指定した条件に合う新着資料のお知らせ
　その他にも便利なサービスがございます。詳細はホームページをご
覧ください。

　本は中央図書館で所蔵していますので、どうぞご利用ください。

『いなばの白ウサギ』
 谷 真介／文　赤坂 三好／絵　佼成出版社

　昔、因幡の国（鳥取県）の海の近くにある竹林に、たくさ
んのウサギが住んでいました。ある日、竹林は嵐に襲われ、
一羽のウサギが小島に流されてしまいます。ふるさとに帰

るために、ウサギはサメたちを騙して海を渡ろうとしますが…。
　因幡の白兎は、古事記にある有名な昔話の一つです。本によってあら
すじが異なります。当書は、小さい子どもも楽しく読むことができる一
冊です。

 ウェブサービスのご案内 ～図書館ホームぺージが　　新しくなりました～

   いちおし本 ～2023年はウサギ年、ウサギが登場する本～

もっと見たい方は、
小山市公式Instagramへ



！！　今回はリチウムイオン電池を含む電子機器についてご案内します。分別を間違えてしまうと発
煙や発火につながり、大変危険なので注意して分別してください。
　リチウムイオン電池を内蔵している電子機器といえば、電子タバコやスマートフォン、モバイ
ルバッテリー、ゲーム機などたくさんありますよね。これらは何ごみだと思いますか？プラスチッ
ク部分も多く、「プラスチック製容器包装（プラ容器）」の日と思う方もいるのではないでしょう
か。これらは、「有害ごみ」です。

　近年、リチウムイオン電池を含む電子機器が「プラ容器」に混入し、プラスチックのリサイクル工場での発煙・発火トラブルが
増加しています。リチウムイオン電池は中に燃えやすい液体が入っていて、処理過程で押し潰されると、発火してしまうリスクが
高いものになります。また一度発火してしまうとまわりに燃えやすいプラスチックがあり、なかなか消火できません。このような
発煙・発火トラブルが発生すると、収集車や処理施設に被害がおよび、ごみの処理が滞ってしまうだけでなく、場合によっては作
業員や周囲の方の人命にかかわる大きな事故になりかねません。重大な事故を引き起こす可能性のあるリチウムイオン電池内蔵の
電子機器については、「有害ごみ」の日に出してください。
　そのときに、注意していただきたい点があります！電池が取り外せるものは電池を取り外し、本体とは別の袋に入れて出してく
ださい。有害ごみは種類ごとに袋に分けて出してください。

ごみの分別～ここに注意して～
問環境課　☎ 22-9286

●生後 6か月児から中学校 3年生までの方
●母子健康手帳の交付を受けた妊婦

下記の内容については、12月 7日時点の情報・予定となっています。今後の状況により変更となる場合もありますので、ご
了承ください。

【対象者】
　初回（1・2回目）接種を終了した12歳以上の方
　　＊注意：これまでの接種回数に応じ3～ 5回目として1回のみ接種可能
【接種間隔】
　接種可能な間隔が 3か月になりました。（注意：ノババックスを接種した方は6か月）
　　＊2回目接種完了後、もしくは前回接種から3か月以上経過
【接種の予約等】
　接種予約や接種に関するお問い合わせは、下記「新型コロナワクチン予約・相談コールセンター」または市ホームページでご
確認ください。

※新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。
●引き続き、基本的な感染対策をお願いします。
●発熱などの体調不良時に備えて、必要なものの備蓄をしておきましょう。
　・新型コロナ抗原定性検査キット ※「研究用」ではなく、国が承認した「医療用」や「一般用」を選びましょう
　・食料や薬などの生活必需品

新型コロナワクチン予約・相談コールセンター　受付（8時 30分～ 20時）
　☎ 0285-22-9899・22-9492・22-9309

新型コロナ＆インフルエンザ対策

新型コロナウイルスワクチン接種について（オミクロン株対応ワクチン）

新型コロナワクチンに関する
市ホームページ

ガス缶　スプレー缶電池類蛍光灯 ライター 使用済小型家電

以下の方は、接種費用の助成が受けられます。インフルエンザワクチン
●65歳以上の方
●60歳以上 65歳未満の方で
　身体障害者手帳１級をお持ちの方
　（心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能障がいに限る）

体外診断用医薬品
◯
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健康
メモ

ひとくち

健康
メモ

ひとくち

目の病気　
【加齢黄斑変性症】

問健康増進課　☎ 22-9523

この記事は（一社）小山地区医師会の協力のもと
作成しています。

 【加齢黄斑変性症とは？どんな症状？】 
　加齢に伴い、網膜の中心部である黄

おう

斑
はん

に出血やむくみが出ることにより、中心部分が見え
なくなったり、歪んで見えたり、視力の低下が起こる病気です。失明原因の４番目の病気です。
 【治療】 
　加齢黄斑変性症には萎

い

縮
しゅく

型と滲
しん

出
しゅつ

型の２種類があります。種類に関係なく、バランス
の良い食事をとり高血圧、肥満を改善するような生活習慣改善が主体になり、タバコは絶
対に止めることが大事です。萎縮型には現在良い治療法はありません。滲出型の主な治療
は抗血管新生療法（抗VEGF抗体療法）で、注射治療を数ヶ月に一回、継続することが
必要になります。一度傷んだ網膜は元に戻すことができず、完治は難しい病気です。視力
が低下する前に、毎日のセルフチェックによる早期発見早期治療が大切です。
 【早期発見のためのセルフチェック】 
　毎日一回カレンダーやチェック表（アムスラーチャート）を見ながら、片目ずつ手で隠し
て見え方のチェックをしてみましょう。見えづらいと感じたら、早めに眼科を受診しましょう。

①目から30cm位チェックシートをはなす。
　（メガネはかけたまま）。
②片目ずつ、格子の中央の黒い点を見る。
③線がゆがむ、中心が見えない、一部が欠け
て見えるなど、見え方がおかしいなら、すぐ
に眼科専門医を受診。
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一次救急
医療機関

  夜間休日急患診療所
場所 健康の森　さくら（神鳥谷 2251-7）
 【健康医療介護総合支援センター】
 ☎ 39-8880・FAX39-8882
受付 診療終了15分前まで
※内科医等が、小児科の診察を担当することがあり
ますので、事前に電話をしてから来院してください

  休日急患 歯科診療所
場所 健康の森　さくら（神鳥谷 2251-7）
 【健康医療介護総合支援センター】
 ☎ 39-8881・FAX39-8883
日時 日曜・祝日・振替休日・
 年末年始（12/31～1/3）
 10:00～12:00、13:00～16:00
受付 診療終了15分前まで
※夜間休日急患診療所および休日急患歯科診療所の
南側に夜間休日対応の院外薬局（3薬局）があります

日　時 科　目
平日・土曜日 19:00 ～ 22:00

内　科
小児科

日曜・祝日・振替
休日・年末年始
（12/31 ～ 1/3）

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00
18:00 ～ 21:00 

番号 医療機関名 所在地 電話番号

① 石橋総合病院 下野市下古山1-15-4 ☎53-1134
② 小金井中央病院 下野市小金井2-4-3 ☎44-7000
③ 杉村病院 小山市城山町2-7-18 ☎25-5533・5534
④ 小山整形外科内科 小山市雨ケ谷753 ☎31-1331
⑤ 光南病院 小山市乙女795 ☎45-7711
⑥ 野木病院 野木町友沼5320-2 ☎0280-57-1011

受付　土・休日前
 （　　の部分）
　　　17:00 ～翌日 17:00
　　　上記以外　
　　　17:00 ～翌日   9:00

　事前に電話で確認して
ください。医師が交代
で当直制をとっており、
希望する治療が困難な
場合もあります。

  在宅当番医

※在宅当番医は、（一社）小山地区医師会の協力のもと実施しています
問健康増進課　☎ 22-9523

2
月

救急車を呼ぶ？病院に行くか？迷ったときは
とちぎ子ども救急電話相談 #8000
とちぎ救急医療電話相談（概ね15歳以上） #7111

新型コロナウイルスに関する相談について
受診・ワクチン相談センター ☎0570-052-092

（初期）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
①⑤ ②④ ③⑥ ①④

5 6 7 8 9 10 11
②⑤ ③⑥ ②④ ①⑥ ③④ ①⑤ ②⑥
12 13 14 15 16 17 18
③⑤ ①④ ②⑥ ③⑤ ②⑥ ①⑤ ③⑥
19 20 21 22 23 24 25
①④ ②⑤ ③⑥ ②④ ③⑥ ①④ ③⑤
26 27 28
②⑥ ①⑤ ③④
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≪すくすく写真館≫ お子さんの写真募集中　＜対象＞小学校入学前のお子さん（市内在住）
＜応募者資格＞父母、祖父母等　＜応募方法＞下記①～③のいずれかの方法で、必要事項と写真を提出
してください。①右記二次元コードを読み込み、アクセス。 ②メール：d-promotion@city.oyama.
tochigi.jp ③郵送先：〒323 ｰ 8686（住所不要）小山市役所シティプロモーション課「すくすく写真館」 
係　＜必要事項＞1.応募者の氏名 2.お子さんの名前（ふりがな） 3.お子さんとの続柄 4.住所 5.電話番号 
6.メールアドレス※応募フォームの場合のみ必要　※過去に掲載したお子さんも、掲載後1年経過していれば掲載できます

申込
フォーム

マタニティクラス（はじめてのきょうだいクラス）
日　時　 2月24日（金）9:30 ～ 11:30
場　所　市役所3階　保健センター検診室
内　容　 心理士講話（上の子の気持ち）、助産師

講話、サポート制度の話等
定　員　15 人
対　象　2 人目以上の妊婦さんとその家族
持ち物　 母子健康手帳、バスタオル、

上履き、くつ袋
申　込　 1月24日(火) ～ ☎22-9527

  パパの育児・家事スキルアップセミナー  
日　時　1月21日（土）10:00 ～ 11:40
場　所　市役所3階　検診室
内　容　 パパと赤ちゃんがもっと仲良くなるスキル

や日々の子育てで役立つスキルを学びま
しょう。パパのためのベビーマッサージ講座
で赤ちゃんとコミュニケーションUP！

対　象　 生後3か月～ 18か月前後の赤ちゃんとパパ
（ママ同伴可能）

定　員　15組程度
申　込　 1月18日（水）までに応募フォーム・電話・メール
講　師　堀内美佳 氏（ベビーマッサージ教室Merry coco）

子育て世帯向け情報

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって、中止・延期になる場合があります

問 健康増進課　☎ 22-9525

問 人権・男女共同参画課　☎ 22-9296
d-jinken@city.oyama.tochigi.jp
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市からのお知らせや役立つ情報・
緊急情報を発信しています小山市公式SNS等 納税のお知らせ

カタログポケット
（多言語対応）

facebookTwitter Instagram YouTube LINE

スマホで
広報おやまが読めます

■電話

　☎ 0285-23-1111
（代表）

■住所
　〒323-8686　小山市中央町1-1-1

■ホームページ
　https://www.city.oyama.

tochigi.jp/
■開庁時間
　月～金曜日、8:30 ～ 17:15
　（祝日・年末年始を除く）

■新型コロナウイルス関連情報

・市民課業務 延長･休日窓口・
※一部業務のみ 問市民課 ☎22-9405

・平日延長窓口　※市民課のみ
　火・木曜日 19:00まで

・休日開庁窓口
　（市民課、小山城南出張所☎31-3650）
　第2・5日曜日　8:30 ～ 17:15
※1月は第2第5日曜日が開庁となります

・納税課業務 延長･休日窓口・
 問納税課 ☎22-9444
・平日延長窓口
　火･木曜日 19:00まで

・日曜納税相談窓口
　1月29日㈰8:30 ～17:15

１月の納期 納期限 1月31日㈫
市県民税…………………4期分
国民健康保険税…………7期分
介護保険料………………7期分
後期高齢者医療保険料…7期分

小山市役所案内

■安全安心情報メール
　  touroku@oyama-anshin.jp

■市ホームページのキャッシュサイト
　（市ホームページがつながりにくいとき）
　https://www-city-oyama-
　　　tochigi-jp.cache.yimg.jp/

■防災行政無線（放送内容を確認するとき）
　☎0180-992-031（自動音声案内）

■ラジオ「おーラジ」FM77.5MHz

■防災ポータル（防災情報の確認）

高専ロボコン2022年が終了しました。
小山高専Aチームの「ところ天こもり君」は
関東甲信越地区大会で敗退してしまいましたが、

技術力の高さに驚きました。
高専ロボコン2023からも目が離せません。

今月の 1枚

「ところ天こもり君」



 
■編集・発行：小山市シティプロモーション課（〒323-8686 栃木県小山市中央町 1-1-1 ☎0285-22-9353） 
■市の人口：166,576 人（24 減）、男性 84,153 人（18 減）、女性 82,423 人（6 減）、世帯数 71,395（3 増）（12 月 1 日現在）

令和 5（2023）年 1 月 1 日発行

診療時間 平日／ 9：00～13：00  15：00～19：00
土曜／ 9：00～13：00  14：00～18：00
休診日／日・祝日  初診の方は「ネット予約可」

℡.0285-27-8148
 小山市駅南町 3-26-18
 http://www.kakumotoshika.com

※受付は終了
　30分前まで

HP

ハ　イ　シ　ャ

歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科

初診の方用予約QRコード

8月号の特
集

P2-4 障がいのある方を地域で支える仕組み

P5 小山市民フォーラム参加者募集

P6-7 Sakutto OYAMA

P8-9 小山の花火

P24  新型コロナウイルス

ワクチン関係情報

P2-4 障がいのある方を地域で支える仕組み

P5 小山市民フォーラム参加者募集

P6-7 Sakutto OYAMA

P8-9 小山の花火
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 広告掲載しませんか!? 広報広報

発行回数　年12 回（毎月 1 日発行）
発行部数　毎月 約56,000部（小山市全世帯に配付）

　　  広報で情報収集
している人は意外に多い！！
実は…

掲
載
料

1 枠：   50 ㎜ ×  88 ㎜ ………  50,000 円（税込み）

2 枠：   50 ㎜ ×180 ㎜ …… 100,000 円（税込み）

4 枠： 103 ㎜ ×180 ㎜ …… 200,000 円（税込み）

原 

稿
印刷可能なデジタルデータで提出してください。
※広告は 4 色印刷（フルカラー印刷）です。

そ
の
他

広告データ作成も可能です。
※掲載料の他に別途作成費用がかかります。

申 

込

株式会社ダイサン小山
☎ 0285-30-5625（平日 9 時 00 分～18 時 00 分）
    print@dai3-oyama.co.jp

1枠

4枠

2枠

有料広告
　 募集中 ！
有料広告
　 募集中 ！


