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ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」パネル等の展示について
～小山評定など小山市史跡に再注目しませんか～

小山市名誉市民顕彰式の開催について
～前小山市長　大久保寿夫氏の功績を称え～

「大つけ麺博ｐｒｅｓｅｎｔｓ帰ってきた最強ラーメン祭」の開催について
～全国の名店が4年ぶりに小山へ集結～
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令和４年度「渡良瀬遊水地ヨシ焼き」の実施について
～当日の降灰にご注意ください～

小山市長　令和5年2月　定例記者会見
　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時 : 令和5年2月10日（金）14時～　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場 :　市役所　6階　大会議室6a6b　　　　　 

令和５年度当初予算（案）の概要について
～過去最大の積極予算～



                                                     

 

 

記者会見資料 

総合政策部 財政課 

(担当 砂山 ２２－９３３１) 

 

１．件  名  

 令和５年度当初予算（案）の概要について 

   ～過去最大の積極予算～ 

 

２．内 容  

（１）予算編成の考え方 

本市の財政は、ウィズコロナのもとで景気の持ち直しが期待され、歳入の根幹

を占める市税収入は回復の傾向が見られる一方、現下の物価上昇等の影響に

より、景気の先行きは不透明な状況に置かれています。このような状況のなか、

少子高齢化の進展等による社会保障関連経費の増加、大雨災害等に対する防

災・減災対策、老朽化が著しい公共施設の長寿命化対策、グリーントランスフォ

ーメーション（ＧＸ）及びデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進など、喫

緊の課題への対処が求められております。将来に渡り健全財政を維持しつつ、

市民の安全、健康、快適な生活を確保するうえで不可欠な行政サービスを提供

していくためには、これまで以上に事業の「選択と集中」を推進し、限られた財源

を効率的・効果的に配分する必要があります。 

これらを踏まえ、令和５年度当初予算は、市民の「安全・安心な暮らし」を確保

することを最優先事項に掲げ、道路・橋梁や公園、学校、保育所等の公共施設に

おける維持修繕・長寿命化対策について、予算を重点的に配分することとし、市

民が今後も住み続けたいと思える都市環境と田園環境が調和したゆとりと潤い

のある「田園環境都市小山」を築くとともに、グリーン社会の実現に向けて「第８

次小山市総合計画」に掲げる７つのまちづくりの基本目標を達成するための諸

施策について、ＳＤＧｓとの一体化を図りながら、効率的・効果的に推進すること

ができるよう予算を編成いたしました。 

 

（２）予算の規模 

令和５年度一般会計当初予算の規模は、前年度比 32億 5千万円、5.0％増

の６81 億円（過去最大）となりました。 

  （市道補修、生活道路舗装修繕、及び小中学校施設改修等について、令和４年

度１２月補正予算及び２月補正予算において６億８千万円の一部前倒しを行い、

一体的に編成） 
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（３）予算の特徴 

① 「田園環境都市小山」の推進  

本市の魅力あふれる環境を将来世代に確実につなぐため、引き続き「田園  

環境都市ビジョン」の策定を進め、都市環境と田園環境の調和ある発展を目指

す、持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。 

② カーボンニュートラルの推進    

市民が快適で利便性の高い暮らしを持続できるようにするため、カーボンニ 

ュートラルシティを宣言し 2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロに

することを目指すとともに、脱炭素ライフスタイルへの転換に取り組んでまいり

ます。 

③ 公共施設の適正管理及び長寿命化  

老朽化が著しい道路・橋梁、公園、学校、保育所等の公共施設の長寿命化対

策を推進するとともに、人口減少社会を見据えた公共施設の最適な配置に取

り組んでまいります。 

④ 防災対策の強化  

台風や集中豪雨による大規模浸水被害への対策として、豊穂川の河道の拡

幅・築堤をはじめ、調節池の整備や集団移転の推進等、豊穂川・杣井木川流域

の排水対策の強化に取り組んでまいります。 

⑤ 産業・都市・教育基盤の整備  

令和５年度計画最終年度の「都市構造再編集中支援事業間々田駅周辺地

区・大谷地区」、令和５年度竣工予定の「大谷地区中心施設」の他、粟宮新都心

第一土地区画整理及び間々田のじゃがまいた伝承館の整備等を着実に推進し

てまいります。 

 

（４）事業概要  別冊の通り 

 

 

 
 

 

 

 

(参考)主な経費の比較 (単位:百万円、％)

金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 構成比

31,666 46.5 31,819 49.1 △ 153 △ 0.5 △ 2.6

9,843 14.5 9,965 15.4 △ 122 △ 1.2 △ 0.9

16,175 23.7 15,841 24.4 334 2.1 △ 0.7

5,648 8.3 6,013 9.3 △ 365 △ 6.1 △ 1.0

9,444 13.9 7,642 11.8 1,802 23.6 2.1

対前年度比

義 務 的 経 費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

投 資 的 経 費

性質別
令和5年度 令和4年度
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令和５年度当初予算 新規・重点事業（企業会計を除く） 

 

（単位：千円） 

１．協働によるまちづくりと 誰もが活躍できる社会・ひとづくり 

 【1】みんなで進める協働のまち 

  市民フォーラム事業〔756〕、市民協働推進事業〔8,625〕、地区まちづくり推進事業〔16,700〕、

(新)小山駅周辺地区まちづくりプラン推進事業〔2,000〕 

 【2】心ふれあうコミュニティと多文化共生･国際交流 

  大谷地区中心施設整備事業（竣工）〔1,075,322〕、多文化共生推進事業〔5,380〕、国際交流

事業〔6,499〕 

 【3】互いに思いやり認め合う地域社会 

  平和都市宣言事業〔4,723〕、人権教育指導啓発事業〔1,438〕 

 【4】互いに尊重し合いともに活躍できる男女共同参画  

  女性の人材育成支援事業（(新)一般事業主行動計画策定支援）〔741〕 
 

２．持続可能な行財政運営と 広域連携による行政・ひとづくり 

 【1】行政サービスの向上と効率的な行財政運営 

  ＤＸ推進事業（(新)地域活性化起業人材活用）〔8,061〕、シティプロモーション推進事業

（(新)市公式ＨＰリニューアル）〔5,189〕、ＩＣＴ利活用事業〔18,303〕、ＢＰＲ支援事業

〔12,000〕、(新)オンライン申請システム事業〔4,950〕、基幹系業務システム事業（(新)

システム標準化・共通化）〔362,589〕、(新)マイナンバーカード出張申請サポート事業

〔7,200〕、市税等コールセンター運営事業〔14,526〕、小山評定ふるさと応援事業

〔2,000,400〕 

 【2】公共施設の最適な配置と適正な維持管理 

  新庁舎整備事業（外構〈車庫棟・エレベーター他〉）〔427,700〕、(新)公共施設等有効活用

推進事業〔5,000〕、公共施設長寿命化事業（公立保育所長寿命化事業〔後掲 3-【2】〕、小中

義務教育学校長寿命化事業〔後掲 3-【3】〕、道路・橋梁長寿命化事業〔後掲 4-【2】〕、市営

住宅長寿命化事業〔後掲 4-【3】〕、公園施設長寿命化事業〔後掲 5-【2】〕、旧保健・福祉セ

ンター長寿命化事業（屋上・外壁改修設計、受水槽・給水管、受変電設備、屋内消火栓、

内装）〔85,700〕）、(新)保健センター分室解体工事事業〔54,665〕、(新)旧桑保育所解体工

事事業〔18,000〕、(新)学校跡地利用検討事業（旧豊田南小・北小）〔14,331〕、学校適正配

置等推進事業（(新)学校適正配置等調査検討）〔2,787〕、(新)市立武道館解体工事事業

〔21,200〕 

 【3】定住自立圏構想の推進 

  小山地区定住自立圏構想推進事業（(新)圏域魅力発見・発信推進）〔3,502〕 

 【4】自立性の高い都市 

  移住定住促進事業〔41,998〕 
 

３．未来を担う次世代の育成と 学び・文化を育むひとづくり 

 【1】ともに明るい家庭を築けるまち 

  (新)出産・子育て応援交付金給付事業〔121,000〕、妊産婦健康診査費助成事業〔104,308〕、

妊産婦医療費助成事業〔32,000〕、不妊治療費助成事業〔20,000〕、産後ケア事業〔5,150〕 
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 【2】未来を担うおやまっ子育成 

  公立保育所長寿命化事業（空調設備・屋根・外壁等改修〈やはた〉、屋根改修〈出井〉、屋

根・外壁改修設計〈城北〉、耐震診断〈網戸・出井・中久喜・もみじ〉）〔115,530〕、(新)学

童保育館施設整備事業（(仮)新羽川小学童設計）〔6,043〕、認定こども園等施設型給付事業

〔2,450,000〕、民間保育所入所委託料〔2,460,000〕、放課後児童健全育成事業（(新)みの

り幼稚園）〔370,000〕、特別保育事業等推進事業（(新)保育体制強化）〔258,452〕、子ども・

子育て支援事業計画策定〔5,073〕、こども医療費助成事業（(新)高校生等）〔635,000〕、要

支援児童生活応援事業〔19,709〕、(新)養育費確保支援事業〔265〕 

 【3】確かな学力･豊かな心･健やかな体を育む学校教育 

  小中義務教育学校長寿命化事業（屋上防水〈乙女小、三中〉、廊下床改修〈二小〉、屋内運

動場屋根改修〈間々田小、中小、城南中〉、屋内運動場空調機設置〈大谷中、桑中、絹義務〉、

プール改修〈羽川小〉、剣道場床改修〈桑中〉、剣道場屋根改修＜絹義務＞、トイレ改修〈設

計:小学校 5 校、中学校 4 校〉他）〔608,100〕、校具教材備品整備事業（(新)放送機器更新

〈小学校5校、中学校 1校〉他）〔80,270〕、小中義務教育学校パソコン･タブレット端末配

置事業（(新)ＧＩＧＡスクール運営支援センター）〔748,852〕、学校教育支援システム開発

事業（(新)学校保護者間連絡ツール構築）〔9,387〕、学校給食調理場修繕･備品購入事業

〔54,944〕、(新)地域部活動推進事業〔835〕、学校給食食材費購入補助事業（地場産物・物

価高騰分）〔110,918〕 

 【4】豊かな人と地域を創る生涯学習環境 

  生涯学習センター運営事業（直営化、トイレ改修）〔42,339〕、放課後子ども教室推進事業

〔1,880〕、(新)小野塚イツ子記念館改修事業〔2,398〕、中央図書館施設改修事業（特定天

井落下防止設計、トイレ改修、雨漏り修繕）〔18,700〕 

 【5】多彩で個性ある市民文化とスポーツのまち 

  中央市民会館運営事業（(新)中央市民会館整備検討、特定天井落下防止改修）〔185,306〕、

(新)間々田のじゃがまいた伝承館整備事業（設計、用地購入）〔139,765〕、摩利支天塚･琵

琶塚古墳等整備･発掘調査事業〔50,755〕、(新)美術館構想調査検討事業〔5,000〕、(新)第

4 次スポーツ推進基本計画策定事業〔4,500〕、(新)マラソンイベント開催事業〔3,000〕、

有料体育施設管理事業（原之内公園クラブハウストイレ改修、小山運動公園燃料貯蔵庫設

置・第二変電所電灯変圧器取替）〔174,985〕、(新)市営弓道場整備事業（計画策定）〔1,320〕 

 

４．暮らしやすく住み続けたい 地域の活力を生かしたまちづくり 

 【1】都市と田園が調和した持続可能なまち 

  田園環境都市ビジョン策定事業〔10,897〕、都市計画土地利用調査事業〔3,000〕、ウォーカ

ブルなまちづくり推進事業〔9,400〕 

 【2】みんなの暮らしを支える生活基盤整備 

  (新)小山駅東口駅前広場再整備事業（事業化検討）〔10,000〕、粟宮新都心第一土地区画整

理事業（組合負担金）〔500,000〕、県営経営体育成基盤整備事業（大谷東部）〔31,095〕、(新)

県営水利施設等保全高度化事業（亀の子堰）〔6,260〕、(新)県営農地中間管理機構関連農地

整備事業（粟宮地区）〔2,575〕、農地耕作条件改善事業（農業用用排水路整備等8地区、農

道整備 1 地区）〔142,204〕、日本型直接支払制度〔252,860〕、コミュニティバス運営事業

〔221,696〕、ＭａａＳ等新技術活用検討事業〔6,000〕、(新)小山外環状線道路整備推進事

業〔3,000〕、道路新設･改良事業（市道7･9･30･263･1198、(新)19・262・1110号線他）〔592,090〕、
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小山駅周辺地区･粟宮地区第二期、間々田駅周辺地区第三期、大谷地区道路整備事業

〔670,316〕、思川駅北口地区整備推進事業〔64,000〕、道路補修事業（長寿命化等含む）

〔660,000〕、3･4･101 城東線道路改良事業〔196,653〕、橋梁長寿命化修繕事業〔38,000〕、

新田橋新設事業〔6,000〕、市内排水対策事業〔40,000〕 

 【3】住みたい住み続けたい住環境 

  市営住宅長寿命化推進事業（(新)第3期公営住宅等長寿命化計画策定）〔109,200〕、木造住

宅耐震対策助成事業〔18,660〕、空家等対策事業〔20,597〕 

 【4】恵まれた立地条件を最大限生かした活力と魅力にあふれた産業・地域創出 

  工業振興奨励金交付事業〔63,776〕、企業誘致促進助成金交付事業〔48,110〕、工業団地イ

ンフラ調査事業〔3,000〕、小山市共通商品券発行事業（(新)デジタル商品券発行）〔100,000〕、

中心市街地商業出店等促進補助（(新)創業加算）〔5,750〕 

 

５．魅力ある自然を守り 伝統を継承するまちづくり 

 【1】自然環境の保全・活用とエコツーリズムの推進 

  渡良瀬遊水地湿地保全及び賢明な利用推進事業〔15,953〕、(新)大沼整備事業〔50,550〕 

 【2】やすらぎと潤いのあるまち 

  城山(祇園城)公園再整備事業〔108,000〕、間々田八幡公園改修事業〔100,800〕、小山東部

第一地区内公園整備事業〔34,440〕、(新)駅東公園改修事業（基本計画）〔6,700〕、小山総

合公園整備事業((新)再整備基本設計)〔13,800〕、街区公園整備事業（(仮)もみじ山、(仮)

喜沢南部、神山）〔91,901〕、公園施設バリアフリー化整備事業（自由ヶ丘）〔11,402〕、公

園施設長寿命化対策事業〔38,000〕、第 2 期公園施設長寿命化計画策定事業〔13,000〕、公

園管理事業〔531,835〕 

 【3】豊かな田園環境を生かした健全な農業生産を育む体制の推進 

  経営所得安定対策事業〔44,780〕、担い手・農地総合対策事業（(新)集落営農活性化プロジ

ェクト、(新)地域計画策定支援）〔21,461〕、環境にやさしい農業推進事業（(新)有機転換）

〔22,351〕、(新)水田麦・大豆産地生産性向上事業〔6,000〕、(新)第5期地産地消・食育推

進計画策定事業〔4,000〕、新規就農者育成事業〔45,745〕、(新)畜産クラスター事業〔15,000〕、

イノシシ農業被害等対策事業〔7,456〕、(新)農村活性化推進事業〔10,000〕 

 【4】本場結城紬をはじめとする誇れる伝統産業を生かしたまち 

  本場結城紬生産振興普及事業（後継者育成、生産振興、プロモーション、購入補助）〔27,067〕 

 

６．人と自然が共生した 地球にやさしいくらしづくり 

 【1】守り育てる環境共生のまち 

  (新)カーボンニュートラル推進事業（カーボンニュートラルシティ宣言、脱炭素型ライフ

スタイル奨励、次世代自動車普及促進、(仮)地球温暖化対策実行計画策定他）〔85,974〕、

生物多様性推進事業〔8,673〕 

 【2】衛生・循環型社会の実現 

  ごみ減量化事業〔24,926〕、浄化槽設置事業（(新)宅内配管）〔51,958〕 

 

７．市民が生き生き 安全・安心で健康なくらしづくり 

 【1】災害に強く安全安心なまち 

  排水強化対策事業（豊穂川整備:大日橋・大行寺橋・新川橋用地取得･補償、旧橋撤去、下

5



                 

 

部工工事等、準用河川整備:河道・調節池測量･設計等、杣井木川対策:集団移転事業計画、

輪中堤設計、田んぼダム推進補助、(新)洪水ハザードマップ改訂）〔819,109〕、消防車両整

備（災害対応特殊はしご付消防自動車〈消防署〉、災害後方支援車〈消防本部〉、災害対応

特殊水槽付消防ポンプ自動車〈間々田分署〉、消防団車両〈西黒田･立木〉）〔345,485〕、防

火水槽整備（南小林･寒川）〔28,182〕、自主防災組織育成事業〔5,145〕 

 【2】地域で安全に暮らせるまち 

  交通安全施設整備事業（(新)地域防犯灯調査・更新、(新)キッズゾーン・通学路路面標示

他）〔56,365〕、防犯カメラ設置事業〔2,681〕 

 【3】生きがいを持ち安心して暮らせるまち 

  (新)認知症高齢者グループホーム施設整備事業〔48,702〕、(新)定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所整備事業〔19,940〕、(新)いきいきふれあいセンター整備事業（「みつわ」

トイレ）〔4,500〕、(新)すこやか長寿プラン2024策定事業（第10期高齢者保健福祉計画、

第9期介護保険事業計画）〔3,000〕、緊急通報体制整備事業〔10,716〕、移送サービス〔10,078〕、

生活支援体制整備事業《介護保険特別会計》〔32,291〕、地域包括支援センター運営事業《介

護保険特別会計》〔164,859〕、認知症総合支援事業《介護保険特別会計》〔3,531〕 

 【4】ともに支え合うあたたかい福祉環境 

  生活保護事業〔2,434,800〕、ひきこもり相談支援事業〔543〕、障がい者介護給付事業

〔2,700,000〕、障がい児通所支援事業〔1,200,000〕、(新)障がい福祉計画策定事業（第 7

期障がい福祉計画、第 3期障がい児福祉計画）〔3,000〕、重度心身障がい者医療費助成事業

〔250,000〕、成年後見制度利用支援事業［介護保険特別会計と合同］〔10,264〕 

 【5】みんなが健康長寿で安心できる暮らし 

  予防接種事業（(新)こども・妊婦インフルエンザ助成）〔540,000〕、生活習慣病・がん検診

事業（(新)集団検診予約システム用コールセンター業務）〔226,661〕、医療用補正具購入費

助成事業（(新)乳房補正具））〔2,340〕、保健対策推進事業（(新)フレイル対策）〔1,566〕、

救急医療体制整備事業（輪番制、二次救急、在宅当番）〔88,793〕、(新)健康都市おやまプ

ラン21策定事業（第 3次プラン21、第2次歯科保健、第 2次地域医療）〔5,230〕 
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記者会見資料 

総務部 行政総務課 

（担当 黒川 22－93１１） 

 

１．件 名 

 小山市名誉市民顕彰式の開催について 

～前小山市長 大久保寿夫氏の功績を称え～ 

 

２. 要 旨 

 ５期２０年にわたり市長を務め、市政発展に多大な貢献をされ、令和３年１１月

に地方自治功労で旭日中授章を受章された前小山市長 大久保寿夫氏を、小山

市５人目となる名誉市民として顕彰するため、下記のとおり顕彰式を開催するも

のです。 

 

３．内 容 

  小山市名誉市民顕彰式 

  日時：令和５年３月１５日（水）午前１１時開式（受付開始午前１０時） 

  会場：小山市立文化センター大ホール 

  駐車場：庁舎西側駐車場 

  招待者：国会議員、県議会議員、市議会議員、県内及び近隣自治体の首長及び

議長、市の関連団体、大久保氏のご親族等 

 

４ 式次第 

①開式のことば  

②市歌（斉唱せず歌付きの音楽を流します）         

③式辞 

④あいさつ 

⑤顕彰状及び名誉市民章授与 

⑥祝辞 

⑦名誉市民あいさつ  

⑧花束贈呈                

⑨万歳三唱         

⑩閉式のことば    

※司会：甫坂裕子さん（おーラジパーソナリティ） 

※手話通訳有り 
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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  

「大つけ麺博ｐｒｅｓｅｎｔｓ帰ってきた最強ラーメン祭」の開催について 

～全国の名店が４年ぶりに小山へ集結～ 

 

２．主   催  

大つけ麺博ｐｒｅｓｅｎｔｓ帰ってきた最強ラーメン祭実行委員会  

（運営事務局：株式会社ブルースモービル〈東京都港区〉及び市内ラーメン店）  

３．後   援（予定） 

小山市、（一社）小山市観光協会、小山商工会議所  

４．開催日時（予定） 

令和５（2023）年  

第１陣：３月３１日（金）～４月２日（日） 

第２陣：４月  ７日（金）～4 月９日（日） 

第３陣：４月１４日（金）～４月１６日（日） 

第４陣：４月２１日（金）～４月２３日（日）   延べ１２日間  

〈時間〉金曜日：午後５時～９時、土曜日：午前 11 時～午後９時、 

日曜日：午前 11 時～午後８時  

５．会   場  

小山御殿広場  

６．開催内容  

平成 30（2018）年に栃木デスティネーションキャンペーンの目玉イベントの一つと

して初開催し、大人気を博したラーメンイベントが小山市に帰ってきます。  

全国のラーメン店の中から選りすぐった人気店３２店舗が、思川桜の見頃の時期を

迎える小山御殿広場に集結します。 

小山市の食材を活用した地産地消オリジナルメニューの考案も予定しています。  

会場設置のステージは企画中です。 

 

７．問合せ先    「大つけ麺博 presents帰ってきた最強ラーメン祭」実行委員会   

TEL：０３－３４０１―６６５２（株式会社 ブルースモービル） 

8

2002007
長方形



  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 

令和 4年度「渡良瀬遊水地ヨシ焼き」の実施について 

～当日の降灰にご注意ください～ 

 

２． 内 容 

   渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会は、本年度の渡良瀬遊水地のヨシ焼きを下記のとお

り実施します。 

 

３． 実施日時 

令和 5(2023)年 3月 4日（土）午前 8時 30分～ 

※雨天・強風等により実施できない場合 

第１予備日：令和 5(2023)年 3月  ５日（日）午前 8時 30分～ 

第２予備日：令和 5(2023)年 3月 11日（土）   〃 

第３予備日：令和 5(2023)年 3月 12日（日）   〃 

 

４． 実施体制 

① 主催：渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会 

② 連絡会構成： 

周辺４市２町（栃木市、小山市、古河市、加須市、板倉町、野木町）及び関係消防

署、国土交通省利根川上流河川事務所、渡良瀬遊水地利用組合連合会、（一財）

渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 

 

５． ヨシ焼きの目的と効果 

① 立ち枯れたヨシを焼くことで、貴重な春植物の発芽に必要な日照を確保すると

ともに、若いヤナギなどを焼くことにより、大きな樹林になるのを防ぐ。 

② 冬場に枯れヨシの中で越冬し、周辺地域の農作物に被害を及ぼす病害虫を駆除

し、ヨシズ等の材料となる良質なヨシを育てる。 

③ 野火（ヨシ原の火事）を防ぎ、地域の防災に役立つ。 

 

６． その他 

① 実施前日の 17時から、ヨシ焼き終了後に安全が確認されるまで、渡良瀬遊水地

全域（ゴルフ場を除く）が立入禁止となります。 

② 実施当日は、栃木市藤岡遊水池会館１階に実施本部及び報道機関受付を設置し

ます。当日の問い合わせは、（℡0282-62-1161）へお願いいたします。 
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○実施範囲：渡良瀬遊水地全域（対象面積：約 1,500 ヘクタール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ：ヨシ焼きが行われる場所（予定） 

実施前日 17 時から当日のヨシ焼き終了後に安全が確認されるまで、上記

「     」の点線内は、立入禁止となります。 
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  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） 

教育委員会 文化振興課 
（担当 佐久間 ２２－９６６０） 

 

１．件 名 

ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」パネル等の展示について 

～小山評定など小山市史跡に再注目しませんか～ 

 

２. 要 旨 

 小山市は、昨年の NHK大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」に下野の豪族として描かれた小

山朝政公の出身地であり、現在放映されている「どうする家康」の主人公・徳川家康が、

慶長５（１６００）年７月に、軍議「小山評定」を開いたといわれています。 

この度、ＮＨＫ宇都宮放送局から「どうする家康」の放映に合わせ、パネル展を企画し

ていただけることとなり、大河ドラマ出演者への興味・関心と併せて、本市で保有して

いる資料も一緒に展示し、「小山評定」を含めた歴史を知って頂く機会とするものです。 

 

３．掲示物 

(1)NHK宇都宮放送局（NHK大河ドラマ「どうする家康」） 

・出演者５人等身大パネル 

・作品紹介ポスターパネル７種類 

 (2)小山市展示物 

・徳川家康が関ケ原の戦いなどで着用した甲冑のレプリカ 

金陀美具足（きんだみぐそく） 

伊予札黒糸威胴丸具足（いよざねくろいとおどしどうまるぐそく）） 

・小山評定周知ポスター ※添付資料参照 

・「どうする家康」１５話、１７話の小山市ロケ地紹介 

・小山市立博物館特別展の紹介 

(３)小山市観光協会 

 ・小山評定手ぬぐい、関ケ原の合戦に参戦した武将カードのサンプル展示 

 

４．展示期間及び場所 

期間：令和５年２月１３日（月）～２０日（月） 

時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

場所：小山市役所本庁舎１階多目的スペース 
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