
定 例 記 者 会 見 
日時 8月 27日（木）15時から 

  場所 市役所4階大会議室     

1 開  会 

2 配布資料の確認 

3 市長挨拶 

4 記者発表（市長） 

① チームにらさきエール商品券事業 

② 新型コロナウイルス感染症との同時流行に備えた、 

インフルエンザ予防接種費用助成金 

③ サンクスフェスタ・韮崎 

④ 東京オリンピックを通じた学習活動 

⑤ 韮崎市立中学校吹奏楽部演奏会 

⑥ 令和２年度 韮崎市総合防災訓練 

⑦ 韮崎市・北杜市合同 就職ガイダンス 

⑧ ニーラがお願いかなえます事業 

⑨ 韮崎観光フォトコンテスト 

⑩ 韮崎大村美術館収蔵作品展 「美を探るⅠ」 

⑪ 第 50回 世界児童画展～山梨県展～ 

5 質疑応答 

6 令和２年第3回韮崎市議会定例会案件について（総務課長・総合政策課長） 

7 質疑応答 

8 そ の 他 

9 閉  会 



① チームにらさきエール商品券事業 

１．目的 

新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響を緩和するため、プレミアム付商 

品券を発行し、地域における消費を喚起・下支えします。併せて、新型コロナウイルス感

染症予防対策への意識を市民・事業者に浸透させ、予防対策を行う事業者を応援します。 

２．商品券の内容 

（１）購入対象者  市民または市内の事業所に在勤する者 

（２）購入限度額  １世帯あたり合計50セット（50万円分）まで 

   制限販売   １世帯あたり5セット 

   制限解除販売 １世帯あたり45セット（制限販売で完売した場合は、終了） 

（３）プレミアム  30％ ※1セット13,000円分の商品券を10,000円で販売 

   構成（予定）：1,000円券×13枚、1万円券×1枚＋1,000円券×3枚、 

          1,000円券×5枚＋500円券×3枚 

（４）販売総額   3 億 9千万円（33,000セット） 

（５）販売予定日  令和２年11月1日（日）※予定 

  ※販売開始から１～２週間程度を制限販売とし、その後制限解除販売とします。 

  なお、制限販売期間中に商品券が完売した場合、制限解除販売はいたしません。 

（６） 使用期間   令和２年11月 1日（日）※予定～令和3年2月 21日（日） 

（７）販売場所   韮崎市役所、韮崎市商工会 

  ※販売開始時は、混雑が予想されますので、感染予防対策（３密回避・マスク着用・ 

接触確認アプリの推奨）を実施します。 

（８）注意事項  他の商品券等や電子マネーの入金・たばこなどは購入できません。 

３．加盟事業所募集（令和２年９月から募集） 

  加盟要件は、韮崎市内に事業所や店舗を構え事業を営む者で、新型コロナウイルスの感 

染予防を推進し、本事業の趣旨に賛同する事業所とします。 

※対象業種は、申請時に感染予防に取り組むことを宣言した書面（グリーンゾーン認定施 

設は不要）の提出と店舗への掲示が必要です。 

 ※対象業種：小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの業種 

※宣言施設は、山梨県グリーンゾーン認定施設と併せて市ホームページや商品券ポスタ 

ーなどでPRします。 

４．実施主体 

■商品券事業実施者：韮崎市 

■商品券事業受託者：韮崎市商工会 

５．問い合わせ 産業観光課 商工観光担当（内線213～216） 

コロナに負けるな！がんばれにらさき応援 プレミアム付商品券 

地元でお金を使い、ふるさとを元気に！  
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② 新型コロナウイルス感染症との同時流行に備えた 

インフルエンザ予防接種費用助成金 

１．目的 

今冬におけるインフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行を予防し、併発に

よる重篤化の回避と医療現場の負担軽減のため、処置や診察に介助が必要となる小

児をはじめ、園や学校などの集団生活の機会が多い１８歳以下の市民を対象に予防

接種にかかる費用助成を行い、インフルエンザワクチンの接種を推奨する。 

２．対象年齢及び助成内容 

 ・韮崎市に住民登録があり、インフルエンザ予防接種を希望する18歳以下の方 

 ・助成金額（上限） 

 １回目：2,500円（18歳以下の者） 

  ２回目：2,500円（13歳未満の者） 

       ※年齢は接種日時点。 

３．助成期間 

  令和 2年 10月～令和 3年 1月 

４．接種場所 

  指定医療機関 

５．問い合わせ 

健康づくり課 健康増進担当  0551-23-4310
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④ 東京オリンピックを通じた学習活動 

１．趣旨 

７月１７日に東京オリンピック組織委員会から来年の大会日程が発表され、本市出

身でレスリング男子グレコローマンスタイル６０kg級に出場が決定している文田健一

郎選手は来年８月１日の１・２回戦から登場する予定となっています。 

こうした中、新型コロナウイルス感染拡大を受け、日本レスリング協会は次回の全

日本合宿の開催を延期するなど、練習環境が整わない状況下、文田選手は、憧れの舞

台に立って勝利する五輪への思い胸に、モチベーションを維持し、日々、トレーニン

グに取り組んでいるとの報道もありました。 

このため、文田選手に市内小中学校の児童・生徒から様々な形でメッセージを届け

地元からの応援の機運の醸成に繋げていくものです。まずは、文田選手の母校である

韮崎北西小学校、韮崎西中学校をはじめ、市内全小中学校で総合的な学習の時間また

は道徳の授業において、文田選手の世界選手権で金メダル獲得に至る道のりなどを映

像化した番組を活用し、文田選手の人となりやレスリング競技への関心を高めた上

で、応援メッセージを届けます。 

２．実施内容 

   ・校舎内への文田選手のこれまでの活躍や近況を報じる新聞記事の掲出 

   ・授業（総合的な学習の時間または道徳）での教材ＤＶＤ視聴 

   ・感想文や応援メッセージ（寄せ書き・手紙・絵画など）の制作 

   ・応援メッセージ（エフエム八ヶ岳）の収録      ※放送は９月中を予定 

３．実施期日（韮崎北西小学校、韮崎西中学校） 

 令和２年８月２５日（火）～９月第１週目：予定 

４．使用教材 

NHK「アスリートの魂 ライバル～男子レスリング 太田忍×文田健一郎～」 

   （小学校高学年・中学校） ４４分 

５．その他 

    上記２校以外の市内小中学校５校については、９月第２週目以降、新聞記事の巡 

回掲出にあわせて同様の取組みを行います。 

６．問い合わせ 韮崎市教育委員会（内線260） 
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⑤ 韮崎市立中学校吹奏楽部演奏会 

１．趣 旨 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年７月に韮崎西中学校及び韮崎東中

学校が出場している山梨県吹奏楽コンクールが中止（H30には西中学校は西関東吹奏

楽コンクールにも進出）となりました。 

また、１１月に予定していました、韮崎市生涯学習フェスタにおいては、両校の吹

奏楽部を含む発表部門が中止とされました。 

５月下旬の学校再開以降、両校では「部活動の再開に関するガイドライン」に基づ 

き段階的に運動部・文化部ともに部活動を開始し、運動部活動は、一部競技を除いて 

県総体が開催されましたが、文化部活動については、現在、県内での発表は可能とさ

れているものの、当面、校外での発表の機会は得られる見通しは立っていません。  

このため、３年生をはじめとする生徒が家族や学校関係者の前で、日頃の練習の成

果を披露する場として演奏会を実施するものです。 

２．主 催 韮崎市、韮崎市教育委員会 

３．共 催 株式会社ケイミックスパブリックビジネス

４．日 時 令和２年８月２９日（土） 

      韮崎東中学校 開場：10時 30分  開演：１１時 

      韮崎西中学校 開場：13時     開演：13時 30分 

５．会 場 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール 

６．出演者 韮崎東中学校 指揮：吉田菜美先生 部長：伊藤心愛 部員：３７名 

          韮崎西中学校 指揮：宮下奈々先生 部長：中澤悠圭 部員：３１名 

７．曲 目 韮崎東中学校 

  ・動物の謝肉祭～１．序奏と師子王の行進曲 ７．水族館 12．化石 14．終曲～

  ・青と夏 

  ・Official 髭男 dismメドレー 

  ・ジブリメドレー 

  ・ルパン三世 

韮崎西中学校 

  ・千本桜

・Paradise Has No Border 

      ・紅蓮華 

      ・渡月橋～君想ふ～ 

      ・Koi-wazurai 

８．その他 観客は部員の家族及び教職員に限定 

９．問い合わせ 韮崎市教育委員会（内線260） 
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⑥ 令和２年度 韮崎市総合防災訓練

本年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を踏まえた内容で、以下により実施し

ます。 

１．日時

8月30日（日）午前8時から（雨天決行 ※気象警報の発令等を除く） 

※要配慮者の指定福祉避難所搬送訓練は午前７時から実施 

２．災害対策本部における訓練 ※ＮＥＷ（新訓練のみ）
(1)【防災アプリ（新規追加機能）】    午前 8時～午前8時 30分

「被災状況確認機能」と「写真投稿機能」を使い、職員、自治会、消防団から   

避難状況や地域における被害状況を市災害対策本部へ報告する訓練 

(2)【オンラインによる情報共有訓練】  午前 8時 30分～午前10時   

災害時において、迅速かつ的確な対応を図るため、災害対策本部と指定避難所

の情報交換をオンラインにより共有することを目的に訓練を実施する。 

３．訓練内容 

訓練名・内容 会場 対象 

1 福祉避難所訓練 老人福祉センター 
要配慮者 

市職員【中継】 

2 特定地区防災訓練 韮崎北東小学校 

対象地区住民 

NPO法人減災ネット 

市職員【中継】 

3 
特定地区防災訓練 

【フォローアップ訓練】 
穂坂小学校 

対象地区住民 

NPO法人減災ネット 

市職員【中継】 

4 災害協定に伴う避難所運営訓練 
損保ジャパン山

梨研修センター 

要配慮者 

市職員【運営・中継】 

5 

避難所開設訓練（説明会） 

受付方法・間仕切り・テント・段ボ

ールベッドの設置・組立方法の説明

韮崎小学校 市職員【設営・中継】 

６ 
災害協定に基づく災害時応援要請

訓練 
韮崎市・北本市 

韮崎市及び北本市 

災害対策本部【中継】 

４．問い合わせ 総務課 危機管理担当 （内線339･399） 
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⑪ 第５０回 世界児童画展～山梨県展～ 

世界児童画展とは、子どもたちの感性豊かな成長と、国を越えて世界の人々をつなぐことを

目的として開催されている作品展です。 

日本全国をはじめ、世界40の国と地域から応募された、およそ10万点の作品の中から入選

以上の作品を展示する巡回展が、山梨県で初めて開催されます。 

海外のお友達の絵と選ばれた市内の保育園児や小学校児童の絵が展示されます。 

１．会場 韮崎市民交流センターニコリ 地下1階 アートギャラリー １・２ 

     所在地 〒407-0015  山梨県韮崎市若宮１丁目２番50号（TEL.０551－22－1121） 

２．日時 ９月１９日（土）～９月２１日（月・祝） 

９：００～１７：００（最終入館１６：３０）※最終日は１４：００終了 

※入場無料 

３．展示作品 

  国内  山梨県      特選   ８点 

               入選   ６９点 

      他県      特別賞   ７点  （内閣総理大臣賞×１、文部科学大臣賞×１ 

   美育文化協会賞×１、ぺんてる賞×１ 

   読売新聞社賞×１、全国造形教育連盟賞 ×１ 

   日本美術教育連合賞×１） 

                    海外   ４０の国と地域  特別賞  １点（外務大臣賞） 

                  入賞      ９０点（特別金賞、金賞、銀賞、銅賞、ぺんてる賞） 

           文部科学大臣賞（団体の部）  １団体（韮崎市立すずらん保育園） 

総合計  １７６点 

  ※国内応募総数４５,８５９点、海外応募総数３３,５９９点の中から選ばれた作品です。 

  ※市内応募総数317点（特選5点、入選35点、佳作277点） 

４．主催 公益財団法人 美育文化協会 

後援 外務省・文化庁・山梨県教育委員会・韮崎市教育委員会・韮崎大村美術館・読売新聞社・公益社団 

法人日本美術教育連合・全国造形教育連盟 

協力 ぺんてる株式会社・株式会社まあめいく 

５．連絡責任者 公益財団法人 美育文化協会 池田 浩文 

        〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-6-10   

TEL 03-5825-4801 FAX 03-3865-0271 

６．問い合わせ 教育課 生涯学習担当（内線266～268） 

        韮崎大村美術館 0551-23-7775 
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