
定 例 記 者 会 見 
            日時 11月 24日（火）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 「サンクスフェスタ・韮崎」関連（追加）事業 

② にらさき子育てソング「10年後のきみに…」 

③ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 

④ 令和３年韮崎市成人式 

⑤ 韮崎市生涯学習フェスタ’20 

⑥ 韮崎大村美術館収蔵作品展「美を探るⅡ」 

⑦ 武田の里クリスマスコンサート 

5 質疑応答 

6 令和２年第4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「サンクスフェスタ・韮崎」関連（追加）事業 

 新型コロナウイルスの対応に追われる医療従事者などをはじめ、コロナと戦うすべての

人々への韮崎市及び韮崎市民をあげての感謝の２か月間「サンクスフェスタ・韮崎」が、11

月 20 日（金）からスタートしていますが、すでに発表済みの「イルミネーション in にら

さき」「プロジェクションマッピング」に加え、サプライズ企画として「フラワーウォール」

「にら バル」「ビックアート（モザイク壁画）制作」事業を追加しました。 

1.フラワーウォール 

新型コロナウイルスの対応に追われる医療従事者などをはじめ、コロナと戦うすべての

人々に贈る〝感謝の花束〟に見立てて、韮崎市立病院前庭と韮崎駅前広場（フォトスポット）

の２ヵ所にフラワーウォールを設置しました。 

■設置場所 韮崎市立病院前庭・韮崎駅前広場（２ヵ所） 

■設置期間 11月 20日（金）～令和３年１月17日（日）    

■規格 

【韮崎市立病院前庭】

① サイズ：縦 2.0ｍ／横 1.8ｍ ※自立式 

② 使用した花材：アーティフィシャルフラワー（※） 1,200本 

③ デザインコンセプト：子どもから大人まで、見た方に明るい 

気持ちになってもらえるよう、希望や幸運、夢の象徴である〝虹〟 

と人々の夢や願いを叶えてくれる韮崎市のイメージキャラクター 

〝ニーラ〟を合わせました。虹の７色（赤・オレンジ・黄色・緑 

・水色・青・紫）のうち、ニーラが緑を担当し、希望にあふれた 

元気な韮崎市を表現しています。 

【韮崎駅前広場】 

① サイズ：縦 2.8ｍ／横 2.7ｍ（ハート型フォトスポット含む） 

② 使用した花材：アーティフィシャルフラワー（※） 1,300本 

③ デザインコンセプト：“THANKS”の文字は、背景のグリーン 

と合わせて希望や幸運を表す７色（虹色）になっています。私たち 

みんなが他人を思いやりながら温かい心で過ごせる世界であります 

ように・・・。 

■制作・デザイン フラワーショップクレール（穂坂町宮久保） 

中澤 伸さん／中澤 菜摘さん 

※アーティシャルフラワーとは… 

近くから見ても、手で触っても、生花に見劣りしないよう、メーカー各社が製造技術を競い、高温高圧

でポリエステル布地を成型する新たな技法から開発されて作られたリアルな造花（高品質の造花）。

▲韮崎市立病院前庭

▲韮崎駅前広場
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2.にら バル ※にら
・ ・

さき ガンバル
・ ・

『ボクらのまちをみんなで応援！』のコンセプトのもと、「サンクスフェスタ・韮崎」の

期間中、イルミネーション in にらさきやプロジェクションマッピングにお越しいただいた

来場者をまちなかに誘導するため、感染予防対策に取り組む飲食店をまとめたパンフレッ

トを配布し、店舗を利用してもらうとともに、食材を供給する農林漁業者も支援する取り組

みです。 

■掲載店舗 

まちなか活性化計画エリア内の飲食店で、いずれかの方法で新型コロナウイルス感染症

防止対策が施されている44店舗を掲載。 

※別添パンフレット参照 

3.ビックアート（モザイク壁画）※韮崎市中央公民館協賛 

市内小中学校の児童生徒に協力をいただき、感謝をテーマにデザインした巨大な壁画を

制作し、ニコリ1階の外部に設置します。 

■設置場所 市民交流センターニコリ１階の建物外部 

■設置期間 12月 18日（金）～令和3年1月 17日（日）予定 

■規格 ①縦 288㎝／横384㎝ 

  ②２㎝角の色紙（７色使用）27,648枚を使用。 

■参加数 2,043人（小学1年生～中学3年生の児童生徒）  

※最終仕上げはミアキス（高校生）に協力をいただきます。 

※完成図柄は、児童、生徒にも秘密にしていますので、実物をご覧ください。 

設置位置 
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【参考】プロジェクションマッピング  

内容については、8月27日の定例記者会見で発表したところですが、“サンクスフェス

タ・韮崎”期間中の 12 月 19 日から 27 日の間に開催する「プロジェクションマッピン

グ」において、にらさき子育てソング「10年後のきみに・・・」をＢＧＭに採用し、一般

にお披露目します。 

※詳細は資料4ページでご確認ください。 

プロジェクションマッピング投影イメージ 

■問い合わせ （一社）韮崎市観光協会 0551-22-1991 
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③ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 

1．目的 

来年当初に新型コロナウイルスワクチンの供給が可能となった場合に備え、国の新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保事業実施要綱に基づく体制整備と、速やかにワクチンの接種が実施できるよ

うにするため。 

  なお、現時点では体制整備に向けた詳細が明示されていない部分もあることから、現在実施している 

予防接種事業を参考に必要な項目及び経費を算出しています。 

2．事業内容   

総事業費 33,538千円 

 ・予防接種台帳のシステム改修 

 ・個別の接種勧奨通知に係る受診券、予診票等の作成 

 ・接種に要する費用の算定 

※ 現時点ではワクチンの供給量が不明であり、接種順位についても国で検討段階であるため、「新型コロナウイルス感染症に係るワ

クチンの接種について（中間取りまとめ）（R2.9.25）」で示された接種順位者を参考に、医療従事者、高齢者、基礎疾患を有す

る者、高齢者等施設の従事者、妊婦を対象者と仮定した。 

【参考】厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会（R2.11.9） 資料より抜粋 

3．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 令和３年 韮崎市成人式 

１．日時   令和 3年1月 10日（日） 13時 30分～ 

２．場所   東京エレクトロン韮崎文化ホール・大ホール 

３．対象者  平成 12年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた者 

対 象 R3年（11月 1日現在） R２年（実績） 

全体数 335名  （内 20名） 363名  （内 35名） 

 男 162名  （内 6名） 182名  （内 19名） 

 女 173名  （内 14名） 181名  （内 16名） 

式典出席率       79.34％ 

※（ ）内は市外の在住者等 

４．日程（予 定） 

■受付開始  12：30～  地区（町）別に受付 

■式典開始  13：30～  式典（司会：成人式実行委員）

成人式次第 

①開式のことば   （教育委員会教育長） 

②国歌吹奏    （教育課） 

③市民憲章唱和  （司会） 

④式 辞     （韮崎市長） 

⑤祝 辞     （市議会議長） 

⑥成人の誓い   （成人者代表・成人式実行委員会委員長） 

⑦市民歌吹奏 

⑧閉式のことば  （教育委員会教育長職務代理） 

■記念撮影         14：00～ ＊地区ごと撮影（予定） 

■実行委員による自主企画  14：30～14：50頃 

５．主催   韮崎市・韮崎市教育委員会 

６．主管   韮崎市成人式実行委員会 

10月より新成人の代表（7名）で結成し、準備を進めている

＊中３担任ビデオレター（約20分） 

７．来賓・保護者のご出席 

毎年、市議会議員、代表地区長、社会教育委員、地区公民館長・主事、市消防団長、

小中学校長など来賓の皆様や保護者の方にご出席をいただいておりますが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を踏まえ、見合わせていただくことといたしました。 

※当日の様子はオンライン配信する予定です。 

８．問い合わせ 教育課 生涯学習担当 0551-22-1111（内線266・267）
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⑦ 武田の里クリスマスコンサート 

例年、近隣市町村からも参加・出演する武田の里音楽祭合唱団とプロのオーケストラによる

「武田の里音楽祭」を開催していましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症の関係で合唱

団の参加を見送ることとなりました。 

そこで、N 響団友オーケストラと韮崎高校吹奏楽部による「武田の里クリスマスコンサート」

と名称を変更して開催します。 

全席自由（要整理券）、入場料無料のコンサートとなりますが、入場者数は例年の半分とし、

座れる席を制限しての開催となります。 

十分な感染症対策を行っての開催となりますので是非、ご覧下さい。 

1．日 時 令和2年12月13日（日） 14時～ （開場13時30分～） 

2．会 場 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール 

      所在地 〒407-0012  山梨県韮崎市藤井町坂井205 

3．出 演 N響団友オーケストラ 韮崎高校吹奏楽部 

4．入場料 無料（要整理券） 

5．整理券配布日 令和2年12月5日（土） 10時～ 

6．整理券配布場所・問い合わせ 武田の里文化振興協会事務局 

（東京エレクトロン韮崎文化ホール事務局内） 

Tel:0551-30-0510

7．主 催 一般財団法人 武田の里文化振興協会 

8．後 援 韮崎市、韮崎市教育委員会
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