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小 山 市 民 憲 章 

 

私たちのふるさと小山市は、恵まれた風土と、豊かな伝統のもとに、未来にむかって

躍進する希望あふれるまちです。 

私たちは、小山市民であることを自覚し、誇りをもって新しい時代にふさわしいまち

づくりを進めるとともに、全市民のしあわせと、郷土の繁栄をねがって、この市民憲章

を定めます。 

１ 自然を愛し、緑豊かな美しいまちをつくりましょう。 

１ 歴史を重んじ、教養を深め、より高い文化を育てましょう。 

１ すすんできまりを守り、安全で平和な生活をおくりましょう。 

１ 互いに助けあい、親切でおもいやりのある心を養いましょう。 

１ 働くことに喜びをもち、健康で明るい家庭を築きましょう。 

 

市歌「小山わがまち」 

    宮沢章二 作詞 

    佐藤 真 作曲 
１ 鮎も さくらも 昔のままに 

  春がながれる おもい川 

   小山 わがまち 

      愛の湧く まち 

  ここに働き ここに住み 

     共に 咲かせる 今日の花 

 

  ２ 絹のふるさと 光をつむぎ 

    織るよ この世の 喜びを 

     小山 わがまち 

        幸みのる まち 

     若い望みを かおらせて 

        日ごと 新し 風のうた 

 

  ３ 生きて互いに 分け合う夢よ 

    命 守る灯 あたたかく 

     小山 わがまち  

        未来生む まち 

     窓のすべてを ばら色に 

        染めて 明るく 夜があける 

 

 

小 山 音 頭 

        森 菊藏 作詞 

          押尾 司 作曲 

 

１ ハアー 小山 日本のヨー 要の 都市（まち）よ 

     あの娘 いそいそ 新幹線で 

     どこへ ゆくのか 晴れ姿 サテ 

   ホンニ 小山は 花なら蕾 

    あすへ ふくらむ ソーレ ソレソレ 夢の まち   

           （以下 はやし 同じ） 

２ ハアー 春は 桜のヨー 城山公園 

     あの娘 ほんのり 目元を 染めて 

     注いで くれます 花見酒 サテ 

３ ハアー 間々田 蛇まつりヨー 美田なら お馬 

    飾り はずして 流鏑馬（やぶさめ） みせりゃ 

    みごと 射抜いた 一の的 サテ 

４ ハアー きみと ゆこうかヨー アカシヤ並木 

     橋は 島田か 黒本橋か 

     どこで 告げよと 思川 サテ 

５ ハアー 結城紬はヨー 小山の宝 

     つむぐ 糸あげ 絣をしばる 

     染めりゃ あの娘が 腰で織る サテ 

６ ハアー 小山自慢はヨー 繰り出す みこし 

     こころ 浮き立つ 大杉ばやし 

     千代に 八千代の 朝日松 サテ 

７ ハアー ふたり寄り添いヨー 観晃橋で 

     仰ぐ 夜空の うちあげ花火 

     鮎も みとれる 思川 サテ 

８ ハアー 伸びる 小山はヨー 高鳴る ひびき 

     街は 繁盛で 稲穂は 黄金 

     こころ あわせて まちづくり サテ



 

小山市の紋章 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の花…オモイガワザクラ 

 

昭和 29 年思川を望む丘地で発見されたオモイガワザ

クラは、花弁が 10 片ほどの薄紅色の花を咲かせる変異

種。大木にはならず、開花期はソメイヨシノとヤエザク

ラの中間頃です。 

 

 

 

市の木…シラカシ 

 

 市の公園や神社の境内などに多生するシラカシは自

然な姿を保つ代表的な樹木。幹は天上にそびえ、枝は四

方に勢いよく広がり、自然を守る市民の融和と発展の姿

を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 図案の意味 

 小山の小を図案化したものにして形全体は小山を表 

 し円は市民の融和と中央の山形は市の躍進を象徴す 

 る。 

           

２ 由  来 

 昭和 29 年３月 31日、下都賀郡小山町と同郡大谷村と 

 の合体合併に伴う同年９月 18 日市制施行記念事業 

 として全国各地より応募されたものから、厳選の結 

果決定したものです。 

  

          

 
 

 

市の鳥…セグロセキレイ 

 

セグロセキレイは白と黒のツートンカラーの、渓流地

帯に見られるスマートな日本固有の鳥（翼長 10cm程度）。

思川の清流によく似合い、その姿はクリーン小山を象徴

しているかのようです。 
 

 

 
 



 

 

は じ め に 
 

 

 ここに令和４年度版小山市統計年報を刊行いたします。 

本書は、小山市の人口、産業、経済、教育および文化等の各方面に

わたる基本的な統計資料を総合的に収録し、市勢の現状ならびにその

推移を明らかにしたものです。 

地域社会の発展と市民生活向上のための将来への指針として、広く

活用していただければ幸いです。 

編集にあたっては、できる限り最新の資料を収集し、利用しやすい

よう内容の充実に努めました。今後とも皆様のご指導をいただき、よ

り一層内容の充実・改善を図っていきたいと考えています。 

おわりに、本書の刊行にあたり貴重な資料を提供いただきました関

係各機関の方々に対し、深く感謝の意を表します。 

 

 

   令和５年１月 

 

 

 

 

 

 

                小山市長  浅 野 正 富 



 

凡    例 

 

１． 本書は、小山市に関する市勢の全般にわたる基礎的な統計資料を収録した

ものです。 

 

２． 原則として令和３年度、または令和４年の事実を掲載したものです。基本

的事項でその後調査を行ったものについては最近の事実を掲載しました。 

 

３． 資料は、行政総務課で取扱った各種統計調査と庁内各課、各官公署および

民間団体などで調査したものを収録しました。 

 

４． 統計表中特に注記のない限り、「年」とは暦年（１月～12月）をいい、「年  

  度」とは会計年度（４月～翌年３月）をいいます。 

 

５． 数字の単位は、各表とも左上に明記し、特別なものまたは項目ごとに異な

るものは、表頭に掲げてあります。 

 

６． 資料の出所については、各統計表の右上に明記し、他の統計書または報告 

  書などによる場合は、その書名を掲げてあります。 

 

７． 数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。そのため合計の数と内訳 

  の数の計が一致しない場合もあります。 

 

８． 統計表中該当数値がないものについては「−」を、単位未満のものについて 

  は「０」を、不詳のものについては「…」を、マイナスのものについては「△」 

  を、数値が秘匿されているものについては「Ⅹ」を付けています。 

 

９． 表題のうち「地区別」とは旧町村単位の呼称です。 

 

10.  利用にあたって疑義があるとき、または詳細な資料を必要とされるときは

各資料の出所機関または本市総務部行政総務課統計係に照会してください。 
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小 山 市 の 面 積 171.75k㎡ 

市街化区域の面積 33.32ｋ㎡ 

野木町 

古河市 

結城市 

筑西市 

真岡市 

下野市 

栃木市 

市街化区域 

(令和４年４月１日現在) 



 

小山市人口集中地区境界図 

 

縮尺 1：15,000 

○人口集中地区面積 21.15ｋ㎡  ○人口集中地区人口 98,014人 

※出典 『平成 27年国勢調査報告 第 2巻人口等基本集計結果 その 2都道府県・市区町村編 

③関東Ⅰ』 平成 29年 3月 総務省統計局 編集・発行 



 

小 山 市 の 一 日 
 

 

                        
 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

                    

                       

                                       

 

出  生 3.2 人 

 

死  亡 4.4 人 

 

転  入 22.3 人 

 

転  出 21.7 人 

 

※結  婚 4.1 組 

 

※離  婚 1.1組 

 

※ご み 142ｔ 
  (処理量) 

 

 

※し 尿 10 ㎘ 
(汲取量) 

 

※ガス 22,433 ㎥ 
（家庭用） 

 

※上水道 40,782㎥ 
 （給水量） 

 

※建築申請 2.8件 
 

 

※小山駅 16,359 人 
 （乗客） 

 

※ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 
（乗客） 2,294 人 
 （乗客） 

 

※郵便局 66,085通 
 （配達） 

 

※図書の貸出 
(市立図書館） 1,552 冊 

 

火 災 0.1 件 

交通事故 1.0 件 

 

交通事故死亡者 
   0.01 人 

 

刑法犯発生  3.1件 
検挙 1.0件 

 

救急出動 21.6 件 

 

令和３年 1 月～ １２月 
ただし※は令和３年４月～４年３月 



 

小 山 市 の 市 民 生 活 
 

  

    

   
 

 

                   
                 

   

   

 

 

 

 

                      
 

 
 

 

 

 

                               
 

 
 

 

 

 

                        

人  口  密  度 
（１㎢あたり人口） 

令和 4.4.1 

１世帯あたり人員 

令和 4.4.1 

１世帯あたり 
テレビ受信契約数 

令和 4.3.31 

 

高齢者人口の比率 

令和 4.4.1 

 

968.9 人 

 

 

2.4 人 0.8 件 25.72％ 

１世帯あたり乗用 
自動車台数（軽を含む） 

令和 4.3.31 

市民１人あたり 
市税（個人市民税） 

令和 3 年度 

 

市民１人あたり 
都市公園面積 

令和 4.4.1 

 

農家１戸あたり 
経営耕地面積 

令和 2.2 
 

1.5 台 

 

 

57,772 円  9.13 ㎡  341.7 a 

市職員１人あたり 
市 民 数 

令和 4.4.1 

消防職員１人あたり
市民数(野木町を含む) 

        令和 4.4.1 

 

医師１人あたり 
市民数（歯科を含む） 

平成 30.12.31 

 

教員１人あたり 
児童および生徒数 

令和 4.5.1 
 

 174.1 人 
（消防は含まず） 

（） 
 

 

860.4 人 475.0 人 

小学校 15.1 人 
中学校 14.0 人 

義務教育学校 10.7 人 
 

（） 

 

 

 

１事業所あたり従業
者数(卸売業・小売業) 

平成 28.6.1 

１工場あたり 
製造品出荷額等 

令和 3 年 

 

１住宅あたり畳数 
 

平成 30 年 

 

市民１人あたり 
市 の 予 算 

令和 4 年度 
 

8.7 人 

 

 

 

3,438 百万円 34.5 畳 578 千円 


