
 

小山町定例記者懇談会 

 
人の動き（平成 2８年１月 1 日現在） １月 

人 口：１９，３２１人（前月比 △５３人）

世帯数：７，５４０世帯（前月比△２４世帯）
 

★主な会見事項 

１ 災害時に必要な資機材の調達に関する協定の締結 

２ 環富士山火山防災連絡会 平成 27 年度第 2 回定期協議会の開催 

３ “ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談会 

４ 学生向けＵＩＪターン促進事業 

５ 日本「住みたい田舎」に小山町がランクイン！ 

６ 「Eco Car Cup ２０１６」の開催 

７ 「福知山のうまいもの展２０１６」 出店 

  

１/ 
災害時に必要な資機材の調達に関する協定の締結 

（防災課） 

⇒資料１ 

P3 

２月３日（水）午前１１時から、株式会社ナガワと災害時に必要な資機材の

調達に関する協定を締結します。災害等で資機材が必要な場合、ナガワが保有

する資機材の賃借を受ける。資機材は、仮設ハウス・暖房機器・冷却機器など。

２/ 
環富士山火山防災連絡会  

平成 27 年度第 2 回定期協議会の開催 

（防災課） 

⇒資料２ 

P4 

環富士山火山防災連絡会の構成市町村は、山梨県７市町村と静岡県８市町で、

オブザーバーとして、山梨・静岡両県の関係部局のほか、国・警察・消防・自

衛隊・山梨県富士山化学研究所など１７機関で構成されています。２月２日（火）

午後１時３０分から、第２回定期協議会を小山町総合文化会館で開催します。 

３/ 
“ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談会 

（おやまで暮らそう課） 

⇒資料３ 

P5 

 “ふじのくにに住みかえる”静岡移住相談会を２月２７日（土）・２８日（日）

に東京都八重洲口近くの移住・交流情報ガーデンで開催します。県内の多くの

自治体、企業や各種団体が参加する相談会で、小山町は２７日（土）に町の紹

介に加え、小山町周辺の求人情報の紹介も行います。 

  

平成 2８年 1 月 2９日（金）

小山町 企画総務部 町長戦略課 
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４/ 
学生向けＵＩＪターン促進事業 

（おやまで暮らそう課） 

⇒資料４ 

P6 

小山町では、定住人口拡大施策の一環として、学生向けＵＩＪターン促進事

業を株式会社マイナビと進めています。今後は、２回のアイデアソン（グルー

プワーク）の開催や小山町内フィールドワークを実施し東京近郊の１１大学の

学生達に議論していただきます。 

５/ 
日本「住みたい田舎」に小山町がランクイン！ 

（おやまで暮らそう課） 

⇒資料５ 

P7 

移住者向け情報誌の宝島社「田舎暮らしの本」で行った、日本「住みたい田

舎」ベストランキングにおいて、小山町がランクインしました。 

空き家バンクの成約実績で全国８位に、日本「住みたい田舎」ベストランキ

ングで東海エリアで９位になりました。 

６/ 
「Eco Car Cup ２０１６」の開催 

（商工観光課） 

⇒資料６ 

P8 

２月１３日（土）に「Eco Car Cup ２０１６」を富士スピードウェイで開催

します。３時間耐久レースには、小山町役場、御殿場市役所、裾野市役所から

も参加します。 

なお、おもてなしイベントについても２市１町で盛り上げ、小山町からは、

磯部餅（小山町産もち米「峰の雪」を使用した、つきたて餅）を振舞います。 

７/ 
「福知山のうまいもの展２０１５」に出店 

（商工観光課） 

⇒資料７ 

P9 

小山町と観光友好都市提携を結んでいる京都府福知山市で「福知山のうまい

もの展２０１６」が２月２７日（土）・２８日（日）に開催されます。ここに小

山町として出店し、小山町の特産品等の販売及び観光ＰＲを行ってきます。 

 

◇その他の添付資料 

小山町内イベント等一覧（平成２８年２月分）⇒P14 

 

 

 
◇次回の定例記者懇談会は 
2 月 25 日（木）午後３時 30 分～ 役場本庁３階 ３０１会議室で行う予定です。
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災害時に必要な資機材の調達に関する協定の締結 

（防災課） 

（概要） 

 小山町における地震、風水害、富士山噴火等による被害が発生し、または、発生することが予

想される場合において、小山町の要請により、株式会社ナガワと災害時に必要な資機材の調達に

関する協定を締結し、避難所等に必要な資機材の確保を図るものです。 

 

（協定の内容） 

(1) 小山町内に災害が発生し、又は発生する恐れがあり、資機材を調達する必要があると認め

る場合に、株式会社ナガワに対しその保有する資機材の供給を要請し、賃借を受ける。 

(2) 賃借を受ける資機材は、仮設ハウス、暖房機器、冷却機器など株式会社ナガワが保有する

資機材で、応急仮設住宅は除くもの。 

 

（協定調印式） 

〇協定調印日時 

・平成 2８年２月３日（水）1１:０0～（小山町役場 302 会議室） 

〇協定書の調印式出席者（予定） 

・株式会社ナガワ 代表取締役代理 

常務取締役 営業本部長 井上 俊範（いのうえ としのり）様 他 3 名 

・小山町：町長、統括副町長、特命副町長、住民福祉部長、危機管理監 

 

（株式会社ナガワの概要） 

(1) 昭和 41 年創立、本社、東京都千代田区、資本金：2,855 百万 

 (2) ユニットハウス等の製造・販売・賃貸、その他 

 (3) 営業所：全国 76 箇所、自社工場：全国 8 箇所、小山町は、沼津営業所が担当 

                             （株式会社ナガワ HP 引用） 

 

 

 

【問い合わせ先】小山町住民福祉部 防災課 

電話 ７６－５７１５ 

 

資料１ 
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環富士山火山防災連絡会 平成 27 年度第 2 回定期協議会の開催 

（防災課） 

（環富士山火山防災連絡会の設立の経緯） 

(1) 平成 16 年 6 月、国の富士山ハザードマップ検討委員会が最終報告をまとめ、住民が安心

して暮らしていくため、一日も早い火山防災対策を計画し、実行していくことが必要となっ

た。 

   火山災害では、広域避難に必要な施設の確保や避難道路の整備、噴火や地震予知の観測体制

の強化、災害情報の共有化などの連携が重要であり、このような共通の問題をもつ市町村

が、定期的に情報交換を行い、富士山火山防災対策の課題を整理し、関係機関への働きかけ

を共同で実施していく必要があるため、富士山の火山災害リスクを共有する市町村の連携に

賛同した山梨、静岡両県の関係市町村が、平成 16 年秋より連絡会設立のための準備を重

ね、全国で初めて県境を越えた組織となる本連絡会を平成 17 年 4 月に設立した。 

 (2) 平成 18 年 5 月、環富士山火山防災連絡会構成市町村により、災害時相互応援協定を締結 

 

（参加機関） 

(1) 山梨県側（7 市町村） 

 富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、鳴沢村、身延町 

(2) 静岡県側（設立時 9 市町、現 8 市町） 

   富士宮市、沼津市、三島市、富士市、御殿場市、裾野市、長泉町、小山町、（芝川町） 

 (3) オブザーバー 

   山梨県、静岡県、山梨県富士山科学研究所、富士砂防事務所、地方気象台、警察、消防な 

   ど 17 機関 

 

（会長、副会長） 

 (1) 山梨県・静岡県 15 市町で会長・副会長は持ち回りで改選 

 (2) 平成 27 年度 会 長：鳴沢村長(平成 26 年度副会長) 

副会長：小山町長（平成 28 年度 会長予定） 

 

（環富士山火山防災連絡会の活動） 

(1) 会議等 

年 1 回の総会及び年 2 回の定期協議会を開催 

 (2) 内容 

   国、県等への要望書の提出、情報交換、火山学者など有識者による講演 

 

（開催日時等） 

(1) 平成 28 年 2 月 2 日（火） 午後 1 時 30 分から 小山町総合文化会館菜の花ホール 

(2) 内 容(予定) 

   要望書の協議、情報交換及び富士山科学研究所主任研究員による講演 

 

【問い合わせ先】小山町住民福祉部 防災課 

電話 ７６－５７１５ 

資料２ 
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“ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談会 

（おやまで暮らそう課） 

 

 

 平成２８年２月２７日（土）・２８日（日）に、東京駅八重洲口近くにある移

住・交流情報ガーデン（東京都中央区京橋）にて、「“ふじのくにに住みかえる”

静岡県移住相談会」が開催され、２７日（土）に小山町も参加します。 

県内の多くの自治体、企業や各種団体が参加する相談会です。この機会にぜ

ひご参加ください。 

 

１．名 称 “ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談会 

 

２．日 時 平成２８年２月２７日（土） １１：００～１７：００ 

      平成２８年２月２８日（日） １０：００～１６：００ 

 

３．場 所 移住・交流情報ガーデン 

東京都中央区京橋１－１－６越前前ビル１階 

※東京駅（八重洲中央口）より徒歩４分 

 

４．内 容 ・ふじのくに暮らし相談のブース（随時相談可） 

       県内の自治体、企業、各種団体が移住希望者の相談にのります 

       ※小山町は、町職員とハローワーク御殿場職員が出席し、町の

紹介に加え、小山町周辺の求人情報の紹介も行います。 

      ・移住実践者や市町担当者によるセミナー（申込不要） 

       先輩移住者の体験談や、自治体担当者による地域情報の提供、

地域ＰＲなど 

 

５．主 催 静岡県 

 

６．その他 申込不要、参加無料ですので、お気軽にお越しください。 

 

 

     問合せ先：小山町おやまで暮らそう課 岩田、山口 

     電  話：０５５０－７６－６１３７ 

 

 

 

 

資料３
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学生向けＵＩＪターン促進事業 

（おやまで暮らそう課） 

 

小山町では、定住人口拡大施策の一環として、学生向けＵＩＪターン促進事

業を株式会社マイナビと進めています。今回は、第一回アイデアソン（グルー

プワーク）の結果と、今後の予定を報告します。 

第一回は大学生から自由で新しい意見が多く出され、大いに盛り上がりまし

た。第二回以降も活発に議論が進むことを期待しています。 

 

○第一回アイデアソン 

 日 時 平成２８年１月６日（水）１９：００～２１：２０ 

 場 所 株式会社マイナビ本社会議室 

 参加者 ２４名（１１大学の１～３年生） 

 テーマ 小山町への若年層（新卒を含む２０代～３０代）の 

ＵＩＪターン促進について 

 内 容 １９：００～１９：３０ 挨拶、小山町の紹介、テーマ説明など 

     １９：３０～２０：５０ アイデアソン開始 

      ４～５人×５チームでのグループワーク（町職員も参加） 

     ２０：５０～２１：０５ 各チーム発表 

     ２１：０５～２１：１５ 町職員からの総評 

     ２１：１５～２１：２０ アンケート記入、解散 

 

○今後の予定 

 ・第二回アイデアソン 平成２８年２月１０日（水） 

  第三回アイデアソン 平成２８年２月１７日（水） 

  ※場所は株式会社マイナビ本社会議室 

  ※小山町内の企業に参加いただき、企業の課題をテーマとして議論 

  

 ・小山町内フィールドワーク 平成２８年２月２４日（水）・２５日（木） 

  ※学生たちが小山町を訪れ、町内企業や各施設の見学などを行う 

 

 ・全体総括 平成２８年３月上旬（予定） 

  ※場所は株式会社マイナビ本社会議室 

  ※３回のアイデアソン、フィールドワークの結果をまとめる 

 

     問合せ先：小山町おやまで暮らそう課 岩田、山口 

     電  話：０５５０－７６－６１３７ 

 

資料４ 
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日本「住みたい田舎」に小山町がランクイン！ 

（おやまで暮らそう課） 

 

移住者向け情報誌である宝島社「田舎暮らしの本」が２月号（平成２７年１

２月２９日発売）で行った、日本「住みたい田舎」ベストランキングにおいて、

小山町がランクインしましたので報告します。 

 

○空き家バンクの成約実績 

 ・１０ジャンル１０６項目（移住者支援制度の充実度、子育てのしやすさ等）

のアンケートを実施し、回答した全国５７４市町村内のランキング 

 ・空き家バンク制度スタート時からの累計成約数 

 

 全国第８位 小山町（実績１０８件、空き家バンク開始年２０１２年） 

 ※東海エリア・静岡県内では１位 

 ※全国第１位 佐久市（長野県、実績３５１件、開始年２００８年） 

  全国第２位 富良野市（北海道、実績３３３件、開始年２００７年） 

 

○日本「住みたい田舎」ベストランキング 

 ・上記アンケー１０６項目について、１項目＝１点とした場合のランキング 

 

 東海エリア第９位 小山町 ５９点※全国での順位は不明 

 ※静岡県内では３位（１位：浜松市（７１点）、２位：藤枝市（６５点）） 

 ※東海エリア第１位 郡上市（岐阜市、８１点） 

  東海エリア第２位 飛騨市（岐阜県、７４点） 

 ※全国第１位 朝来市（兵庫県、９３点） 

    第１位 岩美町（鳥取県、９３点） 

 

 

 

 

 

 

 

     問合せ先：小山町おやまで暮らそう課 岩田、山口 

     電  話：０５５０－７６－６１３７ 

資料５ 
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「Eco Car Cup ２０１６」の開催 

（商工観光課） 

 

（概要） 

   ハイブリッド車や低燃費車の先進テクノロジーを最大限に活用し、「速く」

「安全に」「低燃費で」走行し総合力を競います。初心者やサーキット未経験者

でも楽しめる 1 時間耐久（Enjoy60）と本格的なレースを楽しめる 3 時間耐久 

（Challenge180）が設定された一般参加型のレースです。 

 小山町はおもてなしイベントとして、小山町産のもち米「峰の雪」を使用し

た、つきたてのお餅を炭火で焼いて参加者に振る舞います。また、お土産とし

て「峰の雪」を使用した、つきたてのお餅（１袋７個入り）の販売も行います。 

 

（内容） 

日時 ： 平成 28 年 2 月 13 日（土） 

場所 ： 富士スピードウェイ 

主催 ： 富士スピードウェイ株式会社 

参加費： Challenge180（3 時間耐久）1 チーム 50,500 円 

     Enjoy60（1 時間耐久）  1 チーム 19,500 円 

   参加資格：普通自動車運転免許をお持ちの方 

    

おもてなしイベント（時間帯 11 時開始予定）※御殿場市と裾野市の内容は予定 

小 山 町：磯部餅（小山町産もち米「峰の雪」を使用した、つきたて餅） 

御殿場市：みくりや蕎麦 

裾 野 市：餃子 

 

【問い合わせ先】 

商工観光課 

電話 ７６－６１１４ 

資料６ 
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「福知山のうまいもの展２０１６」 出店 

（商工観光課） 

 

（概要） 

観光友好都市の京都府福知山市では、福知山の土産、料理、農産物を一堂に

集めて、福知山の魅力や食文化の情報発信を行う「福知山のうまいもの展２０

１６」を開催する。ここに小山町も出店し、町の特産品等の販売や観光ＰＲを

することにより、福知山市民の方々に小山町を知ってもらうと伴に、両市町の

友好を深める。 

  

（内容） 

日時 ： 平成 28 年 2 月 27 日(土)～28 日（日） 

 午前 10 時～午後 3 時 30 分 

場所 ： 福知山市厚生会館 他  

内容 ： 観光推奨土産品や農産物の展示・即売 等 

主催 ： 福知山のうまいもの展実行委員会 

 

※小山町出店特産品（予定） 

 ・水菜漬物、生わさび、わさび漬、わさび最中 等 

 

【問い合わせ先】 

商工観光課 

電話 ７６－６１１４ 

資料７ 
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小山町内イベント等一覧（２月）

開催日 開始時刻 終了時刻 行　　　事　　　名 場　　所 概　　要 担当課 連絡先 資料ＮＯ

２月

２日 13:30 環富士山火山防災連絡会　平成27年度第2回定期協議会 綜合文化会館　菜の花ホール
要望書の協議、情報交換及び富士山科学研究
所主任研究員による講演

防災課 ７６－５７１５ Ｎｏ２

３日 11:00 災害時に必要な資機材の調達に関する協定の締結 小山町役場302会議室
株式会社ナガワと災害時に必要な資機材の調
達に関する協定を締結

防災課 ７６－５７１５ Ｎｏ１

６日 13:00 18:00 あしがら温泉　まったりフェア あしがら温泉
足柄地域金太郎計画推進協議会と足柄サービ
スによる合同企画として、エステ・BINGO大会な
どを実施

足柄支所 ７６－０１３４

１３日 9:00 11:40 小山町スポーツ少年団交流大会 総合体育館 町内各スポーツ少年団が参加する交流大会 小山町体育協会 ７６－７５１１

１３日 Eco Car Cup2016 富士スピードウェイ
ハイブリッド車などの先進テクノロジーを活用し、
「速く」「安全に」「低燃費で」走行し総合力を競い
ます

商工観光課 ７６－６１１４

１４日 9:00 14:00 北郷で遊ぼう！水菜摘み・漬け方体験inみずなの里 阿多野地区水田、鬼太鼓
水菜収穫体験、水菜漬け方講習、水菜料理試
食

北郷支所 ７８－２２１１

２０日 10:00 14:00 富士山の日イベント 道の駅ふじおやま
観光協会主催
大型カルタ取り大会、輪投げ、じゃんけん大会他

小山町観光協会 ７６－５０００

２７日・２８日 9:30 15:30 平成26年度生涯学習フェスティバル 総合文化会館
・各種団体の活動展示 ・体験活動（陶芸、科学
実験等）

生涯学習課 ７６－５７２２
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