
小山町定例記者懇談会 

 
人の動き（平成 2７年５月 1 日現在） ５月 

人 口：１９，３６８人（前月比＋３０人） 

世帯数：７，５１５世帯（前月比＋４９世帯）
 

★主な会見事項 

１ ６月定例会に９議案を提出 

２ 部長マニフェストを作成 

３ 小山町行財政改革審議会から「公の施設のあり方」等の答申 

４ 小山町健康福祉会館リニューアル工事 

５ 婚活支援事業「おやま出逢い大社」 

６ 小山町宅地造成事業の状況 

７ 役場本庁舎エントランス及び外構工事の完成 

８ 静岡県ほたるサミット２０１５ｉｎ小山町大会＆湯船あじさいまつり開催 

９ 平成２７年度 土砂災害に対する防災訓練の実施 

10 平成２７年度 駿東支部消防操法大会の開催 

11 第１２回 富士山国際ヒルクライムサイクルロードレースの開催 

12 「富士山金時材」住まいの耐震博覧会へ出展 

13 特定健診・がん検診受診率アップキャンペーン 

14 第１０回 おやま健康フェスタの開催 

15 第４８回交通安全子供自転車静岡県大会の開催 

16 足柄千年古道ハイキング 

１/ 
６月定例会に９議案を提出 

（総務課） 

⇒資料１

P５ 

６月４日（水）１０：００から小山町議会６月定例会を開会します。提出議

案につきましては、報告が４件、議案が６件となっております。 

２/ 
 

部長マニフェストを作成 

（町長戦略課） 

⇒資料２

 ・別添 

P６ 

本年度から、各部の基本方針や重点的に取組む施策などを明らかにし、町民

の皆様に開かれた行政運営を目指すため、各部長がマニフェストを作成しまし

た。 

３/ 
小山町行財政改革審議会から「公の施設のあり方」等の答申 

（町長戦略課） 
⇒資料３

P７ 

「公の施設のあり方」及び「職員定数管理と組織のあり方」について、５月

２８日（木）午後５時から、役場３０２会議室において行財政改革審議会長か

ら町長に答申があります。 

平成２７年５月２７日（水）

小山町 企画総務部 町長戦略課 
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４/ 
小山町健康福祉会館リニューアル工事 

（健康増進課） 

⇒資料４

P８ 

小山町健康福祉会館のリニュアール工事は、主に各部屋の改修、外壁タイル

の補修、太陽光発電設備の設置、空調設備の改修、駐車場等外構整備です。特

に３階の浴室や脱衣室のスペースがリラクゼーションスタジオやカフェスペー

スへ等へと改修されます。 

５/ 
婚活支援事業「おやま出逢い大社」 

（おやまで暮らそう課） 

⇒資料５

P９ 

町では婚活支援事業として「おやま出逢い大社」と名付け、独身の方の出逢

いや結婚を応援します。おやまで出逢いたい、結婚したい、暮らしたいという

気持ちを町の縁結びの神（町、支援相談員、地域、企業など）が、出逢う機会

の提供及び仲介をします。 

６/ 
小山町宅地造成事業の状況 

（おやまで暮らそう課） 

⇒資料６

P11 

大胡田分譲地「ヒルズ・ギンキョウ」は、６区画に対し、１３件の申込みが

あり、作文審査の結果、全６区画販売済みとなりました。 

南藤曲分譲地「クルドサック１６」は、１６区画に対し、すでに６件の申込

みがあります。 

７/ 
役場本庁舎エントランス及び外構工事の完成 

（総務課） 

⇒資料７

P12 

昨年１１月から実施してきました役場本庁舎エントランス及び外構工事が５

月２９日（金）に完成します。今回設置したキャノピーは、立体トラス構造で

開放的な空間にし、大型観光バスも停車できるようにしました。 

８/ 
静岡県ほたるサミット２０１５ｉｎ小山町大会＆

湯船あじさいまつり開催 

（生涯学習課・商工観光課） 

⇒資料８

P13 

静岡県ほたるサミット２０１５小山町大会が６月２１日（日）に小山町総合

文化会館金太郎ホールで開催します。小山町大会では、「サミット」「イベント」

の２部門を開催し、来場者には学術的な講演、発表等だけではなく飛翔するホ

タルも観賞していただきます。イベントは、湯船公民館を中心にあじさい祭り

を開催します。 

９/ 
平成２７年度土砂災害に対する防災訓練の実施 

（防災課） 

⇒資料９

P16 

平成２７年度土砂災害に対する防災訓練を６月７日（日）９：００から、成

美地区を対象として、成美小学校・金時公園等で実施します。今回の訓練の主

な内容は、ハザードマップを利用した避難経路の確認・ＨＵＧ（避難所運営ゲ

ーム）・基礎訓練・応急対策訓練です。 

  

-2-



10/ 
平成２７年度駿東支部消防操法大会の開催 

（小山消防署） 

⇒資料 10

P21 

６月２８日（日）に小山町生涯学習施設多目的広場において、駿東支部消防

操法大会を開催します。小山町が開催地になるのは１２年ぶりで、ポンプ車操

法の部に第４分団（足柄地区）、小型ポンプ操法の部に第６分団（北郷地区）、

訓練礼式の部に第１分団・第２分団が出場します。 

11/ 

第１２回 富士山国際ヒルクライムサイクルロードレースの開催 

（商工観光課） 
⇒資料 11

P23 

６月２１日（日）に第１２回富士山国際ヒルクライムサイクルロードレース

を開催します。このレースは、ふじあざみライン（須走口登山道）の登坂道路

を舞台にした自転車のトライアルレースです。 

12/ 

「富士山金時材」住まいの耐震博覧会へ出展 

（農林課） 
⇒資料 12

P24 

６月２７日（土）～２８日（日）に名古屋市において「住まいの耐震博覧会」

が開催されます。当博覧会の静岡県の展示ブースで「富士山金時材」をメイン

としたＰＲを実施します。 

13/ 
特定健診・がん検診受診率アップキャンペーン 

（健康増進課） 

⇒資料 13

P28 

特定健診及びがん検診の受診率向上のため、６月を「健診（検診）受診強化

月間」と位置づけキャンペーンを実施します。キャンペーンの重点的な取組み

は、「啓発ポロシャツによるＰＲ」・「あらゆる会議でのＰＲ」・「小山町テレビ共

聴組合による啓発」となります。特定健診については、計画に基づき受診率６

０％を目標、各種がん検診につては受診率５０％を目標に取り組んでいきます。

14/ 

第１０回 おやま健康フェスタの開催 

（健康増進課） 
⇒資料 14

P32 

６月２７日（土）に小山町総合体育館において第１０回おやま健康フェスタ

を開催します。今年度は、はいはいグランプリなどに加え、多くの子どもや家

族が揃って参加できるような新しい催し物を企画しています。 

15/ 

第４８回交通安全子供自転車静岡県大会の開催 

(総務課) 
⇒資料 15

P35 

６月１３日（土）に第４８回交通安全子供自転車静岡県大会が静岡市中央体

育館で開催されます。この大会は、自転車競技を通じ自転車の安全走行に関す

る知識と技能を身につけるなど、交通安全についての興味と関心を高め、交通

事故防止の目的を達成するために行います。小山町からは、成美小学校の６年

生の代表６～７名が参加します。 

16/ 

足柄千年古道ハイキング 

（商工観光課） 
⇒資料 16

P36 

５月３０日（土）に足柄千年古道ハイキングを開催します。この事業は小山

町と南足柄市の共催で、それぞれの市町のガイドがつき案内します。 

また、足柄城址では城内を散策しながら、足柄城址の魅力の魅力をガイドが

説明します。 
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◇その他の添付資料 

小山町内イベント等一覧（平成２７年６月分）⇒P37 

 

 

 

◇次回の定例記者懇談会は 
６月２５日（木）午後３時 30 分～ 役場本庁３階 ３０２会議室で行う予定です。
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平成２７年第３回小山町議会６月定例会提出議案 

（総務課） 

 

１．議案提出日（本会議開会）：平成２７年６月４日（木） 

議案番号 条例番号 議   案   名 

報告第１号   平成２６年度小山町一般会計予算継続費繰越計算書の報告について 

報告第２号   平成２６年度小山町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

報告第３号   平成２６年度小山町一般会計予算事故繰越繰越計算書の報告について 

報告第４号   平成２６年度小山町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

議案第３４号   
工事請負契約の締結について 

「平成２７年度 町単工事 町道１４７８号線外１路線 道路改良舗装工事」

議案第３５号   
工事請負契約の締結について 

「平成２７年度 小山町健康福祉会館改修工事」 

議案第３６号 条例第１８号 小山町営住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第３７号   静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について 

議案第３８号   平成２７年度小山町一般会計補正予算（第１号） 

議案第３９号   平成２７年度小山町宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 

２．報 道  ５月２８日（木）議会運営委員会終了後 

 ※議案書については、議会運営委員会終了後、各報道機関に配布します。 

 

 

 

 【問い合わせ先】 

総務課 総務班 

電話 ７６－６１３１ 

資料１ 
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部長マニフェストを作成 

（町長戦略課） 

（概要） 

各部の基本方針や重点的に取り組む施策などを明らかにし、町民の皆様に開

かれた行政運営をめざすため、本年度から、各部長がマニフェストを作成して

います。 ※「平成 27 年度 小山町 部長マニフェスト」は別添のとおり 

なお、マニフェストに掲げた重点施策への取組や目標達成状況は、翌年度当

初に評価を行い、公表します。 

   

（内容） 

 １ 作成の目的 

（１）各部の基本方針や重点的に取り組む施策及びその目標を明らかにし、

町民に開かれた行政運営を目指す。 
（２）組織で施策の目標を共有化することにより、目標の達成に向けて職員

が一体となって施策の推進に取り組む。 
（３）毎年、施策の目標の達成状況を評価し、翌年度のマニフェストに反映

することにより、施策のＰＤＣＡを図る。 
２ 作成者 

   企画総務部長、住民福祉部長、経済建設部長、教育部長 
 ３ 記載項目 

 （１）部の紹介 … 部の所属課及び職員数を記載 

 （２）基本方針 … 部が抱える重要課題等について、その解決に向けた基 

本的な考え方を記載 

 （３）重点施策 … 当該年度に重点的に取り組む施策に関する具体的取組

及び目標を記載 

４ 公表 

   マニフェストは町のホームページ及び広報おやまを通じて公表します。 

   （本年度）ホームページ：５月下旬、広報おやま：６月号 

 

【問い合わせ先】    

理事 

電話 ７６－６１３３ 

資料２ 
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小山町行財政改革審議会の答申 

（「公の施設のあり方」「職員定数管理と組織のあり方」について答申します）  

（町長戦略課） 

（概要） 

 平成２５年１１月に町長から行財政改革審議会に諮問した「公の施設のあり

方」について及び「職員定数管理と組織のあり方」について、この度、審議会

の審議が終了したことから、その結果について審議会会長が町長に答申します。 

※審議会では２つの部会に分かれ、第一部会では「公の施設のあり方」につ

いて、第二部会では「職員定数管理と組織のあり方」について、審議を行いま

した。 

 

（内容） 

１ 日 時  平成２７年５月２８日（木）１７：００～ 

２ 場 所  小山町役場３階 ３０２会議室 

３ 出席者  藤曲 正幸（審議会会長） 

       湯山 直文（第一部会副部会長） 

       菅沼 正光（第二部会副部会長） 

 

４ 当日の進行 

（１）答申 会長から町長へ手渡し 

（２）答申内容の説明（審議会会長） 

（３）町長あいさつ 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】    

町長戦略課 町長戦略班 

電話 ７６－６１３３ 

資料３ 
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小山町健康福祉会館リニューアル工事 
（健康増進課）

 
１ 概要 
  健康福祉会館改修工事を防衛８条、民生安定施設整備事業の補助を受け平成

２７年度で実施します。 
  主な工事は、各室改修、外壁タイル補修、太陽光発電設備の設置、空調設備改

修、駐車場等外構整備です。 
各室の工事内容は、１階は、歯科健診室、内科健診室の床暖房の改修、機械

室の温泉施設関連機械の撤去を行います。２階は、エントランスホールの改修、
喫煙・談話コーナーを湯沸し室に改修、事務室を改修し、社会福祉協議会事務所
が移ります。３階は、浴室・脱衣室をリラクゼーションスタジオへ、湯上りラウンジを
カフェスペースに、休憩室をダンスヨガスタジオへ、社会福祉協議会事務所を健康
教育室へ改修します。 

 
２ 工程表 

年度 平成 27 年度 
 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

健
康
福
祉
会
館 

外
部 

準 
 

備 
 

工 

足場
掛け

外壁改修工
事 
防水工事 
太陽光発電
設備設置 

ボードウォー
ク改修 
足場解体 外構工事 検 

 
 

 
 

査 内
部 

２階 ３階 
機械
設備
工事 

１階 
機 械 調
整等 

 
３ 施設利用制限 

期間 基本的に使用できないエリア 
平成 27 年 7 月 ２階会議室等 
平成 27 年 8 月～10 月 ３階休憩室等 
平成 27 年 12 月、平成 28 年１月 １階健診室、健康運動室等 

  ※ 来館者出入口の制限や、工事関係者との動線が交差しないように配慮します。 
また、利用制限期間でも必要により利用できるよう工程を調整します。 

※ 町民への周知は広報おやま等でお知らせをし、利用者への変更連絡等は、
個別に対応します。 

 
４ 今後の予定 
 平成２７年５月２７日  入札予定日 
 平成２７年６月 ４日  小山町議会６月定例会  工事請負契約締結議案の提出 
 
※６月４日以降の発表としてください。 
                                  【問い合わせ先】    

健康増進課 健康づくり班 
                         電話 ７６－６６６６ 

月 

資料４ 
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婚活支援事業「おやま出逢い大社」 

（おやまで暮らそう課） 

 

 小山町で実施する婚活支援事業の名称を「おやま出逢い大社」とする。 

おやま出逢い大社とは、日本一強力といわれる縁結びの神、大国主大神（おおくに

ぬしのおおかみ）をまつる出雲大社にあやかり、おやまで出逢いたい、おやまで結婚

したい、おやまで暮らしたいという気持ちを町の縁結びの神（町、支援相談員、地域、

企業など）が、素晴らしいパートナーに出逢う機会の提供及び仲介をし、愛を結ぶこと

を支援し名付けた。 

 

 

＜今後の予定＞ 

 ６月１日から会員登録を開始 

 結婚相談を希望する会員に対して、支援相談員が結婚に関する助言、出逢い

の機会の提供、仲介等結婚に向けた支援を実施 

 町の資源を活用した結婚支援事業として、町内の観光スポットや自然資源を活

用した体験型イベント等を実施 

「富士山金太郎夏まつり おやまｄｅどんぶらこ」「自転車ツアー」 

「キャンプ講座」「トレッキングツアー」「農業・収穫体験」等 

 

第一弾として、「おやま出逢いカフェ in ひとやすみの庭」を開催 

 日  時：平成２７年７月４日（土） 

 場  所：ひとやすみの庭（小山町菅沼８５５－２） 

※募集人数、参加費、申込方法、当日の内容など詳細については 

決まり次第、小山町ホームページへ等掲載 

 

 コミュニケーション能力向上などのセミナー・グループワークを企画予定 

 

       問合せ先：小山町おやまで暮らそう課 長田 

       電  話：０５５０－７６－６１３７ 
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おやまで出逢いたい おやまで結婚したい おやまで暮らしたい 

そんなあなたの素敵な出逢い おやまで応援します！ 

小山町では、婚活支援事業として「おやま出逢い大社」と名付け、 

独身の方の出逢いや結婚を応援します。    

「おやまで出逢いたい」「おやまで結婚したい」「おやまで暮らしたい」 

そんな想いを持って毎日を送っている独身のみなさん、結婚に関心はあるけれど

「出逢いがない」と感じてはいませんか？ 

そんなみなさんが出逢う「きっかけ」をつくります。 

様々なイベント、セミナー、出逢いの仲介、結婚相談など、あなたの希望に 

応じて支援していきます。 

 登録資格  真剣に結婚をお考えの独身男女で小山町に興味がある方 

 提出書類  入会申込書・写真（郵送可） 

 入会金   無料 ※イベント参加費は自己負担 

 申込手続方法 

イベントに参加希望の方 

 

 入会申込書提出  

▽ 

 イベント参加  

▽ 

 カップル成立  

 

仲介希望の方 

 

 入会申込書提出  

▽ 

 支援相談員とお話 ※予約制 

▽ 

 仲介・イベント参加  

▽ 

 カップル成立  

〔お問合せ・お申込み先〕 

小山町おやまで暮らそう課 おやま出逢い大社

〒410-1395  静岡県駿東郡小山町藤曲 57-2 

℡0550-76-6137 fax0550-76-2795 

E-mail: kuraso@fuji-oyama.jp 

○寿 結婚おめでとうございます○寿  
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小山町宅地造成事業の状況 

（おやまで暮らそう課） 

 

 小山町の定住促進事業の一環として行っている宅地造成事業の状況について

報告します。 

 

○大胡田分譲地「ヒルズ・ギンキョウ」 

・場  所 小山町大胡田字寺中９３８－７他 

・区  画 ６区画（うち３区画は若者世帯支援価格対象） 

・面  積 約２１７㎡～約２６５㎡（約６６坪～約８０坪） 

・販売価格 １３０,０００円／坪 

・申込期間 平成２７年４月１３日（月）～４月１７日（金） 

       申込の重なった区画については作文審査 

・申込総数 １３件（町内在住：４件、町外在住：９件） 

      ・３区画１０件（町内在住：３件、町外在住：７件）が重なり 

作文審査実施（全て若者世帯支援価格対象区画） 

・販売状況 全６区画販売済み 

 

※若者世帯支援価格とは 

 現在４５歳以下で、平成２７年４月１日時点で配偶者と子供がいる世帯を対 

象に、坪９８,０００円（通常１３０,０００円／坪）で提供。 

 

○南藤曲分譲地「クルドサック１６」 

・場  所 小山町藤曲奈良橋丁９４０－１６他 

・区  画 １６区画（うち４区画は子育て世帯支援価格対象） 

・面  積 約２０４㎡～約４６２㎡（約６２坪～約１４０坪） 

・販売価格 約１３０,０００円～約１５０,０００円／坪 

・申込期間 平成２７年５月２５日（月）～５月２９日（金） 

      申込みの重なった区画については作文審査 

 

※子育て世帯支援価格とは 

 現在夫婦のどちらかが４５歳未満で、平成２７年５月１日時点で子供がいる

世帯を対象に、坪約３０,０００円を割引。 

 

 

 

       問合せ先：小山町おやまで暮らそう課 山口 

       電  話：０５５０－７６－６１３７ 
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役場本庁舎エントランス及び外構工事の完成 

（総務課） 

（概要） 

 県道交差点改良事業に伴う道路拡幅により、庁舎正面玄関車寄せ（キャノピ

ー）の建替え及び外構改修工事を平成 26 年 11 月より実施し、5 月 29 日に完成

となります。 

 

（内容） 

本事業は、町では２件目となるプロポーザル方式を採用し、昨年 10 月の技術

提案の結果、町内業者である臼幸産業㈱と契約を締結しました。 

既存の車寄せは、内法高さが 2.8ｍしかなかったため、大型車両が停車するこ

とが出来ませんでした。また、建物の北側に位置していたため、常に薄暗い状

況でしたが、今回設置したキャノピーは立体トラス構造で、屋根面は乳白色の

合わせガラスとしたことにより、開放的な空間となりました。高さも 3.8ｍとし

たことにより、大型観光バスも停車できるようになりました。 

外構工事では、駐輪場を兼ねた東屋と水飲み場を新たに設置し、町民の方が

ひと時休憩出来るポケットパーク的な空間を設置しました。 

県道から敷地への車両乗入れ口も改修しました。今までは幅が狭く、車がす

れ違うことが困難でしたが、２カ所の乗入れ口をそれぞれ拡幅したことにより、

容易にすれ違うことができ、敷地から出る際も県道を走行してくる車両の確認

もし易くなったため、安全性が高くなりました。 

 

「契約概要」 

工事名：平成 26 年度 小山町役場本庁舎エントランス等改修工事 

契約日：平成 26 年 11 月 10 日 

工 期：着手 平成 26 年 11 月 11 日 

    完成 平成 27 年 5 月 29 日 

完成日：平成 27 年 5 月 29 日（予定） 

請負代金額：29,894,400 円 

  

担当：企画総務部 総務課 山本 （電話：０５５０－７６－６１３２） 
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「静岡県ほたるサミット 2015 小山町大会」の開催 

（生涯学習課） 

（概要） 

 「静岡県ほたるサミット 2015 小山町大会」を下記のとおり開催する。 

 小山町大会では、「サミット」、「イベント」の２部門を開催し、来場者には、

学術的な講演、発表等だけでなく飛翔するホタルも観賞していただく。 

 

（内容） 

１ 日  時 平成 27 年６月 21 日（日）午後１時 30 分～午後９時 

２ 会  場 【サミット】小山町総合文化会館（小山町阿多野 130） 

             金太郎ホール 

       【イベント】湯船公民館（小山町湯船 340-2） 

             ※「あじさい祭り」会場 

       ※サミット会場とイベント会場をシャトルバスで運行 

３ 当日のスケジュール 

時 間 
サミット会場 

（小山町総合文化会館） 

イベント会場 

（湯船公民館） 

１０：００ 会場準備  

１１：００  ○自転車レース（小学生） 

１２：３０ 開場  

１２：３１ 子どもたちとのゲーム 

「めんぼうくん」 

 

１２：５０ 手書き紙芝居（蛍の一生）  

１３：１０ 大富士公時太鼓の演奏 あじさい祭り開会式（13:15）

１３：３０ サミット開式 各市町ブースの出店準備 

（13:30） 

１３：３１ 大会会長挨拶（小山町長）  

 

○ステージイベント 

・小山高等学校吹奏楽演奏 

・町内幼稚園、保育園の演舞

・アルプホルンクラブの演奏

・アフリカ太鼓の演奏 

１３：３５ 実行委員長挨拶（下田委員長）

１３：３８ 来賓挨拶 

（日大副学長：河野 英一） 

１３：４１ 来賓紹介 

１３：５０ 基調講演 

「ホタルの生息環境と生物環
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境工学」 

（日本大学生物資源科学部准

教授：笹田勝寛氏） 

・鼓太郎演奏 

・ものまねショー 

・ダンスクラブの演舞 

 

 

 

○あじさい観賞（終日） 

 

 

○各市町出店（14 時 30 分～）

（６月５日出店者確定） 

 

１４：５５ 研究発表 

「多自然型工法によるホタル

水路への挑戦」 

（小山町農林課長 前田 修）

１５：３５ 意見発表 

「私たちの地球」 

（北郷中３年 遠藤 さくら）

１５：４５ パネルディスカッション 

「ホタルがもたらす教育的・

経済的・文化的価値を考える」

１６：４０ 大会宣言 

１６：４５ 引継式（小山町長、河津町長）

１７：００ 閉会 

→総合文化会館脇の「ホタル

の里」を見学 

→イベント会場へ移動 

１８：１０  小山町長挨拶、抽選会 

１９：００ （帰宅者を対象に） 

生涯学習センター「ホタルの

里」におけるホタル観賞会 

竹灯篭点灯 

ホタル観賞会 

 

２０：３０  各市町出店ブース撤収 

２１：００ 終了 終了 

（参考）静岡県ほたるサミットについての概要 

① 目的：「自然環境の保全と観光の融和」 

② 組織：「静岡県ほたるサミット実行委員会」を組織し、小山町長が大会会 

長、「下田城二」氏が実行委員長となり運営。 

③ 回数：今回が２回目。 

H26：伊豆市、H27：小山町、H28 河津町 

以後、東部の 20 市町を巡回しながら年１回開催していく。 

 

【問い合わせ先】 

生涯学習課生涯学習班 

電話 ７６－５７２２ 
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第６回「金太郎産湯の郷・湯船あじさいまつり」開催 

（商工観光課） 

【イベント名】 

 第６回 金太郎産湯の郷・湯船あじさいまつり 

 

【概要】 

 湯船地区が整備した「あじさい」を活用し小山町観光協会と湯船区が主体となって、小

山町・商工会などと連携し開催される。町外からの誘客にも力をいれ、周辺の里山散策コ

ースや金太郎ゆかりの地などを紹介し「地域の活性化」「観光拠点づくり」を目指す。 

 第６回を迎える「金太郎産湯の郷・湯船あじさいまつり」は同日行われる「第２回ほた

るサミット in おやま」と共同開催となる。 

 

【日時】 

 ラ イ ト ア ッ プ：平成２７年６月２１日（日）～６月２８日（日）８日間 

 ステージイベント：平成２７年６月２１日（日）※ホタルサミットと共同開催 

 

【会場】 

 小山町湯船区公民館広場 

 

【内容】＊詳細は別紙のとおり 

  ６月２１日（日） 

   ・ステージイベント 

（太鼓演奏、楽器演奏、ダンスなど） 

   ・第１回「金太郎チャレンジカップ選手権大会」 

    （小学校高学年の児童による自転車タイムレース） 

   ・商工会、観光協会、地元有志による出店 

   ・金太郎＆熊のきぐるみパフォーマンス 

 

 

  ６月２１日（日）～６月２８日（日)   

・手作りの竹灯篭によるあじさいのライトアップ（１９:００～） 

 

 

 

 

 

問合せ先 

                        小山町観光協会 

                        電話 ０５５０－７６－５０００ 

                        商工観光課 

                        電話 ０５５０－７６－６１１４ 
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平成２７年度土砂災害に対する防災訓練 

 

（防災課） 

（概要） 

１ と き ６月７日（日） 午前 9 時～12 時 

２ ところ 小山町内成美地区 

①  ハザードマップを活用した避難経路の確認 

成美地区各区～一次避難所（成美小体育館及び小山中学校体

育館) 

      ② 現地対策本部：金時公園 

            ③ ＨＵＧ（避難所運営ゲーム） 

④ 基礎訓練：金時公園・児童館跡 

⑤ 応急対策訓練：金時公園 

３ 内 容  

（１）避難勧告発令手順及びハザードマップを活用した避難経路の確認 

   小山町に土砂災害警戒情報が発表され、対策本部は「成美地区に対する

避難勧告」を発令し、住民への周知及び消防等による誘導等を実施するほ

か、班・地区の集合場所から一次避難所へ住民が避難する経路をハザード

マップを活用して、各区の自主防災会役員及び区役員の班長等が避難経路

上の危険箇所及び迂回路等を確認するとともに、避難所での受け入れをす

る訓練 

（２）ＨＵＧ（避難所運営ゲーム） 

   避難した住民を受付した後、住民の掌握、避難所内の住民の配置等を円

滑に実施するため、避難所チームと及び自主防災会・班長等との連携につ

いて確認する訓練 

（３）基礎訓練（土のう作成等の基礎訓練） 

自衛隊の指導のもと、消防団に対し土のう作成、土のう積みの要領につ

いて訓練 

（４）応急対策訓練 

   成美地区において、土砂が流れ出したため、自主防災会及び消防団と自

衛隊の災害派遣部隊が流出した土砂を防ぐため協同して応急対策を実施す

る訓練 

 

※ 詳細については、別添資料を参照して下さい。 

   問合せ先 

   小山町防災課 防災専門監 中越 

   電話 ７６－５７１５ 

以上 
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１ 

資 料 

平成２７年度「土砂災害に対する防砂訓練」実施計画の概要 

 

１ 訓練の狙い 

 (1) 避難体制の強化 

土砂災害警戒情報発令（避難準備情報）、避難勧告等の住民周知の手順及び平成２

６年度配布したハザードマップを活用した避難経路の確認 

 (2) 関係機関との連携 

   土砂災害警戒情報発令から土砂災害発生に対する応急対策実施までの連携 

 (3) 避難所の受け入れ 

   避難所運営チームによる受け入れ及び受け入れ後の連携要領 

 (4) 基礎訓練及び応急対策訓練は、消防団の水防訓練の一環として実施 

 

２ 訓練想定 

  発達した梅雨前線に伴い県内各地は早朝から豪雨となり、土砂災害の発生が高まると

予想されたため土砂災害警戒情報が発令され、町は土砂災害の発生のおそれのある成美

地区に避難勧告を発令するとともに、避難所を開設した。また、土砂災害危険個所の一

部が崩れ土砂が流出し、住宅地への被害の発生が恐れがあるため自衛隊の災害派遣を要

請し、自衛隊、消防及び自主防災会が連携し応急対策を実施した。 

 

３ 訓練日時 

  平成２７年６月７日(日) 午前９時～１２時 

 

４ 訓練編成 

  付紙第1「訓練編成表」 

 

５ 訓練場所 

 (1) ハザードマップによる避難経路の確認 

各区等の集合場所～１次避難所（成美小学校及び小山中学校） 

 (2) １次避難所の受け入れ 

   成美小学校及び小山中学校 

 (3) 応急対策訓練（基礎訓練を含む。） 

   金時公園 児童館跡 

 

６ 訓練内容 

 (1) 避難勧告発令手順及びハザードマップを活用した避難経路の確認 

  ア 土砂災害警戒情報発令から避難勧告までの手順の確認 

   (ｱ) 町からの土砂災害警戒情報（避難準備情報）及び避難勧告発令に伴う各区長（兼

自主防災会会長）への連絡 

   (ｲ) 行政無線、消防による巡回による住民への周知 

  イ 避難行動 

   (ｱ) 避難勧告の発令を受け、各班・区等の集合場所から１次避難所まで自主防災会
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2 

 

及び班長等によるハザードマップを活用した避難経路上の危険箇所・迂回路等の

確認 

   (ｲ) 警察・消防による誘導、残留住民の確認 

   (ｳ) 避難所の受け入れ 

     避難経路を確認した自主防災会役員・班長によるＨＵＧ（避難所運営ゲーム）

の実施により円滑な受け入れ要領の検討 

 (2) 関係機関との連携 

  ア 土砂災害警戒情報発令から避難勧告発令及び土砂災害発生時の関係機関との連携 

  イ 応急対策 

    流出した土砂に対する自衛隊、消防、自主防災会役員の協同による応急対策 

 (4) 基礎訓練 

   消防団に対する土のう作成法等の基礎訓練 

 (5) 訓練開始の態勢 

   付紙第２「訓練開始の態勢」 

 

７ 訓練時程 

 (1) 全 般 

 時 間 訓 練 項 目 

8:50 訓練準備完了 基礎訓練 

(土嚢作成

法等) 

・消防団 

・自衛隊 

9:00～9:30 警戒本部立ち上げ、避難地域検討、避難所開設準備 

09：30 土砂災害警戒情報 第 1号発表（避難準備情報） 

09:40 避難勧告発令 

09:40～10:30 情報伝達、避難誘導、住民避難、避難所受け入れ 

10:30 住民避難完了（ＨＵＧ） 

11:00 土砂災害発生 

11:00～11:30 応急対策 

11:30 土砂災害警戒情報 第 2号発表 避難勧告解除 

11:45 訓練統裁官（町長）講評 

12:00 訓練終了 

 (2) 避難経路の確認  

午前９時３０分頃～１１時頃まで 

 (3) 応急対策訓練 

   午前１１時頃～１２時頃まで 

 

８ 中止の判断 

 (1) 災害の発生又は警報等の発令により災害発生のおそれのある場合 

 (2) 降雨時については、午前８時に町長の判断を仰ぎ、避難訓練を中止する。 

   中止時は、午前８時３０分に同報無線により放送するとともに、区長に電話連絡 

 (3) 自衛隊、消防との応急対策訓練は、降雨の状況により判断 
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平成２７年度駿東支部消防操法大会の開催 

（小山消防署） 

 

（概要） 

 ６月２８日（日）に小山町生涯学習施設 多目的広場において、駿東支部消

防団による消防操法大会を行います。 

本年４月から小山町消防団出場分団では、大会目掛け早朝練習を進めていま

す。 

また、本大会は小山町が開催地となり１２年ぶりに、平成２７年度駿東支部

消防操法大会が多目的広場において計画され、駿東支部の６消防団が参加しポ

ンプ車操法の部と小型ポンプ操法の部で競われます。前回大会では、小山町消

防団が両操法の部でダブル優勝しています、合わせて訓練礼式では小山町と長

泉町の２消防団が実施します。 

 

（目的） 

駿東支部消防団員の消防操法に対する習熟度を査閲し、消防技術の向上、士

気の高揚・分団の結束力向上を図り、規律厳正な団体行動と消防活動の進歩・

充実に寄与することが目的です。 

 

（内容） 

１ 日時  平成２７年６月２８日（日）午前９時００分～ 

２ 場所  小山町生涯学習施設 多目的広場 

     （雨天決行とするが、荒天の場合には７月５日（日）に延期する。） 

３ 消防操法競技   

 ①ポンプ車操法の部：第４分団（足柄地区） 

 ②小型ポンプ操法の部：第６分団（北郷北地区） 

 ③訓練礼式の部：第１分団・第２分団員１６名と指揮者 

 ④競技の実施は、ポンプ車操法→小型ポンプ操法の順で交互に行う 

 

《参考》 

 ・審査は、第２４回全国消防操法大会実施要領に基づき各隊員の操法要領・

行動・動作全般並びに有効放水までの所要時間について審査する。 
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 ・各種目の優勝・準優勝・第３位・優秀選手賞の表彰をし、表彰状を与える。 

 ・招待者は県知事を始め国会議員、町長役場関係職員と小山町議会議長以下

文教厚生委員会と区長、小山町まとい会を招く 

 

                【問合せ先】 

                小山消防署管理スタッフ 

                武藤・小見山（７６－０１１９） 
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第１２回 富士山国際ヒルクライムサイクルロードレースの開催 

（商工観光課） 

【大会名】 

 第１２回 富士山国際ヒルクライム 

【日時】 

 平成２７年６月２１日（日） ８：３０頃スタート 

【参加人数】 

 約１０００名 

 

【競技内容】 

ふじあざみライン（須走口登山道）の登坂道路を舞台にした自転車トライアルレース 
【ROAD】 

1．エキスパート（上級者として参加を希望する男女） 2．男子 A（中学生～22 歳） 

3．男子 B（23 歳～29 歳）              4．男子 C（30 歳～34 歳） 

5．男子 D（35 歳～39 歳）                   6．男子 E（40 歳～44 歳） 

7．男子 F（45 歳～49 歳）                          8．男子 G（50 歳～59 歳） 

9．男子 H（60 歳以上）                            10．フェミニン（女性、年齢区分無し） 

【MTB】 

11．MTB クラス（中学生以上の男女、年令区分なし） 

 

【概要】 

 世界遺産である富士山の登山道となる“ふじあざみライン”は、延長 11.4km 平均勾配

10%、 大勾配 22%と山頂を目指す車道で勾配がきついルート。 

競技スタート地点となる“道の駅「すばしり」横のふじあざみライン入口から富士山須

走口 5 合目まで、一気に駆け上がるヒルクライム・レース。 

高低差の影響で天候が変わりやすく、スタート地点とフィニッシュ地点の気温差も大き

く変わる。 

 

【スケジュール】あくまでも予定です 

  ７：００～ ふじあざみライン交通規制開始 

   ８：１０～ 開会式 

  ８：３０～ レース開始 

 １３：００頃 表彰式、閉会式 

 １４：００頃 終了 

 

【交通規制内容】 

ふじあざみライン ７：００～１３：００頃 全面通行止め 

 

【周知方法】 

・須走地区への周知文章回覧、町内無線による広報、町のホームページ内での告知 

・富士学校関係者への周知 

・ふじあざみライン、周辺道路へのレース予告看板の設置 

 

 

                        問合せ先 

                        小山町商工観光課 

                        電話 ０５５０－７６－６１１４ 
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「富士山金時材」住まいの耐震博覧会へ出展 

（農林課） 

（概要） 

平成 27 年 6 月 27 日(土)～28 日（日）に名古屋市において建築用資材流通・

販売大手のナイス株式会社の主催による「住まいの耐震博覧会」が開催されま

す。（入場者数は３万人程度が予想されます） 
当博覧会において小山町のブランド材である「富士山金時材」を PR する予

定です。 
日 時：平成 27 年 6 月 27 日（土）10：00～17：00 

               28 日（日）10：00～16：00 
  場 所：愛知県名古屋市の「ポートメッセなごや」 
  内 容：木材・建材・住宅設備機器等を紹介する総合展示会 
  対象者：一般エンドユーザー及び建築関係者 
 
（内容） 

当博覧会においては、本年 3 月に構造用製材において JAS 認定を受けた㈲小

寺製材所が「富士山金時材」を利用した仮設構造物（柱組み）を出展するほか、

富士山金時材や小山町に関する各種展示や啓蒙品等の配布を行い、中京都市圏

への PR を行う予定としています。 
 

【富士山金時材】…小山町内に集荷したスギ・ヒノキ等の丸太（原木）を、町

内及び町周辺の認定工場で加工した木材製品の名称です。木材製品の流通促進

を図るため、広く地域住民に愛されるとともに小山町材の魅力を全国に発信で

きるような愛称としました。 

 本年 3 月に町内にある㈲小寺製材所棚頭工場が JAS 認定工場となった事によ

り、建築資材としての品質・性能が確かな製品を消費者に提供することが可能

となりました。 

 

【問合せ先】 

 イベント詳細について…ナイス株式会社浜松営業所 0538-32-8144 

            イベントホームページ www.nicefair.com 

富士山金時材について…小山町農林課林業班 0550-76-6112 
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特定健診・がん検診受診率アップキャンペーン 

（住民福祉部 健康増進課・住民福祉課） 

 

１ 趣旨 

平成 20 年度から開始した国保の特定健康診査における町の受診率は、平成 20 年度の 44％

から平成 26 年度（3 月末）の 47.7％で推移している。平成 25 年度から特定健診等実施計画第

二期計画がスタートし、町の計画においても 60％（国の目標値：65％から 60％に改正）を目

標としている。 

一方、各種がん検診受診率は、ほとんどが県平均を上回るものの国の受診率目標値 50％（胃

がん・大腸がん・肺がんは当面 40％）には達していない。 

このため、更なる受診率の向上と町民への健康増進・疾病予防を図るべく、以下のとおり「受

診率アップキャンペーン」を昨年度に引き続き実施することとする。 

 

２ 実施期間 

特定健診及びがん検診の受診率向上のため、各種健診（検診）の開始時期である 6 月を「健

診（検診）受診強化月間」と位置づけ集中的なキャンペーンを実施する。 

また、6月以降においても、電話勧奨等の啓発を含め随時ＰＲを展開する。 

 

３ キャンペーンの内容 

（１）重点的な取り組みとして実施する啓発活動 

①啓発ポロシャツによる歩く広告塔によるＰＲ 

・住民福祉部職員を中心に受診啓発のポロシャツを着用して啓発活動を行う。 

さらに町長、副町長、議員にもイベント・会議等でできる限りご着用いただき、あいさつ 

等に受診勧奨のアピールをお願いする。 

・住民福祉課・健康増進課職員は、業務に支障がない限り着用し検診をＰＲする。 

・健康づくり推進協議会委員等の団体にキャンペーン参加について協力を依頼する。 

②あらゆる会議（団体総会等）で、各課の協力をいただきＰＲ 

プロジェクトチーム員が、啓発ポロシャツを着用のうえ会場出入口付近でキャンペーン用 

チラシとポケットティッシュを配布しＰＲする。 

・5/25  健康づくり推進協議会 

・6/18  区長会 

・6/22 国民健康保険運営協議会 

・その他各課・支所等の協力を得て会議・イベント等で広く町民、各種団体へのＰＲの場を 

設ける。 

③ケーブルテレビのテロップ等による啓発 

 

（２）その他受診率向上のための啓発活動 

 ・特定健診未受診者への電話勧奨を健診実施時期の６月から１１月まで実施する。 

    ・各種がん検診未受診者への電話勧奨を随時実施する。 

    ・役場施設等でのぼり旗、ポスター掲示、ポケットティッシュ配付による啓発 

    ・無線放送の活用 

 6/ 9～15（父の日を前に働き盛り世代をターゲットにした呼びかけ） 
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   ・6/27 開催「おやま健康フェスタ」での啓発活動 

  ・特定健診受診票送付時にアンケートはがき（未受診理由の把握）を同封 

  ・特定健診受診票送付封筒の工夫（オレンジ色Ａ４封筒採用） 

 

 

 

 

                         担 当：健康増進課  健康づくり班 

                         T E L：76-6666  FAX 76-6671 

                         メール：kenkou@fuji-oyama.jp 
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第 10 回 おやま健康フェスタの開催 
（健康増進課） 

【概要】 

  おやま健康フェスタは平成 18 年度にスタートし、町民の健康の保持増進のため、

町民参加型の 健康イベントとして健康度測定や体力測定、よい歯の 5 歳児表彰、

はいはいグランプリ・ぞうきんがけグランプリを行うと共に、がんの早期発見や

予防、食育や禁煙等を啓発してきました。年々参加者も 増え町民に広く認知さ

れるようになり、健康づくりの啓発事業として定着してきました。 

   今年度も、おやま健康マイレージ、お達者度向上プロジェクトの推進を図り、

従来以上に町民主体の健康イベントを目指していきます。そして、関係団体が趣

向を凝らしながらブース運営を行ない、より主体的に健康啓発に取り組むと共に、

住民福祉部が総力を挙げて金太郎のような元気で力強い健康なまちづくりをイメ

ージして、多くの子どもやご家族が揃って参加できるような催し物を企画してい

ます。 

  

【開催日時】平成 27 年 6 月 27 日（土）10:00～15:00 小山町総合体育館 

 

【内容】おやま健康マイレージ抽選会、よい歯の５歳児表彰・はいはいグランプリ・

ぞうきんがけグランプリ、健康度測定、体力測定、健康相談、薬の相談、介

護相談、、歯のひろば（咀嚼力判定ガム・フッ素入りはみがきジェル体験）、

食育ランド、木育広場、心と癒しのコーナー（アロママッサージ）、健康啓発

（がん検診・特定健診・禁煙・薬物乱用・結核予防等） 

詳細は、別紙チラシのとおり 

 

【新規】・司会 三ツ沢グッチ（街頭紙芝居芸人）＆上村愛（静岡よしもと） 

・ジャグリングパフォーマンス 

・御殿場高校（情報デザイン科）生徒による受動喫煙防止紙芝居の読みきかせ 

・北郷中学校生徒によるお茶のふるまい。 

・心と癒しのコーナー（正しい姿勢のチェック） 

        

【来場予定者数】 

    1,200 人       参考 はいはいグランプリ予定      ５０人 

ぞうきんがけグランプリ予定    ５０人 

よい歯の５歳児表彰予定       １００人 

【協力・参加（者）団体】   

御殿場市医師会、駿東歯科医師会、北駿薬剤師会、御殿場健康福祉センター、

静岡県国民健康保険団体連合会、小山町教育委員会、御殿場小山地域活動栄

養士会、在宅歯科衛生士、 連合婦人会健康づくり食生活推進部、農業総合

推進協議会、御殿場小山中核農業者協議会養蜂部会、小山町地域包括支援セ

ンター、小山町保健委員協議会、はつらつ元気サポーター、静岡県結核予防

会、静岡県対がん協会、静岡グッドトイ委員会、やまいも工房、アロマイン

ストラクター・御殿場高等学校・北郷中学校（順不同）他 

 

                    問合せ先 

                   小山町健康増進課  

                  電話 ０５５０－７６－６６６８ 
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    第４８回交通安全子供自転車静岡県大会の開催 

（総務課） 

  

１ 概要   

 交通安全子供自転車静岡県大会は、自転車競技を通じて自転車の安全走行に

関する知識と技能を身につけさせるとともに、交通安全についての興味と関心

を高め、その習慣化を図ることにより、交通事故防止の目的を達成しようとす

るもの。 

 

２ 開催内容   

① 開 催 日 時：平成２７年６月１３日（土） 

② 開 催 場 所：静岡市中央体育館（静岡市葵区） 

③ 主 催：（一財）静岡県交通安全協会 

       静岡県警察本部 

       静岡県自転車安全教育推進委員会 

④ 参加チーム：小山町立成美小学校 

県大会参加チームは、１地区支部１チーム 

         御殿場警察署管内の小学校で、小山町１年、御殿場市２年の

輪番制で参加する。今年度は小山町の年。 

      （H24（前回）＝明倫小学校、H30＝足柄小学校、 

H33＝須走小学校、H36＝北郷小学校） 

⑤ 参 加 者：成美小学校代表６～7 人（選手は 4 人） 

（応援）教師 2 名、交通安全協会局長、交通安全指導員 4 名 

警察官、保護者、交通安全協会役員、役場総務課 

⑥ 競 技 大 会：交通安全子供自転車県大会実施要領に基づき、 

学科テストと実技テスト（特設コース）を行う。 

   

※成美小学校では、県大会出場に向け 4 月から学科、5 月からは放課後に

実技の練習を交通安全指導員の指導のもと行っている。 

【問い合わせ先】 

小山町総務課くらし安全班 

電 話 ７６－６１３０ 
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足柄千年古道ハイキング 

～新緑の足柄古道の歴史と富士山を楽しむ～ 

（商工観光課） 

（概要） 

 古代から都と関東を結ぶ官道として栄えた足柄古道を歩くハイキングを神奈川県南足柄

市と共同で開催します。小山町からの参加者は足柄駅から足柄城址を経由し、南足柄市の

地蔵堂を目指します。南足柄市からの参加者は地蔵堂から足柄城址を経由し、足柄駅を目

指します。小山町のガイドが足柄駅から足柄城址間を、南足柄市のガイドが地蔵堂から足

柄城址間をそれぞれご案内します。ハイキングツアーの中間地点となる足柄城址では、小

山町と南足柄市の参加者が合流し城址内を散策します。足柄城址の散策終了後に、両市町

の交流を兼ねて一緒に昼食をとります。足柄城址では豚汁のおもてなしもご用意していま

す。ハイキング終了後には、小山町からの参加者は「おんりーゆー」で、南足柄市からの

参加者は「あしがら温泉」にてハイキングの疲れを癒してもらいます。 

 

（内容） 

日 時 平成２７年５月３０日(土) ※雨天中止 

 

参 加 者 小山町：２５名 南足柄市：３０名 

 

集合場所 小山町役場 外来駐車場 ８：３０ 

     ※８：００～８：３０に受付をいたします。 

      

コ ー ス  ８：３５ 小山町役場出発(バス移動) 

(小山町側)  ８：４５ 足柄駅到着 

９：００ 足柄駅到出発 

１１：００ 足柄峠着 

１１：００～１２：００ 足柄城址散策(ガイド説明付) 

１２：００～１２：４０ 足柄城址にて昼食※豚汁のおもてなし有り 

１２：４０ 足柄峠出発 

１４：３０ 地蔵堂到着・出発(バス移動) 

１５：００ おんりーゆー到着 

１５：００～１６：００ 入浴タイム 

１６：００ おんりーゆー出発(バス移動) 

１６：３０ 小山町役場到着・解散 

※表示時刻は目安です。 

 

 

 

 

                    【問合せ先】 

                     小山町役場商工観光課 担当：秡川 

                ＴＥＬ：０５５０－７６－６１１４ 
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小山町内イベント等一覧（平成２７年５月・６月分）

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

５月

5月30日 8:00 17:00 足柄千年古道ハイキングツアー 足柄城跡　他
足柄古道を歩くハイキングを神奈川県南足柄市と共
同で開催。

商工観光課 76-6114 資料NO．１６

5月31日 9:30 12:00 父の日のプレゼント作り 総合文化会館　美術工芸室
間伐材を使用した木製フォトフレーム作成
講師：ＮＰＯ法人　土に還る木森づくりの会

生涯学習課 76-5722

６月

6月3日 9:00 12:00 おたっしゃ測定会 総合文化会館 北郷地区 健康増進課 76-6668

6月7日 9:00 12:00 小山町土砂災害訓練 金時公園（中島） 成美地区 防災課 76-5715 資料NO．９

6月9日 9:00 12:00 おたっしゃ測定会 健康福祉会館 明倫地区 健康増進課 76-6668

6月10日 9:00 12:00 おたっしゃ測定会 総合文化会館 北郷地区 健康増進課 76-6668

6月11日 9:00 12:00 おたっしゃ測定会 健康福祉会館 明倫地区 健康増進課 76-6668

6月12日 13:00 16:00 行政相談 １階　相談室 行政相談 総務課 76-6130

6月13日 8:00 16:00 ECO CAR CUP FSW
ハイブリッド車などの先進テクノロジーを最大限に活
用し、「速さ」「安全」「低燃費」を競う

商工観光課 76-6114

6月16日 10:00 11:00 カワニナ放流 ホタルの里 すばしり保育園児によるカワニナの放流 生涯学習課 76-5722

6月20日 8:00 17:00 サンショウバラハイキングツアー 立山 サンショウバラの鑑賞ハイキング 商工観光課 76-6114

6月21日 8:00 15:00 富士国際ヒルクライム ふじあざみライン
ふじあざみライン（須走口登山道）の登坂道路を舞台
にした自転車トライアルレース

商工観光課 76-6114 資料NO．１１

6月21日 13:30 21:00 静岡県ほたるサミット2015小山町大会 生涯学習センター
「自然環境の保全と観光の融和」をテーマに開催し、
サミット会場を総合文化会館、イベント会場を「湯船
公民館」で実施。

生涯学習課 76-5722 資料NO．８

6月21日 13:00 21:00 金太郎産湯の郷・湯船あじさいまつり 湯船公民館　周辺
太鼓、楽器演奏、ダンスなどステージイベント、小学
生自転車タイムレース、手作りの竹灯篭ライトアップ 商工観光課 76-6114 資料NO．８

6月23日 10:00 15:30 小学校芸術鑑賞会 金太郎ホール
“とんち”の一休さんが、笑いと感動の舞台劇舞台劇
になって登場です。 生涯学習課 76-5722

6月24日 10:00 東名・中央連絡道路建設促進期成同盟総会
勝山ふれあいセンター
（富士河口湖町）

建設課 76-6115

6月26日 13:00 16:00 行政相談 １階　相談室 行政相談 総務課 76-6130

6月27日 10:00 15:00 第10回おやま健康フェスタ 総合体育館
よい歯の５歳児表彰・はいはいグランプリ・ぞうきんが
けグランプリなど

健康増進課 76-6668 資料NO．１４

6月28日 9:00 14:00 駿東支部消防操法大会 小山町多目的広場
静岡県消防協会駿東支部消防操法大会（沼津市・御
殿場市・裾野市・長泉町・清水町・小山町が出場）

小山消防署 76-0119 資料NO．１０
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