
 

小山町定例記者懇談会 

 
人の動き（平成 29 年９月 1 日現在） ９月 

人 口 18,878 人（前月比-6 人） 

世帯数 7,511 世帯（前月比+４世帯） 
 

 

 

 

★会見事項 

１ 小学生環境学習「おやまのメガソーラーを見てみよう！」を初開催 

２ FUJI－ZONCOLAN ヒルクライム in 小山町 2017 の開催 

３ 富士山須走口登山道登山者数・マイカー規制の実績 

４ 10 月９日（体育の日）に町民体育大会を開催 

５ ２０１７産業祭・ふれあい広場の開催 

６ 島原市議会議員による防災講演会 

７ 「おやま出逢い大社」婚活イベントの開催 

８ 小山町戦没者慰霊祭・平和のつどいを開催 

９ 火の用心と交通安全を呼び掛け ～幼児防火・交通安全パレード～ 

10 ホタルが舞い続けるように ～「ホタルの里」清掃作業～ 

11 おやまの魅力を伝える ～学生向けＵＩＪターン促進業務～ 

12 女性のためのスキルアップ講座の開催 

13 「金太郎ファミリープロジェクト」始まります！ 

14 高校生の意見を町政に ～小山町高校生議会～ 

 

 

 

 

◇その他の添付資料 

小山町内イベント等一覧（平成 29 年 10 月分） 

 

平成 29 年 9 月 26 日（火） 

小山町  企画総務部  町長戦略課  

◇次回の定例記者懇談会は 

 10 月 31 日（火）午後３時 30 分～ 役場本庁３階 301 会議室で開催予定です  



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年９月 26 日 

 

小学生環境学習「おやまのメガソーラーを見てみよう！」を初開催 

（小山町未来拠点課） 

１ 概要 

小山町の「内陸のフロンティア」を拓く取組として、湯船原地区に大和リース㈱

が整備した太陽光発電所「DREAM Solar ふじおやま」で、町、地元と民間事業者が

連携して、町内小学４年生を対象にした環境学習「おやまのメガソーラーを見てみ

よう！」を初開催します。 

自然豊かな小山町が実践する再生可能エネルギー施策への関心を高めるとともに、

小学校における環境教育の推進を図ります。 

 

２ 内容 

（１）「おやまのメガソーラーを見てみよう！」実施概要 

 ①日 時  平成 29 年 10 月 18 日（水）、20 日（金） 

両日とも 10：50 から 11：35 頃まで（小学校の 3・4 時間目に実施） 

②場 所  DREAM Solar ふじおやま 見学スペース（小山町湯船字下原） 

      ※雨天時は、小山町総合文化会館菜の花ホールで実施 

 ③主 催  小山町、小山町湯船原地区太陽光発電事業地権者協議会 

 ④協 力  大和リース株式会社 名古屋支店（説明への協力） 

⑤参加者  町内小学４年生 約 150 人 

月 日 対象小学校 児童数 

10 月 18 日（水） 足柄小、須走小、明倫小 約 70 人 

10 月 20 日（金） 成美小、北郷小 約 80 人 

   

 （２）取材について 

  ①取材される場合には 10 月 17 日（火）14：00 までに、未来拠点課（電話

0550-76-6129）へ 事前連絡 をお願いします。（雨天時の対応の連絡のため） 

  ②駐車場は、上記（１）②の見学スペース駐車場をご利用ください。 

 

【問い合わせ先】 

未来拠点課 未来拠点班 

電話 0550-76-6129 

担当 石田 

資料 １  



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年９月 26 日 

 

FUJI―ZONCOLAN ヒルクライム in 小山町 2017 の開催 

（小山町商工観光課） 

 

１ 概要 

昨年実施したイタリア フリウリ・ヴェネチア・ジュリア（ＦＶＧ）州と静岡県の

スポーツ交流の一環として行われたサイクルレース大会を本年度も実施します。 

今回は台湾から 12 人の参加者を予定し、競技後のおもてなし交流イベントも実施

します。 

世界遺産である富士山の登山道である「ふじあざみライン」は、延長 11.8km 平均

勾配 10%、最大勾配 22%と勾配がきついルートであり、選手たちはふじあざみライン

入口から富士山須走口５合目まで、一気に駆け上がります。 

 

２ 内容 

【日  時】 平成 29 年 10 月 14 日（土） 9:00 スタート 

【参加選手】 約 120 人 

【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 

車レース 

【スケジュール】 

  7:00～ 交通規制開始 

  9:00  本レーススタート 

  12:15  ランチパーティー 

  12:30  おもてなしイベント 

  13:30  表彰式 

  14:00  終了 

 

【交通規制内容】 

ふじあざみライン 7:00～14:00 頃 全面通行止め 

 

 

【問い合わせ先】 

 商工観課 商工観光班 

電話 0550-76-6114 

資料 ２    



                              

   

FUJI-ZONCOLANヒルクライム in小山町 2017 実施要項 

V20170623 

1. 主 旨 イタリアとの交流により、登録競技者の登りの強化と日本の自転車文化の発展のため、 

イタリアの有名なゾンコラン峠と同じ距離・斜度・最高斜度の富士山あざみラインでの

ヒルクライムを実施する。 

2. 主 催 FUJI-ZONCOLANヒルクライム in小山町開催組織委員会 

（FUJI-ZONCOLANヒルクライム in小山町実行委員会） 

3. 競技主管 一般社団法人静岡県自転車競技連盟 

4. 後 援 公益財団法人静岡県体育協会（予定）   

5. 協 力 TOUR OF JAPAN 組織委員会 

6. 期 日 平成 29年 10月 14日（土） 

7. 会 場 ふじあざみライン入口→富士山須走五合目 

（全長 11.4km、標高差 1,200m、平均勾配 10％、最大勾配 22％） 

静岡県駿東郡小山町 

8. 日 程 平成 29年 10月 14日（土） 

  受付／ライセンスコントロール 7:15～8:15（須走多目的広場） 

  自転車検査/出走サイン   7:30～8:30（須走多目的広場） 

  ウォーミングアップ   7:30～8:30（スタートラインから上 400ｍ） 

ス タ ー ト         9:00 

下 山           11:00 

ランチパーティー        12:15予定～（道の駅すばしり 2階） 

表 彰 式             13:30～  （道の駅すばしり芝生広場） 

                       雨天時は研修室 1 

(1) 下山用ホイールの用意を推奨します。（カーボンホイールを使用の方） 

(2) 受付時に下山用の荷物とホイールを預かります。（荷札は受付時に必要枚数を受取る） 

下山後の荷物の受け渡しは受付でおこないます。 

(3) コース（ふじあざみライン）は大会当日 7:00～13:00 まで交通規制により通行止め

となります。 

(4) 周辺道路でのウォーミングアップ走行は禁止します。ただしコース（ふじあざみラ 

イン）内スタートラインから上 400ｍの区間を上記指定時間に限り、ウォーミング

アップエリアとして使用可能とします。 

(5) 下山は競技役員の指示に従ってください。下山は 3 グループに分けそれぞれ先導車

が誘導します。（途中休憩をしながらの下山になります） 

(6) レース中及び下山時ともに、左側通行厳守とします。なお、下山時は追越しを禁止

します。 

9. 競技規則 本大会は 2017年度版（公財）日本自転車競技連盟規則及び大会特別規則により実施する。 

(1) マスドスタート方式の個人ロードレースとする。 

(2) スタートは一斉スタートとするが、表彰はカテゴリー別とする。 

(3) ゼッケンは腰の位置に縦に 2枚、左右 5cm離して装着する。 

(4) 受付時にライセンスを提示すること。(登録者のみ) 

(5) 関門所①の旧馬返（スタートから 6km 付近）を 9 時 40 分、関門所②狩休（スター

トから 8km付近）を 10時までに通過できない選手は競走を中止する。 

下山については競技役員の指示に従う事。 

         （6）ニュートラルサービスは行わない。 

     （7）補給所は設けない。 

          

 

LGWAN
タイプライターテキスト

LGWAN
長方形

LGWAN
タイプライターテキスト
台湾選手

LGWAN
タイプライターテキスト



                              

   

 

10. 参加資格 平成 29年度（公財）日本自転車競技連盟競技者登録完了者。（ジュニア以上） 

臨時登録競技者（申込と同時に臨時登録競技者として当大会のみ有効な登録がなされる。 

ライセンスは発行しません。） 

自転車競技を愛し、マナーが良くおもてなしの心を大事にする競技者。 

11. 定 員 先着 200名 

12. 表 彰    表彰は下記のカテゴリー別におこない、第 1～第 3位に賞状及び賞品を授与する。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13. 申込方法 スポーツエントリー（www.sportsentry.ne.jp）から申し込むこと。 

申込締切：平成 29年 9月 10日（日） ただし、定員に達し次第募集を終了する。 

14. 参 加 料 6,000円（臨時登録競技者は 7,000円）保険料・昼食込 

  ※一旦受付けた参加料は如何なる理由でも返却しません。 

  ※参加料の入金に係る経費は自己負担となります。 

15. 問合せ先 〒421-3301 静岡県富士市北松野 620番地の 2 

  一般社団法人静岡県自転車競技連盟 

  ☎ 0545-85-3128  E-mail scf@tx.thn.ne.jp 

 

16. そ の他   

(1) 競技中の事故について主催者側で応急処置は行いますが、その後の処置は参加者本

人の責任とします。 

(2) 参加料には保険料が含まれていますが、（死亡・後遺保障 610万円、入院 4,000円/

日、通院 2,000円/日）この補償内容で不十分な方は別途各自で加入して下さい。 

(3) 健康保険証をご持参ください。 

(4) コース及び会場周辺の美化に努め、ごみは必ずお持ち帰りください。 

(5) 取得した個人情報については適切に取り扱いをいたします。 

(6) 大会中に撮影された参加者の肖像権は主催者に帰属するものとします。また、広報

用の素材として使用する場合があります。 

(7) タイムテーブル、注意事項等はコミュニケとして必要に応じ随時本連盟のホームペ

ージに掲載します。郵送での連絡はおこなわないので各自十分注意してください。 

(8) 競技で使用した計測チップは、競技終了後チップ回収所（選手受付）へ返却してく

ださい。返却されなかった場合は実費（10,000円）を請求します。 

(9) 駐車場は須走多目的広場を使用して下さい。 

(10) 宿泊を希望される方は、須走旅館組合（☎ 0550-75-2224(代表：ホテル米山館)）

へご連絡下さい。 

 

 

カテゴリー

男子ジュニア（ＪＵＮＩＯＲ） 1999～2000年生まれ 17歳～18歳

男子エリート（ＥＬＩＴＥ） 1988～1998年生まれ 19歳～29歳

男子Ｍ１（ＭＡＳＴＥＲ１） 1978～1987年生まれ 30歳～39歳

男子Ｍ２（ＭＡＳＴＥＲ２） 1968～1977年生まれ 40歳～49歳

男子Ｍ３（ＭＡＳＴＥＲ３） 1958～1967年生まれ 50歳～59歳

男子Ｍ４（ＭＡＳＴＥＲ４） 1957年以前生まれ 60歳以上

女子（ＷＯＭＥＮ） 2000年以上 17歳以上の女性

http://www.sportsentry.ne.jp/
mailto:scf@tx.thn.ne.jp


小山町定例記者懇談会  

平成 29 年９月 26 日 

 

富士山須走口登山道登山者数・マイカー規制の実績 

（小山町商工観光課） 

 

１ 須走口登山者数 

・ 登山者（5.5 合目カウンター）数は、36,094 人（H28＝34,841 人） 

前年比 3.6％の増加 （1,253 人の増加） 

 

２ 須走口マイカー規制実績数 

 平成 29 年度の規制実施日は７月 10 日から９月 10 日までの連続 63 日間 

（平成 28 年度も 7/10 から 9/10 までの連続 63 日間） 

 

（１） 乗換駐車場の利用台数 

・乗換駐車場の総利用台数は 6,803 台（H28＝6,552 台）前年比 3.83％増 

・一日あたり利用台数は 107.9 台（H28＝104.0 台）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 商工観課 商工観光班 

電話 0550-76-6114 

資料 ３    



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 9 月 26 日 

10 月９日（体育の日）に町民体育大会を開催 

（小山町 生涯学習課） 
１ 概要 

成美、明倫、足柄、北郷、須走の５地区対抗の体育大会で、地区対抗種目は、地

区体育・スポーツ振興会で選手を選出します。 

町民が一体となった地区対抗のスポーツイベントを開催することで、町民の健康

増進を図り、町の活性化を推進します。 

２ 内容 

①  開催日  平成 29 年 10 月９日（月・祝） ※雨天中止 

② 会 場  小山町多目的広場 

③ プログラム 

№ 種目 開始時間 時間 備考 

 開会式 8:30 30 分  

１ 幼稚園・保育園・こども園遊戯 9:00 15 分 アトラクション 

２ 玉入れ 9:15 15 分 地区対抗種目 

３ 小学生親睦リレー 9:30 15 分 親睦種目 

４ ミニボウリングリレー 9:45 15 分 地区対抗種目 

５ 軽スポーツタイム 10:00 15 分 自由参加 

６ 障害物リレー 10:15 15 分 地区対校種目 

７ みんなでジャンプ 10:30 15 分 地区対抗種目 

８ パン食い競走 10:45 15 分 自由参加 

９ 綱引き 11:00 15 分 地区対抗種目 

10 キックバイクレース 11:15 15 分 アトラクション 

11 小山高校ダンス部演技 11:30 15 分 アトラクション 

12 年齢別リレー 11:45 15 分 地区対抗種目 

 閉会式 12:00 15 分  

 ④ その他 

  ・小学生親睦リレーを親睦種目として継続実施 

  ・アトラクション種目として未就学児によるキックバイクレースを実施 

・幼稚園、保育園、こども園遊戯等のアトラクション種目も設定 

・軽スポーツタイム、パン食い競走は自由参加 

・商工関係者等による出店により、イベント的要素を付加 

・開会式時に金太郎賞贈呈式（スポーツ少年団優良団員表彰）を行う 

【問い合わせ先】 

NPO 法人小山町体育協会 電話 0550-76-7511  生涯学習課 電話 0550-76-5722 

資料 ４     







町民体育大会 会場図 

会場：多目的広場   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※報道関係者の方の駐車券は、役場生涯学習課で発行します。（9月 29日まで） 

救護 本部・来賓 ２００ｍトラック 
５コース 

ﾄｲﾚ 

 
売

店
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須
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成
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足
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P3 地区専用駐車場 
（一般駐車不可） 

インターロッキング 
役員・出店業者駐車場 

P1 来賓・報道（会館利用駐車場） 

P2・P4・P5 一般駐車場 

役員等 

招 集 場 所 
ルール説明 

ゴミ 



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 9 月 26 日 

２０１７産業祭・ふれあい広場の開催 

（小山町 商工観光課） 

 

１ 概要 

福祉団体による出店・展示をはじめ、地元商店等が出店する青空市、工業製品を

展示する産業展、野外特設ステージにおける各種イベント、おやま地域振興券が当

たる大抽選会、地元企業協賛品が当たる当たり券つき福餅まきなど、子どもから大

人まで 1 日中楽しめるイベントです。 

 

２ 内容 

１．日 時  平成 29 年 10 月１日（日） 

※屋内雨天決行、屋外小雨決行 

 

２．会 場  小山町総合文化会館・総合体育館 

 

３．内 容  屋外イベント、屋内イベント、ステージイベントを開催 

       さまざまなプログラムを予定しています。 

【ステージイベント】 

１０：００ オープニング（福餅まき） 

       １０：２０ 小山中学校吹奏楽部演奏 

１０：５０ フルヤトモヒロ スペシャルライブ 

１１：５０ まぐろ解体ショー（試食無料・先着順なくなりしだい終了） 

１３：００ ダンスフェスティバル（雨天中止） 

１４：１０ 三ツ沢グッチの紙芝居 

１４：４０ ダンスフェスティバル表彰式 

１４：５５ フィナーレ（福餅まき） 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

小山町商工会 

電話 0550-76-1100    

資料 ５ 



記者懇談会資料 

平成 29 年 9 月 26 日 

 

島原市議会議員による防災講演会 

（小山町 防災課） 

 

１ 概要 

自主防災会連合会及び消防団との共催により、長崎県島原市議会議員（前市議会

議長）の永田光臣（ながた みつおみ）氏を講師に迎え、防災講演会を開催します。 

 

２ 内容 

町は、毎年秋に町、自主防災会連合会及び消防団と共催により、自主防災会及び

消防団員等を対象に防災講演会を開催しています。 

今年度は、平成 28 年 1 月に「災害時相互応援協定」を締結した長崎県島原市から

市議会議員の永田光臣氏を講師に迎え、雲仙普賢岳の火山災害の実態と火山災害か

らの復旧・復興をテーマとして講演します。 

講師は、農業を営まれ、雲仙普賢岳の火山災害から復旧・復興を体験していて、

実体験に基づく貴重な話を伺えます。 

 

 

記 

 

１ 時 期 

平成 29 年 10 月 11 日（水） 午後７時～（開場 午後６時 30 分） 

２ 場 所 

 小山町総合文化会館 菜の花ホール 

３ 演 題 

  「雲仙普賢岳の火山災害の実態と火山災害からの復旧・復興」 

４ 講 師 

  長崎県島原市議会議員（前市議会議長） 

永田 光臣（ながた みつおみ）氏 

５ 講師プロフィール 

  別紙による。 

【問い合わせ先】 

防災課 

電話 0550-76-5715 

 

 

資料 ６    



 

別 紙 

講師プロフィール 

 

昭和２５年１０月生まれ（９月現在 ６６歳） 

昭和４３年  長崎県立島原農業高等学校卒業 

昭和４３年から農業に従事 

 

島原市議会議員 平成１９年６月から現在まで（３期目） 

（主な公職歴） 

 島原市議会運営委員会委員長 

 平成２０年１２月２５日～平成２１年６月２５日 

 平成２３年 ６月２３日～平成２５年６月２４日 

 島原市議会副議長 

     平成２５年 ６月２４日～平成２７年６月１７日 

 島原市議会議長 

     平成２７年 ６月２２日～平成２９年６月２２日 

 

経 歴 

 平成 ３年 ４月 島原市立第五小学校育友会長 

 平成 ３年 ７月 島原普賢岳噴火災害に立ち向かう被災農業者の会 会長 

 平成 ３年 ７月 雲仙岳噴火災害流焼失家屋被災者の会 会長 

 平成 ３年 ８月 島原生き残りと復興対策協議会 役員 

 

 平成１７年 ６月～現在 ＪＡ島原雲仙理事 

 平成２６年 ８月～現在 島原深江土地改良区理事長 

 



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 9 月 26 日 

 

「おやま出逢い大社」婚活イベントの開催 

（小山町おやまで暮らそう課） 

１ 概要 

小山町婚活支援事業「おやま出逢い大社」では、少子化対策及び定住移住促進策

の一環として、出逢いを求めている独身の男女で小山町に興味がある人を対象に、

10 月から 12 月にかけて４つのバラエティに富んだ学びと出逢いの婚活イベントを

開催します。 

 

２ 内容 

「おやまの婚活 マナブ ジブン カワル」 

〇マナブ ジブン カワル VOL.2 「センスを磨いて魅力アップ」（男女別講座） 

・日 時  10 月 15 日（日）女性：10 時～ 男性：14 時～ 

・内 容  ファッションコーディネートの基礎知識を学ぶ講座 

・講 師  ISHIKAWA-LABO 代表取締役 石川英章氏 

〇マナブ ジブン カワル VOL.3 「実践 あなたのみらい講座」 

・日 時  11 月５日（日）or 11 月 12 日（日） 

午前の部：10 時～ 午後の部：14 時～ 

・内 容  町内の子育てﾌｧﾐﾘｰ宅へ訪問し結婚について話を聞く講座 

〇マナブ ジブン カワル VOL.4 「恋する❤ＭＪＫ学園！」 

・日 時  11 月 25 日（土）、11 月 26 日（日）の２日間 10 時～ 

・内 容  学校の教室を使って授業スタイルで結婚について学びながら

の交流イベント、 

〇マナブ ジブン カワル VOL.5 「あなたの未来のためのワークライフバランス」 

・日 時  12 月３日（日） 14 時～ 

・内 容  夫婦ともに仕事と育児等の生活をバランス良く両立するヒン

トを学ぶ講座 

・講 師  NPO 法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｧｳﾝﾀﾞｰ 代表理事 安藤哲也氏 

 

※詳細は別添のチラシを参照してください。 

【問い合わせ先】 

おやまで暮らそう課婚活支援班 

電話 0550-76-6137 

資料 ７     



クリスマス前の自分磨き大作戦！

おやまのプレミアム婚活講座
2017年6月、7月に開催した「マナブ・ジブン・カワル Vol .1」に続き、10月から12月にかけて4つの婚活

イベントを開催します。ファッションコーディネート術や学校での授業、結婚生活にまつわる講演、家族留

学などバラエティに富んだ数々の学びから、今まで気づかなかった新たな自分を発見しませんか？

2 0 1 7 A u t u m n ＆ W i n t e r
おやまの婚活

連続参加が

おす
すめ

です
！

センスを磨いて
魅力アップ！

1

2

25日

社会

国語 体育

自習

家庭科 保健

26日

3

マナブ・ジブン・カワルvol .2

ファッションコーディネートの
基礎知識を学ぼう

10.15 日

マナブ・ジブン・カワルvol .3 マナブ・ジブン・カワルvol .5

実践 あなたの
みらい講座

はじめまして、家族留学へようこそ

11.5  12or日 日

あなたの未来のための
ワーク・ライフバランス

ふたりの暮らしが豊かで
楽しいものになるように

12.3 日

マナブ・ジブン・カワルvol .4

恋する♥ＭＪＫ学園！
あの頃のピュアな自分に戻って

11.25 26土 日
あの
青春の日々をもう一度♥



＠

＊お問い合わせ／郵送・電話・ファックスでの参加申込みはこちら
小山町役場　おやまで暮らそう課｜〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲 57-2 小山町役場　おやまで暮らそう課　宛
TEL 0550-76-6137（土日祝日は除く） FAX 0550-76-2795　お問い合わせフォーム：http://asuoyama.jp/contact/

参加申込み用紙　
＊申込みの締め切り日は各イベントの詳細欄でご確認ください
各項目をご記入のうえ、インターネット、メール、または電話、ファックス、郵送でお申込みください

参加希望のイベントをお選びください ＊連続参加がおすすめです！
ふりがな

お名前

お住まい

連絡先
お電話

メール

（自宅　　　　 ー　　　　 ー　　  　 　）（携帯電話　　　　 ー　　　　 ー　　  　 　）

生年月日

年齢 性別歳

昭和 ・ 平成 年　　　月　　　日

男 ・ 女

お申込みのきっかけ
今回のイベントは何で知りましたか？（番号を○で囲ってください）

① インターネット（町HP・ASUO・SNS・その他）／ ② 新聞　／ ③ 勤務先　／ ④ 紹介（知人・友人・家族）
⑤ 各戸配布のチラシ／ ⑥ その他（　　　　　　　　　            　　）

vol.２ vol.3（□11/5 □11/12） vol.4 vol.5

主催　小山町 おやまで暮らそう課　　　　企画・運営　株式会社 IPシンフォニー/ ShareS

＊インターネットでのお申込み（ASUOの会員登録が必要です）
URL（http://asuoyama.jp/information/8752/）またはＱＲコードより応募フォームにアクセスしてお申込みください

＊メールでお申込み asuoyama@fuji-oyama.jp 件名を「おやまの婚活申込」と明記のうえ、上記申込書の
内容をご記入ください

募 集 対 象
結婚に前向きな20～40代の独身の 男性・女性 各30名

（応募多数の場合は抽選となります）

センスを磨いて魅力アップ！
ファッションコーディネートの基礎知識を学ぼう

「装いを通じてライフスタイルを豊かに」をコンセプトに、仕事やプライベートで

自信を持てる装いを提案する三島市のセレクトショップ「ISHIKAWA-LABO」（イシ

カワラボ）代表の石川英章氏から、男性、女性と分かれて自分の魅力を引き出す

ファッションコーディネート術を学びましょう。

■講師　ISHIKAWA-LABO
代表取締役 石川英章

女性のみ

男性のみ

恋する♥ＭＪＫ学園！
（マナブジブンカワル）

あの頃のピュアな自分に戻って

あの頃の懐かしい青春時代を思い出しながら、２日間に渡って学生気分を味わおう！

学校の教室を使って、MJ K学園ならではの授業スタイルで結婚について学び、恋愛

偏差値UP！フォークダンスなどでキュンキュンした交流を楽しみましょう。

実践 あなたのみらい講座
はじめまして、家族留学へようこそ

小山町に住む子育て中のファミリーのお宅へ訪問し、結婚を決めたときのエピ

ソードや結婚生活、親のこと、子育てのこと、家庭内の役割分担や結婚して良かっ

たことなどいろいろな話を聞きます。結婚前に気になるあれこれを、先輩たちに

質問してみましょう！

2017年10月15日（日）

午前　　　　10:00～12:00（集合時間 9:30）
午後　　　　14:00～16:00（集合時間13:30）

小山町健康福祉会館（小山町小山 75-7）　

500円（ドリンク・スイーツ付き）

2017年10月2日

■日時

■場所

■参加費

■申込締切日

あなたの未来のための
ワーク・ライフバランス

ふたりの暮らしが豊かで楽しいものになるように

講師は、「よい父親」ではなく「笑っている父親」を増やすことで、未来の日本社会が変わ

ると信じて幅広く活動するファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也氏。今のあなた

の目標である結婚は、ゴールでもあり新しい人生のスタートでもあります。結婚後、夫婦

ともに仕事と生活（育児など）をバランス良く両立していくためのヒントを学びましょう。

2017年11月5日（日）or 11月12日（日）

午前の部 10:00～12:00（集合時間 9:30）

午後の部 14:00～16:00（集合時間13:30）

小山町健康福祉会館（小山町小山 75-7）　

無料

2017年10月20日

■日時

■集合場所

■参加費

■申込締切日

三島市出身、現在42歳。日本大学卒業後、株式会社丸井にて14年間勤務。一貫
して婦人服に従事し、販売からバイヤー生産管理を経験。2011 年より有限会
社石川商店に入り、2013 年に社長に就任。

■講師　NPO法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー 
代表理事 安藤哲也
1962年生。出版社、IT企業など９回の転職を経て、2006年に父親支援のNPO法人ファザーリ
ング・ジャパンを設立。「笑っている父親を増やしたい」と講演や企業向けセミナー、絵本
読み聞かせなどで全国を歩く。最近は、管理職養成事業の「イクボス」で企業・自治体で
の研修も多い。厚生労働省「イクメンプロジェクト推進チーム」顧問、にっぽん子育て応
援団 共同代表等も務める。

2017年11月25日（土）、11月26日（日）の２日間
10:00～16:00（集合時間 9:30）

北郷中学校（小山町用沢355）

2日間　3,000円（給食2回付き）

2017年11月10日

■日時

■場所

■参加費

■申込締切日

2017年12 月3 日（日）
14:00～16:00（集合時間13:30）

小山町健康福祉会館（小山町小山 75-7）　

500円（ドリンク・スイーツ付き）

2017年11 月20 日

■日時

■場所

■参加費

■申込締切日

マナブ・ジブン・カワル

vol .2

マナブ・ジブン・カワル

vol .4

マナブ・ジブン・カワル

vol .5

マナブ・ジブン・カワル

vol .3



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年９月 26 日 

 

小山町戦没者慰霊祭・平和のつどいを開催 

（小山町住民福祉課・社会福祉協議会） 

 

１ 概要 

過去の大戦において、祖国のために尊い生命を捧げられた英霊に対し、小山 

町を挙げて追悼の誠を捧げるため「小山町戦没者慰霊祭」を開催します。 

  あわせて、宗教的儀式を伴わない「小山町平和のつどい」を開催すること 

により、小山町民一人ひとりが平和について考え、世代を越えて平和への思 

いをつなげていきます。 

 

２ 内容 

 ・開催日時 

小山町戦没者慰霊祭  

10月21日（土）9:30～10:10 小山町文化会館 菜の花ホール 

小山町平和のつどい  

10月21日（土）10:20～11:55 小山町文化会館 金太郎ホール 

 

 ・詳 細 

  「戦没者慰霊祭」 

小山町忠霊塔広場内の忠霊塔に祭られている690柱の御霊をお守りし、恒久平和

を祈念するために、小山町仏教会の協力を得て行われます。例年、小山町遺族会

会員を含め、約200人が来場します。 

 

  「平和のつどい」 

平和学習で広島研修へ行った中学生の発表と、子どもからお年寄りまで平和へ

の願いを込めて折っていただいた鶴を千羽鶴にして、各団体代表等が献呈します。

スウィートハーモニーによるハンドベル演奏、最後には全員で献奏します。献呈

した折り鶴は、式典後、広島の平和記念公園、長崎の平和公園に捧げます。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

住民福祉課福祉班  

電話 0550-76-6661 

小山町社会福祉協議会 

         電話 0550-76-9906 

資料 ８  



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年９月 26 日 

 

火の用心と交通安全を呼び掛け ～幼児防火・交通安全パレード～ 

（小山町くらし安全課） 

１ 概要 

幼児防火・交通安全パレードを開催し、町民へ防火と交通安全意識の高揚を図り

ます。 

 

２ 内容 

小山町健康福祉会館から小山町役場までの間、町内園児及び各関係機関がパレー

ドを通じて、住民に火災の予防と交通安全を呼び掛けます。 

 

日  時：平成 29 年 10 月 25 日（水） 午前９時 50 分～ 

 

パレード：小山町健康福祉会館→音渕公民館→スルガ銀行前→小山町役場 

     約 500ｍ 

 

参加団体：・幼年消防クラブ（保育園児、こども園児  計 103 人） 

      いきど保育園,すがぬま保育園,すばしり保育園,きたごうこども園, 

      菜の花こども園 

     ・幼稚園児（59 人） 

      駿河小山幼稚園,足柄幼稚園,須走幼稚園 

     ・御殿場警察署 

     ・小山町消防団 

      ※他関係機関については別紙要領をご覧ください。 

 

主  催：御殿場小山幼少年女性防火委員会 

     小山町交通安全対策協議会 

 

 

 

【問い合わせ先】 

くらし安全課くらし安全班 

電話 0550-76-6130 

資料 ９    



 

小山町  平成29年度幼児防火･交通安全パレード実施要領 

 
                                                                  

１ 目 的   小山町内園児がパレードを通じ、住民に火災の予防と交通安全を呼

びかけるとともに、参加者の防火と交通安全意識の高揚を図る。 

 

２ 日 時   ・平成29年10月25日（水）  ※雨天中止 

       ・集合時間 午前 ９時40分 

・開会式  午前 ９時50分～ 

・パレード 午前 10時10分～ 

・閉会式  午前 10時50分～ 

 

３  開会式 

１）集合場所  小山町健康福祉会館駐車場 

 

２）次  第  ・消防音楽隊 演奏(１曲) 

・小山町交通安全対策協議会会長(小山町長)あいさつ 

・御殿場小山幼少年女性防火委員会会長（消防長）あいさつ 

・防火安全宣言 幼年消防クラブ代表「きたごうこども園」 

・ちびっ子消防隊の歌 幼年消防クラブ 

・交通安全宣言 幼稚園代表「駿河小山幼稚園」 

・交通安全☆「森のくまさん」の歌 

・パレード説明 

※消防音楽隊の前奏に合わせてスタート 

 

４ パレード    小山町健康福祉会館→音渕公民館→スルガ銀行前→小山町役場 約500ｍ 

                                        

５ 閉 会 式   ・小山町交通安全対策協議会副会長（区長会長）あいさつ 

・御殿場警察署長あいさつ 

                                       

６ 参加団体   ・幼年消防クラブ（保育園、こども園児１０３名） 

いきど保育園・すがぬま保育園・きたごうこども園・すばしり保育園 

菜の花こども園 

          ・幼稚園児（５９名） 

        足柄幼稚園・須走幼稚園・駿河小山幼稚園 

・御殿場警察署 

・小山町消防団 

・御殿場市小山町防火安全協会 

・御殿場小山女性防火クラブ 

・小山町交通指導員会 

・交通安全協会御殿場地区支部 

・御殿場地区安全運転管理協会 

 

                                       

７ 主  催 ・御殿場小山幼少年女性防火委員会 

・小山町交通安全対策協議会 

 

 

 



 

－
６
－

 
 

 
 

小山町パレードコース図 
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小山町定例記者懇談会  

平成 29 年９月 26 日 

 

ホタルが舞い続けるように ～「ホタルの里」清掃作業～ 

           （小山町ホタルの里づくり推進協議会・生涯学習課） 

概要 

 平成 23 年度に小山町生涯学習センター内に整備された「ホタルの里」を来年のゲン

ジボタルの飛翔に向け、「小山町ホタルの里づくり推進協議会」（会長：高杉彰雄）に

よる草刈り、植木の剪定等の清掃作業を行います。 

 なお、今回の作業に御殿場遊戯業組合員１０人が社会貢献事業の一貫として 

参加します。 

 

内容 

（１）日  時  平成 29 年 10 月２日（月） 9:30～ 

         ※雨天時は翌３日に順延 

（２）場  所  生涯学習センター内「ホタルの里」 

（３）参 加 者  協議会会員         10 人 

         御殿場遊戯業組合員 10 人 

（４）小山町ホタルの里づくり推進協議会について 

  ・設立年月日  平成 24 年７月１日 

  ・会長     高杉彰雄（南藤曲在住） 

  ・会員数    27 人 

  ・活動内容   町内におけるホタルの生態調査・研究 

          町内幼稚園・保育園・こども園の園児によるカワニナ（ゲンジ

ボタルの幼虫のエサ）の飼育及び放流活動の支援 

          「ホタルの里」における観賞会の開催 

（５）御殿場遊戯業組合について 

  ・組合長    新井 泰 

  ・組合店舗数  13 店舗 

   

【問合せ先】      

       生涯学習課      

電話 0550-76-5722 
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小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 9 月 26 日 

 おやまの魅力を伝える ～学生向けＵＩＪターン促進業務～ 

（小山町 おやまで暮らそう課） 

１ 概要 

 小山町では、都内在住の大学生や、小山町出身の大学生・高校生に対して、企業の

魅力を十分に引き出した上で、その魅力や地方での働き方・生き方について、学生た

ちに伝えることで、将来的なＵＩＪターン促進を図ることを目的に「平成 29 年度学生

向けＵＩＪターン促進業務」を実施します。 

 

 

２ 内容 

 ・名 称  平成 29 年度 学生向けＵＩＪターン促進業務委託 

 ・内 容  ・学生による企業の取材（知る） 

        現役大学生達が、町内および近隣市町の企業を訪問し、学生視点で

の企業の良さ、改善点を探る。 

        ※平成 29 年 10 月～11 月実施予定。 

       ・企業向けの採用広報力アップセミナー（学ぶ） 

        企業側に、自社の魅力を再認識してもらい、学生対応に関するポイ

ントを習得し、自立した採用活動のヒントを得る。 

        ※平成 29 年 12 月実施予定。 

       ・学生と企業との交流会（試す） 

        学生取材やセミナーで得た知識、ヒントをもとに、学生達と交流す

る場を設け、学生達へのＰＲを実践したり、直に学生たちの就職に

対する本音を聞く機会を作る。 

        ※平成 29 年 12 月実施予定。 

       ・全行程の振り返りワークショップ（振り返り） 

        全行程を振り返って得られた反省点等を参加企業で共有し、今後の

採用活動に活かしていく。 

        ※平成 30 年１月実施予定。 

 

       ※詳細は、別添企画書を参照。 

 

【問い合わせ先】 

おやまで暮らそう課定住促進班 

電話 0550-76-6137 
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小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 9 月 26 日 

女性のためのスキルアップ講座の開催 

（小山町 おやまで暮らそう課） 

 

１ 概要 

定住人口拡大施策の一環として、町内等在住の子育て世代の女性を対象に子育て

や家事、仕事の悩み等を相談し合えるネットワークの構築と仲間作りを経て、最終

的には仕事と子育てを両立させた女性の起業家育成を目指す「女性のためのスキル

アップ講座」を昨年度に引き続き開催します。 

 

２ 内容 

 ・名 称  女性のためのスキルアップ講座 

 ・日 時  【講座】（全４回）平成 29 年９月６日（水）～10 月 26 日（木） 

       ※内容は別紙参照。 

       【個別相談会】（２日間）平成 29 年 11 月７日（火）、８日（水） 

 ・会 場  小山町健康福祉会館（小山町小山７５－７） 

 ・対 象  小山町、または小山町近郊に住む女性で、何か新しいことをしてみた

いと考えている人 

 ・参加料  【講座】各回 500 円 【個別相談会】無料 

 ・定 員  【講座】各回 30 人（定員に達し次第締め切り） 

       【個別相談会】各日４人程度 

 ・その他  上記とは別に、以下の講座を予定しております。 

       ・（仮称）楽しく上手に動画を撮る実践講座 

         平成 29 年 11 月３日（金・祝） 北郷地区産業文化祭 

         平成 29 日 12 月予定 ひとやすみの庭 

         ※講座参加者を中心とした、動画撮影の実践講座 

       ・（仮称）おやま de チャンネル交流会 

         平成 30 年２月７日（水）小山町健康福祉会館 

         ※講座参加者の撮影した動画のお披露目、女性同士の交流会 

 

 

 

【問い合わせ先】 

おやまで暮らそう課定住促進班 

電話 0550-76-6137 
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小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 9 月 26 日 

「金太郎ファミリープロジェクト」始まります！ 

（小山町 おやまで暮らそう課） 

１ 概要 

小山町の資源を最大限に活用し、小山町の魅力を町内外に発信し、町内を訪れる

子育て世代を増やしたい。 

さらに、町内と町外の子育て世代の、小山町の子育て環境に対する満足度を向上

させ、最終的な定住・移住へとつなげることを目的とするさまざまな取り組みを総

称した「金太郎ファミリープロジェクト」を始動させます。 

 

２ 内容 

 ・名 称  金太郎ファミリープロジェクト 

 ・内 容  ・おやまステイ 

        田舎暮らしや移住に興味を持つ町外ファミリーが、小山町内のファ

ミリー宅へ泊まりに来て、移住体験をする。 

       ・マザーツリー工房 

        木育やものづくりに興味・経験のある女性を集め、小山町の間伐材

を使用した木製品作りを行う。 

       ・金太郎自然塾 

        小山町の自然のフィールドを活用した、親子で楽しめるイベント。 

       ・金太郎森のようちえん・自然塾インストラクター養成講座 

        上記「金太郎自然塾」のような、小山町の自然を活かした学びや交

流の場作りに興味のある方に向けた講座で、イベントの担い手を育

てることが目的。 

       ※詳細は、別添チラシ参照。 

       ※上記の他、以下のイベントも予定しております。 

       ・（仮称）金太郎サイエンス教室 平生 29 年 10 月 29 日（日） 

       ・（仮称）金太郎木工教室 平成 29 年 12 月 16 日（土） 

       ・（仮称）金太郎森のようちえん 平成 30 年３月中 

 

 

【問い合わせ先】 

おやまで暮らそう課定住促進班 

電話 0550-76-6137 
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小山町定例記者懇談会  

平成 29 年９月 26 日 

 

高校生の意見を町政に ～小山町高校生議会～ 

（総務課・議会事務局） 

 

１ 概要 

小山町・小山町議会では、町内の高校に通学する高校生が議会や町政に対する関

心度を高めてもらうため、小山町高校生議会を 10 月 21 日（土）に開催します。 

 

２ 内容 

平成 28 年に選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げられたが、若者の投票率の低さか

ら政治離れが叫ばれる中、「高校生」が、どのように税金を集め、集められた税金を

どのように使うか決定しているのかを知り、さらに、地域の課題を調べ・考え・判断

する力を育み、町議会、町の政治問題に関心を持っていただくことが必要となってい

ます。 

そこで、県立小山高校生徒による高校生議会を開催し、当局に一般質問をすること

により、町の課題・政治問題に関心をもっていただくことを目的とするものです。 

なお一般質問形式で質問し、町長、教育長、部長等が回答します。 

 

○と き  平成 29 年 10 月 21 日（土）  14：00～16：00 

○会 場  小山町役場 ４階 議場 

○その他  どなたでも傍聴していただけます。 

 

 ※スケジュールは別紙 

 

 

 

 

 

 

                 【問い合わせ】 

総務課   電話 0550-76-6131 

議会事務局 電話 0550-76-6141 
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【１０月２１日小山町高校生議会スケジュール】 

１１：３０ 高校生集合（４階会議室） 

１１：３０～１２：１５  

○高校生リハーサル（議会事務局、総務課） 

   ・議席の確認 

   ・登壇方法等説明 

・議事進行リハーサル、 

 

１２：３０ 議員、町長、副町長、教育長、部長等 集合 

１２：３０～１３：３０ 場所：２階大会議室 

○高校生との顔合わせ・会食 

  （１）議員及び当局出席者紹介 

  （２）高校生自己紹介 

  （３）会食及び意見交換 

 

１４：００～ 場所：議場 

 ○高校生議会 

 （１）開会式 （進行：総務課） 

   ・小山町長、議会議長 あいさつ（登壇） 

   ・小山町出席者（三役・部長等）紹介 

   ・高校生議員自己紹介 

 

 （２）高校生議会開会 （進行補助：議会事務局） 

   ・開会の宣告 

   ・議席の指定 

   ・会期の決定 

   ・高校生議員一般質問 

   ・閉会の宣告（高校生議長から感想） 

 

  （３）開会式 （進行：総務課） 

   ・講評 教育長、小山高校（登壇） 

   

※閉会後 記念撮影 

 

１６：００ 終了予定 
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