
 

 

 

 

 ★ 会見事項 

１ 森村橋の公益社団法人土木学会「田中賞」受賞について 

２ 新型コロナウイルスワクチン接種の現状報告について 

３ 令和３年度 一般会計補正予算第２号について 

４ 東京 2020 オリンピック開幕 50 日前イベントの開催について 

５ 東京 2020 大会花のおもてなし観戦ポイント「植栽イベント」について 

６ 令和４年４月採用小山町職員の募集について 

７ 駿河小山駅前交流センターの利用状況について 

８ 道の駅ふじおやま・道の駅すばしり・町民いこいの家「あしがら温泉」の営業実績について 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小山町定例記者会見 

 
人の動き（令和３年５月 1 日現在） ５月 

人 口 17,990 人  （前月比＋23 人） 

世帯数  7,573 世帯（前月比＋27 世帯） 

令和３年５月２８日（金） 

企画総務部 地域振興課 
 

◇次回の定例記者会見は 

６月２８日（月）15：30 から 役場本庁３階 ３０１会議室で行う予定です 



 

小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

森村橋の公益社団法人土木学会「田中賞」受賞について 

（小山町生涯学習課） 

 

１ 概要 

５月１４日開催の公益財団法人土木学会の理事会において、国登録有形文化財

「森村橋」の令和２年度土木学会賞「田中賞作品部門（改築）」の受賞が決定しま

した。 

これは、国登録有形文化財を一度解体し、工場内で補修・補強をしてから元の位

置に架設するという独創的な工法により土木遺産の復原に努めたことは、今後の文

化的価値のある文化財の大規模な改修に貢献することから、土木学会賞（田中賞）

に値するものと認められたものです。 

２ 授賞式 

・日時：６月１１日（金） 午前１０時～１２時 
・場所：ホテルメトロポリタンエドモント（千代田区飯田橋） 

３ 田中賞とは 

  昭和４１年、公益社団法人土木学会が橋梁、鋼構造工学の優れた業績に対して土

木学会賞の一つとして設けました。田中賞には、「業績部門」「論文部門」「作品部

門」の３部門があり、森村橋は、復旧などにおいて特色を有する優れた作品を対象

とする「作品部門」での受賞となります。 

田中賞は、関東大震災の復興に際し、帝都復興院初代橋梁課長として隅田川に

かかる永代橋や清州橋などの名橋を生み出した「田中豊」に因んでいます。 

４ その他 

「田中賞」の受賞は県内自治体では静岡市に次いで２例目となり、文化財の受

賞は県内初です。 

小山町では、「東名 足柄橋」（事業者：日本道路公団）に次ぐ２例目となり

ます。 

５ 森村橋概要 

 ・橋名の由来 富士紡績創業者の森村市左衛門に因む 

 ・架橋  明治３９年（１９０６） 

 ・架橋者 （設計）秋元繁松、（施工）㈱東京石川島造船所 

 ・構造  鋼単純下路式曲弦プラットトラス橋  

 ・国登録有形文化財 平成１７年登録 

 

 

【問い合わせ先】 

生涯学習課生涯学習班 

電話 0550-76-5722 

  

資料  1 



 

小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

新型コロナウイルスワクチン接種の現状報告について 

（小山町健康増進課） 

１ 概要 

現在進めている 65 歳以上高齢者の集団接種について、以下のとおり説明します。 

２ 内容 

 ● 現在の予約状況等（接種“１回目”を予約した人の数・率）について 

これまで①4/26～、②5/17～、③5/26～の計３回予約受付を行った結果による現在の

状況は以下のとおりです。【5 月 27 日 12 時 20 分現在】 

接種券郵送数：5,775 人（内、施設入所者：399 人） 

集団接種対象者：5,376 人（5,775 人－399 人） 

①予約数：1,080 人（これは全て１回目の予約） 

②予約数：2,869 人（ﾜｸﾁﾝ総数は 5,220。内、2,351 は２回目分として確保） 

③予約数：  430 人（ﾜｸﾁﾝ総数は 3,372。内、1,800 は２回目分として確保） 

 【空枠状況：5/27 の 12:20 時点で、1,142 人分空いています】 

１回目接種の予約数計 ⇒ 4,379 人 

∴１回目接種予約者数率 4,379 人 ÷ 5,376 人 ＝ 81.5％ 

● ７月末までの 65 歳以上高齢者接種完了に向けた取組について 

5/24 以降『１日の接種計画値：180 回』をスムーズに実施できていることから、既に

予約受付を完了している 6/28･29、7/2･5･9 について接種予約回数を上乗せし、65 歳以

上高齢者接種を加速させ、7 月末までの接種完了を目指します。 

（また、これからも積極的に潜在的な接種希望者への対応に努めます。） 

● 余剰ワクチン接種の考え方について 

当日キャンセル等により余剰ワクチンが発生した場合、以下の考え方（方針）に基づ

き接種を行います。 

 順位① 接種事務に従事する保健委員・婦人会会員（65 歳以上・年齢順） 

 順位② 接種事務に従事する保健委員・婦人会会員（65 歳未満・年齢順） 

 順位③ 接種事務に従事する役場職員（町内在住者・年齢順） 

 順位④ 接種事務に従事する役場職員（町外在住者・年齢順） 

  これ以降の先行接種につきましては、現在、こども園職員・小中学校教諭及び職員、

民生委員等を検討しています。 

【問い合わせ先】 健康増進課健康づくり班 電話 0550-76-6668 

資料 ２ 



 

小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

令和３年度 一般会計補正予算第２号について 

（小山町総務課） 

１ 概要 

新型コロナウイルス感染症対策に関する経費として、令和３年度一般会計 

補正予算（第２号）を５月２５日議会臨時会で議決されました。 

２ 内容 

◎令和３年度一般会計補正予算（第２号） （単位：千円） 

補正前 今回補正額 累計 

11,466,105 45,246 11,511,351 

◎一般会計 補正予算の主な内容 

歳入 

・保育総合対策支援事業費補助金 1,500 千円 

・新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金 13,170 千円 

・学校保健特別対策事業費補助金 1,328 千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 23,933 千円 

・新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 3,666 千円 

歳出 

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 13,170 千円（こども育成課） 

・こども園等 感染症対策 4,700 千円（こども育成課） 

・小中学校感染症対策 7,481 千円（こども育成課） 

・富士山安心・安全対策事業費補助 12,000 千円（商工観光課） 

・総合体育館利用者接触防止対策 1,952 千円（生涯学習課） 

 

 

 

  

 

 

【問い合わせ先】 

総務課財政管財班 

電話 0550-76-6132 

資料 ３ 



 

小        小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

東京 2020 オリンピック開幕 50 日前イベントの開催について 

（小山町オリンピック・パラリンピック推進局） 

１ 概要 

東京 2020 大会のコース沿道に施した都市装飾を活用し、低迷する大会機運の醸

成を図るため、開幕 50 日前を期してイベントを開催します。 

オフィシャルパートナーであるＢＳ社と連携し、ロードコースの一部を走行する

セレモニーランを皮切りに、パラ閉幕までを対象期間とした町内みどころポイント

の Web スタンプラリーとフォトコンテストを実施することにより、町民や来訪者の

町内回遊を促し、SNS 等での情報発信や波及効果に繋げていきます。 

２ 内容 

（１）ロード OYAMA セレモニーラン 

①日時 ６月２日（水）９：３０～１０：４０頃 

②会場 富士スピードウエイ西ゲート 

③内容 首長・BS 社オリンピアン３名・地元サイクリストによるセレモニー走行 

    【鈴木光広（1988 ソウル）・藤田晃三（1992 バルセロナ） 

     飯島誠（2000 シドニー・2004 アテネ・2008 北京】 

（２）OYAMA みどころ Web スタンプラリー＆フォトコンテスト 

①開催期間 ６月３日（木）～９月５日（日）オリ 50 日前～パラ閉幕日 

②ポイント 役場本庁舎、駿河小山・足柄両駅交流センター、豊門公園、 

総合文化会館、FSW 西ゲート、花の観戦ポイント、「ふじおや 

ま」「すばしり」両道の駅、冨士浅間神社の 10 箇所 

③参加方法 各ポイントにてＱＲコードを読み取り、スタンプを取得 
全スタンプ達成または撮影画像投稿によりエントリー 

④賞・選考 金賞 ＢＳ社製 クロスバイク 
銀賞 東京 2020 パラリンピック記念メダリオン純銀製  
銅賞 東京 2020 オリンピック腕時計スウォッチ  
特賞 東京 2020 オリンピックオフィシャルビデオゲーム 

・スタンプラリーは抽選、フォトコンテストは写真を審査 

・双方にエントリー可とする（Ｗチャンス） 

【問い合わせ先】 

オリンピック・パラリンピック推進局 

 電話 0550-70-3355 

資料 ４ 



 

小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

東京 2020 大会花のおもてなし観戦ポイント「植栽イベント」について 

（小山町 オリンピック・パラリンピック推進局） 

１ 概要 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック自転車競技ロードの全日程でコース

となる沿道 2020 ㎡に、マリーゴールド 18,000 本を植えて、選手や観戦者を花で

おもてなしする。 

昨年度も多くのボランティアの方の御協力で、見事にマリーゴールドを咲かせ

ることが出来たため、今年度も、「オールおやま」で花を植栽して、大会の期待感

と町内の機運醸成を図っていく。 

 

２ 内容 

（１）日 時 ６月１９（土）9:00～11:00 予備日 26 日（土） 
（２）場 所 棚頭地先（リンガーハット富士小山工場道向かい） 
（３）内 容 2020 ㎡のエリアに、およそ 18,000 ポットのマリーゴールドを植栽す

る。 
（４）協 力 小山町開催支援協議会、小山町花の会 

小山町シニアクラブ連合会、小山町連合婦人会 
小山町文化連盟、地元区長会、㈱大綱造園 

（５）その他 ５月号広報紙で一般ボランティアを募集中 
 

 

  

 

 

 

【問い合わせ先】 

オリンピック・パラリンピック推進局 

 電話 0550-70-3355E-

mail:olypara2020@fuji-oyama.jp 

  

資料 ５ 



 

 昨年度の植栽イベントの様子  

  

開会セレモニー 

記念撮影 

作業の様子 



 

小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

令和４年４月採用小山町職員の募集について 

（小山町総務課） 

１ 概要 

令和４年４月採用の小山町職員の採用試験を行います。 

２ 内容 

■採用予定 

 ①一般行政職【事務】（大卒）   ２人   
 ②一般行政職【土木】（区分なし）１人  
 ③保健師（大卒）        １人 
 ④保育教諭（短卒・大卒） 

⑤保育教諭（経験者）  
■受験資格 

①～⑤共通 

・地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない人 ・日本国籍を有する人 

え①③昭和６１年４月２日以降に生まれた人 

②昭和５６年４月２日以降に生まれた人 

※②は土木の専門課程を履修し卒業した人（令和４年３月高卒見込み除く。） 

③平成３年４月２日以降に生まれた人 

④昭和５１年４月２日以降に生まれた人で保育士又は幼稚園教諭としての経験が５

年以上ある人 

※③④は保育士の資格と幼稚園教諭の免許を取得、または取得見込みの人 

■受付期間 ５月２４日（月）～６月２５日（金） 

■申し込み 総務課で配布、または町のホームページからダウンロードした採用試験

申込書に、必要事項を記入の上、写真（試験日前３カ月以内に撮影）を貼り、総務課

に提出又は郵送 

第１次試験 

７月１８日（日）小山町健康福祉会館または小山町役場本庁 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、申込み後送付する受験票で試験会場を指示 

第２次試験 

第１次試験合格者に対し面接試験を実施 ★試験日と会場は別途通知 

 

【問い合わせ先】総務課 電話 0550-76-6131 

資料 ６ 

１０人 



 

小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

駿河小山駅前交流センターの利用状況について 

（小山町 商工観光課） 

１ 概要 

令和２年１０月３１日から小山町観光協会の協力により試行的運用を開始しま

した駿河小山駅前交流センターの令和３年４月１日から５月２０日までの利用状

況について説明します。 

 

２ 内容 

令和３年４月１日から５月２０日までの来訪者数は、1,146 人で、その利用者の

主な内訳は、サイクリング客 44 人、ハイキング客 118 人、冨士霊園 199 人、ゴル

フ客 52 人でした。来訪者数のうち、町民の方が 226 人です。 

また、物販については、916 件で、その主なものは、切花で 437 件、全体の 47.7%

となっています。レンタサイクルにつきましては、２０件の利用がありました。そ

の内訳は電動アシスト付き自転車のモニター利用で７件、次がＥバイクのモニター

利用で６件でした。また、飲食につきましては、462 件の利用がありました。 

このような利用状況ですが、今後も来訪者のニーズに対応するサービスが提供で

きるよう、要望等を伺いながら本格運用に向けてデータ収集を行ってまいります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

商工観光課 

電話 0550-76-6114 

  

資料 ７ 



 

小山町定例記者会見 

令和３年５月２８日 

 

道の駅ふじおやま・道の駅すばしり・町民いこいの家「あしがら温泉」の営業実績について 

（小山町商工観光課） 

１ 概要 

商工観光課関連の指定管理３施設（道の駅ふじおやま、道の駅すばしり、町民いこいの

家「あしがら温泉」）の令和２年度年間売上と利用者数の実績を報告します。 

 

２ 内容 

 道の駅ふじおやま  

 令和２年 11 月に開駅 16 周年を迎えました。 

 令和２年度の実績は、令和元年度と比較すると、売上は 9.14％の減少、利用者 

数は 18.66％減少しましたが、利用者１人あたりの売上額を示す客単価は、前年度 

より増加しています。 

 売上、利用人数ともに、新型コロナウイルス感染症の影響により４月、５月を中 

心に減少しています。 

 道の駅すばしり  

 令和２年４月に開駅 10 周年を迎えました。 

 令和２年度の実績は、令和元年度と比較すると、売上は 33.21％の減少、利用者 

数（レジ通過人数）は、30.71％減少しました。売上、利用人数ともに、新型コロ 

ナウイルス感染症の影響により４月、５月を中心に減少しています。また、３月に 

指定管理者の引継ぎのため休館をしていたので、売上、利用人数ともに大幅に減 

少しています。 

 あしがら温泉  

 令和２年１月に開館 16 周年を迎えました。 

 令和２年度の実績は、令和元年度と比較すると、入浴者数は 45.12％、施設利  

用料は 43.91％、物販売上は 55.43％のいずれも減少でした。 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月６日から５月３１日まで約２カ月

間休館したことが入浴者数、施設利用料、物販売上の減少に大きく影響しました。 

 

 

【問い合わせ先】 

商工観光課 

電話 0550-76-6114 

資料 ８ 


