
 

小山町定例記者懇談会 

 
人の動き（平成 29 年 11 月 1 日現在） 11月 

人 口 18,959 人（前月比+23 人） 

世帯数 7,606 世帯（前月比+33 世帯） 
 

 

 

 

★会見事項 

１ 郵便局と安全・安心についての協定を締結 

２ 災害時における物資供給に関する協定の締結 

３ 地域防災訓練を実施、今年は須走地区で「スーパー防災訓練」 

４ 金時山・足柄峠 DE 初の日の出 ～新年を金時山山頂で～ 

５ 町イチ！村イチ！2017 ～町村から日本を元気にする～ 

６ 道の駅、あしがら温泉の上半期営業実績 

７ 年末年始は、道の駅で買い物をしてあしがら温泉で温まろう♪ 

８ スタジオタウン小山・東京フォーラム 2018 開催 

９ 組織越境型地域イノベーション研修「鉞創塾」発表会 

10 映画「じんじん～其の二」上映会開催 

11 豊門公園のベンチにあなたのメッセージを！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

◇その他の添付資料 

小山町内イベント等一覧（平成 29 年 12 月分） 

 

平成 29 年 11 月 30 日（木） 

小山町  企画総務部  町長戦略課  

◇次回の定例記者懇談会は 

 12 月 26 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  



小山定例記者懇談会 

平成 29年 11月 30日 

 
郵便局と安全・安心についての協定を締結 

（小山町住民福祉部） 
 
１ 概要 

 小山町は、御殿場郵便局及び町内の全ての郵便局と新たな協定を締結する。 

現在の高齢者の見守りに加え、障害者、子ども等の住民を追加し、更に道路の異常

及び不法投棄が疑われる廃棄物等を発見した場合の対応を追加した「地域における協

力に関する協定」及び現覚書の内容を全て包含した「災害時における協力に関する協

定」を締結することにより、町民の安全・安心に寄与する。 

  

２ 内容 

 

協定調印式 

と き 平成 29年 12月 18日(月) 11:00～ 

ところ 小山町役場本庁３階 302会議室 

 

小山町では、平成 10 年度に道路損傷等についての情報提供を目的として、駿河小

山郵便局及び須走郵便局と「道路損傷等についての情報提供に関する覚書」を、平成

25年度に高齢者の見守りを目的として、町内郵便局及び御殿場警察署と「小山町高齢

者見守りネットワークに関する協定」を締結している。 

また、平成 10 年度に駿河小山郵便局と「災害支援協力に関する覚書」を締結して

いる。 

新たな協定締結により、現在の覚書は効力を失うが、警察を含めた３者協定である

小山町高齢者見守りネットワークに関する協定は、今後も存続する。 

 

 

協力内容 

地域における協力に関する協定に基づく情報提供〈住民福祉課、建設課、くらし

安全課、こども育成課〉 

・高齢者、障がい者、子ども等住民の何らかの異変 

・道路の異常（陥没、亀裂、舗装状況、溝蓋の破損、土砂崩れ、水害、道路標識、

安全施設等の異常、橋・トンネルの異常等及び歩道帯・道路拡張・街路樹等を含

む全てのもの） 

・不法投棄が疑われる廃棄物等 

 

 

資料１    



災害時における協力に関する協定に基づく協力内容〈防災課〉 

・ネットワークを活用した広報活動 

・郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の情報提供 

・避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提 

 供 

・災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に係る 

事項（郵便葉書等の無償交付、郵便物の料金免除等） 

・避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便物の収集・交付等に係る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

住民福祉部 

電話 0550-76-6661 

 



報道提供資料  

平成 29 年 11 月 30 日 

 

災害時における物資供給に関する協定の締結 

（小山町防災課） 

１ 概要 

町は、町民の安全を図るため、災害が発生、または、発生の恐れがある場合に、

アイリスオーヤマ株式会社の協力を得て、災害時における物資供給に関する協定を

締結します。 

 

２ 内容 

町は、町民の安全を図るため、町内の企業と、災害が発生又はその発生の恐れが

ある場合に、物資の供給などの協定を締結しています。この度、アイリスオーヤマ

株式会社と協議が整い、災害時における物資供給に関する協定を締結します。 

協定の内容は、アイリスオーヤマ株式会社が販売している物資を小山町の要請に

より供給してもらい、物資の供給は、小山町の要請後、町の避難所や物資集積所な

どの希望する場所で物資の引き渡しを受けます。 

 

協定調印式 

１ 時 期 平成 29 年 12 月 15 日（金） 11 時～ 

２ 場 所 役場３階 302 会議室 

３ 出席者（予定） 

 (1) アイリスオーヤマ株式会社 

   富士小山工場 工場長 小島 章弘氏 

   総務部 部長 本間 勝氏 

(2) 小山町 

   小山町長、室伏副町長、高橋副町長、危機管理監 

４ アイリスオーヤマ株式会社の概要 

 ・設立 1971 年 4 月 

 ・資本金 1 億円 

 ・従業員数 3,013 名（2017 年 1 月現在） 

 ・所在地  （本社） 宮城県仙台市青葉区五橋２－１２－１ 

       （富士小山工場） 小山町桑木２２１－１ 

 

【問い合わせ先】 

防災課 

電話 0550-76-5715 

資料２ 



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 11 月 30 日 

 

 

地域防災訓練を実施、今年は須走地区で「スーパー防災訓練」 

（小山町防災課） 

 

１ 概要 

町は、突然発生する地震を想定して、自主防災組織が中心となり、地域の特性に

応じた実践的な突発対応型訓練を実施し、地域防災体制の確立及び住民の防災意識

の高揚を図る目的で地域防災訓練を実施します。 

 

２ 内容 

訓練は、自主防災会が主体となり、相模トラフを震源域とする地震が突然発生し、

町内各地の震度は７から６弱を観測し、町内全域で火災が発生し、家屋の倒壊、崖

崩れ、道路の損壊、橋梁の落下や電気、ガス、水道、交通機関等の被害及び負傷者

が発生した想定で行います。 

９時に町内一斉にサイレンを吹鳴(地震発生)し、各地区の集合場所への避難・安

否確認などを行い、町の訓練災害対策本部に避難人員や被害状況などの無線報告を

行った後、各自主防災会ごとに消火訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行い

ます。 

北郷地区では、各区の訓練終了後に、北郷中学校３年生が研究した防災に関する

成果発表を行う予定です。 

また、須走小学校グラウンド及び体育館では、御殿場市医師会、駿東歯科医師会

小山町支部、北駿薬剤師会、自衛隊、警察、消防、御殿場看護学校及び町との協働

による救護所訓練のほか、須走地区では、スーパー防災訓練【須走地区自主防災会

合同訓練】を自衛隊、警察の協力を得て、避難所開設訓練、応急救護訓練、炊き出

し訓練や防災クイズなどを実施します。 

 

小山町地域防災訓練 

 

１ 日 時 

平成 29 年 12 月３日（日） ９:00～12:00 

 

２ 場 所 

 (1) 各地区集合場所 

 (2) 救護所訓練及び須走地区合同訓練 ～須走小学校グラウンド及び体育館 

 

資料３   



３ 訓練内容 

 (1) 各自主防災会による訓練 

  ア 訓練項目 

避難訓練(安否確認含む)、消火訓練、応急救護訓練、機材操作訓練、炊き出

し訓練(非常食体験)など 

  イ 参加機関 

    各自主防災会、小山消防署、小山町消防団（消火訓練、応急救護訓練などの

訓練指導） 

 

 (2) 救護所訓練（会場：須走小体育館） 

  ア 救護所の開設、トリアージ、患者搬送 

  イ 参加機関 

    御殿場市医師会、駿東歯科医師会小山町支部、北駿薬剤師会、陸上自衛隊第

34 普通科連隊、自衛隊富士病院、富士小山病院、消防須走分署、御殿場看護学

校、小山町健康増進課 

  

(3) スーパー防災訓練【須走地区合同訓練】（会場：須走小グラウンド及び体育館） 

  ア 訓練項目 

避難所開設、煙体験、応急救護訓練（ＡＥＤなど）、炊き出し訓練、防災クイ

ズ、救護所研修 

  イ 展 示 

    御殿場警察署によるパネル展示 

  ウ 参加機関 

    須走地区自主防災会、陸上自衛隊第３４普通科連隊、御殿場警察署、須走消

防分署、小山町消防団、小山町 

 

４ 参加予定人数  約 6,400 人 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

防災課 

電話 0550-76-5715 



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 11 月 30 日 

 

金時山・足柄峠 DE 初日の出について 

（小山町商工観光課） 

 

１ 概要 

小山町観光協会では、来年１月１日の日の出にあわせて金時山山頂と足柄

峠でオリジナル記念バッジなどの配布を行います。 

 

２ 内容 

新年の初日の出を記念し、金時山山頂猪鼻神社と足柄峠駐車場来場者に、

数量限定のオリジナル記念バッジを配布します。 

また、併せてあしがら温泉入浴 100 円割引券（元日のみ有効）の配布や、

足柄峠駐車場では甘酒のサービスも行います。 

なお、降雪や登山道の凍結などの気象条件が悪い場合は中止します。 

 

日  時：平成 30 年１月 1 日（月） 日の出予想時刻 午前６時 50 分頃 

 

場  所：金時山山頂猪鼻神社及び足柄峠駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

小山町観光協会   

電話 0550-76-5000 

資料４   



報道提供資料  

平成 29 年 11 月 30 日 

 

  

町イチ！村イチ！2017 ～町村から日本を元気にする～ 

（小山町商工観光課） 

 

１ 概要 

 「町イチ！村イチ！2017」は、全国の町村が一堂に会し、それぞれが持って

いる特産品や観光資源などの「宝」を都会の人たちにアピールするイベント。  

町村の特産品の紹介・販売や郷土芸能を披露することにより、町村自慢の逸

品が首都圏の住民に広く認知され、特産品の販路拡大や観光など交流人口の拡

大による地域活性化に繋げることを狙いとしています。 

また、町村の人々と来場者がより積極的に交流し、魅力を知ってもらう場を

作り、実際に町へ足を運びたくなるようなイベントの実現を目指します。 

 

２ 内容 

 日 時  平成 29 年 12 月２日（土） 12:00～19:00 

       平成 29 年 12 月３日（日） 10:00～17:00 

  

会 場  メイン会場：東京国際フォーラム 

       サテライト会場：有楽町駅前広場 

 

主 催  全国町村会 

  

出展内容 特産品展示・販売コーナー（金太郎だんご等の販売を予定） 

町イチ！村イチ！パンフレット展示コーナー 

ご当地キャラ（金太郎）によるＰＲ 

 

 

 

【問い合わせ先】 

                        商工観光課 

電話 0550-76-6114 

資料５ 







小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 11 月 30 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」の上半期営業実績 

（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」）について、平成 29 年度上半期の売り上げ

及び利用者数の実績を報告します。 

 

２ 内容 

・道の駅ふじおやま（平成 29 年４月１日～９月 30 日：税抜価格） 

 施設総売り上げ レジ通過人数 客単価平均 

H29 上半期 284,095,745 円 302,606 人 938 円 

H28 上半期 255,238,778 円 299,613 人 851 円 

前年対比 111.3％ 101.0％ 110.2％ 

 

・道の駅すばしり（平成 29 年４月１日～９月 30 日：税抜価格） 

 施設総売り上げ レジ通過人数 客単価平均 

H29 上半期 227,756,548 円 247,341 人 906 円 

H28 上半期 225,715,616 円 244,695 人 908 円 

前年対比 100.9％ 101.0% 99.7％ 

 

・町民いこいの家「あしがら温泉」（平成 29 年４月１日～９月 30 日） 

 温泉施設利用料 入浴者数 

H29 上半期 36,548,450 円 82,531 人 

H28 上半期 35,074,850 円 78,062 人 

前年対比 104.2％ 105.7% 

                        

【問い合わせ先】 

                商工観光課 商工観光班 

電話 0550-76-6114 

資料６ 



  小山町定例記者懇談会 

平成 平成 29 年 11 月 30 日 

 

 

年末年始は、道の駅で買い物をしてあしがら温泉で温まろう♪ 

（商工観光課） 

１ 概要 

 道の駅ふじおやま、道の駅すばしり及び町民いこいの家「あしがら温泉」で

は、年末年始の営業日及び営業時間を変更します。 

 

２ 内容 

道の駅「ふじおやま」 

  平成 29 年 12 月 31 日（日）・平成 30 年 1 月 1 日（月）９時～17 時営業 

・レストランのみ 10 時～17 時営業 

     ・12 月 30 日（土）までと、1 月 2 日（火）からは通常営業 

 

道の駅「すばしり」 

   平成 29 年 12 月 27 日（水）～平成 29 年 12 月 31 日（日）９時～17 時営業 

・レストランのみ 10 時～16 時営業、足湯休業 

・12 月 26 日（火）までと、1 月 1 日（月）からは通常（冬季）営業 

 

小山町町民いこいの家「あしがら温泉」 

平成 29 年 12 月 31 日（日）休館 

平成 30 年 1 月 1 日（月）８時～17 時営業(最終受付 16 時) 

平成 30 年 1 月 2 日（火) 10 時～22 時営業 

平成 30 年 1 月 3 日（水）10 時～22 時営業 

平成 30 年 1 月 4 日（木）休館 

   ・１月１日の来館者全員に粗品のプレゼント 

   ・12 月 30 日（土）までと、1 月 5 日（金）からは通常営業 

 

 

【問い合わせ先】 

                   商工観光課 商工観光班 

電話 0550-76-6114 

資料７ 



物産品等販売 レストラン 地域特産品コーナー レストラン 足湯 開館時間 最終受付時間

2017/12/26(火) 7時～20時 8時～20時 9時～18時 10時～17時 冬季休業 休館 ―

2017/12/27（水） 7時～20時 8時～20時 9時～17時 10時～16時 冬季休業 10時～22時 21時

2017/12/28（木） 7時～20時 8時～20時 9時～17時 10時～16時 冬季休業 10時～22時 21時

2017/12/29（金） 7時～20時 8時～20時 9時～17時 10時～16時 冬季休業 10時～22時 21時

2017/12/30（土） 7時～20時 8時～20時 9時～17時 10時～16時 冬季休業 10時～22時 21時

2017/12/31（日） 9時～17時 10時～17時 9時～17時 10時～16時 冬季休業 休館 ―

2018/1/1（月） 9時～17時 10時～17時 9時～18時 10時～17時 冬季休業 8時～17時 16時

2018/1/2（火） ７時～20時 8時～20時 9時～18時 10時～17時 冬季休業 10時～22時 21時

2018/1/3（水） ７時～20時 8時～20時 9時～18時 10時～17時 冬季休業 10時～22時 21時

2018/1/4（木） ７時～20時 8時～20時 9時～18時 10時～17時 冬季休業 休館 ―

2018/1/5（金） ７時～20時 8時～20時 9時～18時 10時～17時 冬季休業 10時～22時 21時

道の駅ふじおやま 道の駅すばしり
日にち

あしがら温泉

道の駅・あしがら温泉年末年始の営業について



小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 11 月 30 日 

 

スタジオタウン小山・東京フォーラム 2018 開催 

（小山町町長戦略課） 

１ 概要 

関東を中心とした映像業界関係者等を対象に周知を図るため、平成 30 年２月３日

（土）スパイラル（東京青山）でスタジオタウン小山東京フォーラム 2018 を開催し

ます。 

また、「小山町 フィルムクリエイターズ アワード 2017」の最終審査および表彰

式を併催します。 

 

２ 内容 

“撮りにきて小山”を合言葉に、町が推進する「スタジオタウン小山」事業につ

いて、スタジオタウン小山東京フォーラムを開催し、業界精通者を交えた「スタジオ

タウン小山」を語るトークセッションを通じて、関東を中心とした映像関係者に周知

を図ります。 

また、「小山町 フィルムクリエイターズ アワード 2017」の最終審査と表彰式を同

時開催します。 

 

日程：平成 30 年２月３日（土） 13:30～16:15 

 

場所：スパイラル ホール・ホワイエ（東京都港区南青山 5-6-23） 

 

内容：第１部 トークセッション「スタジオタウン小山を語る」 

           出演者：込山正秀（小山町長）/深澤高治（小山町フィルムコミッ

ション理事長）/小口詩子(武蔵野美術大学 映像学科教授)/守屋

慎一郎（スパイラル/㈱ワコールアートセンター） 

     第２部 小山町 フィルムクリエイターズアワード 2017 

最終プレゼンテーション 

     第３部 小山町 フィルムクリエイターズ アワード 2017 表彰式 

 

【問い合わせ先】 

町長戦略課 地域コミュニティ室 

電話 0550-76-6135  
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平成 29 年 11 月 30 日 

 

 

組織越境型地域イノベーション研修「鉞創塾」発表会 

（小山町総務課） 

１ 概要 

 町は平成 24 年度から、財政難や職員数減といった厳しい状況においても、自

ら知恵を絞り、進んで政策提言できる職員を育成する目的で、政策形成能力向

上研修「鉞創塾」を実施しています。 

６年目を迎える本年度、研修のさらなるステップを目指し、ＰＨＰ総研の協

力により、役場職員と民間企業等の人による「組織越境型地域イノベーション

研修 鉞創塾」を８月に開講しました。 

その研修の成果を２つのチームの塾生が最終プレゼンテーションし、それぞ

れのテーマに応じた政策提言を行います。 

 

２ 内容 

 １ 日 時 平成 29 年 12 月 20 日（水） 15:00～16：30 

  

２ 場 所 小山町役場 大会議室 

 

３ 課題とメンバー編成 

 ■ケイデンス「（仮）富士山サイクリングのゲートウエイをめざして」 

   メンバー 佐藤倫代（町長戦略課） 田代絵吏（商工観光課） 

        祓川 悟（都市整備課） 中山亮介（スルガ銀行） 

        永井誠一（NPO 富士山ごてんばサイクリングプロジェクト） 

        浅谷恭成（小山町 DMO 準備室） 

        園原 拓（株式会社トキノカンパニー） 

 

 ■Ｐ＆Ｐ「（仮）みんなで創る「食」のまち小山」 

   メンバー 湯山沙織（こども育成課） 室伏達也（住民福祉課） 

        小野聖将（未来拠点課） 鈴木達也（静岡労働金庫） 

        鈴木辰徳（沼津信用金庫） 村川弘明（静岡ガス株式会社） 

 

 

【問い合わせ先】 

総務課 

電話 0550-76-6131 
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小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 11 月 30 日 

 

映画「じんじん～其の二」上映会開催 

（小山町農林課） 

１ 概要 

神奈川県秦野市を舞台に、林業をテーマとした映画『じんじん～其の二～』

の上映会を下記のとおり開催します。 

 

２ 内容 

１ 日時 平成 29 年 12 月６日（水）  

開場 １7:45 

開演 18:25～21:00 

 

２ 場所 小山町総合文化会館 金太郎ホール  

 

３ 入場料 無料 

 

４ スケジュール 

   17：45   開場 

   18：25 ～ 開演 

・ 小山町長 挨拶（5 分） 

・ 秦野市長 or ゲスト（菅野莉央）による 映画の紹介（20 分） 

・ セレモニー（じんじんの木 ※ヤマボウシ）贈呈（5 分） 

（秦野市長が開演時間に間に合わない場合は、ゲストで対応） 

   19：00 ～ 映画上映（1 時間 59 分） 

   21：00   終了  

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 農林課 林業班 

電話 0550-76-6112 
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小山町定例記者懇談会  

平成 29 年 11 月 30 日 

 

豊門公園のベンチにあなたのメッセージを！ 

（小山町町長戦略課） 

１ 概要 

  町では、「明治の殖産興業の息吹を感じる」公園として内容充実を図るため

に、国登録文化財の豊門会館及び西洋館が立地する豊門公園の修景工事を進

めています。この公園内に西洋館の窓のデザインを取り入れた豊門公園用の

オリジナルベンチを製作し、設置するため、寄附金 20 万円を募ります。ベン

チには寄附者が自ら書いたものをメッセージプレート（6 センチ×12 センチ）

に刻みます。 

 

２ 内 容 

寄附の方法 

 「小山町金太郎ふるさと納税」特設サイト等(インターネット)、または寄附申出 

書による申込み（寄附申出書の場合は、役場町長戦略課地域コミュニティ室へ） 

※「寄附申出書」に必要事項を記入してもらい受付、後日「寄付金受領証明書」

を送付 

 

寄附の返礼 

20 万円以上寄附した人に、新規に設置するベンチ（巾 180 センチ）背もたれ部

分の「メッセージプレート」(6 センチ×12 センチ)にメッセージの記入をして貼

り付けます。 ※10 脚限定 

 

町民の寄附 

・本事業に関してはいわゆる返礼品ではないので、町民もふるさと納税の対象と 

します。 

・町民の寄附申込みは寄附申出書のみ受け付けます。 

・インターネット等各種ポータルサイトからの申し込みはできません。 

 

【問い合わせ先】 

町長戦略課 地域コミュニティ室 

電話 0550-76-6135 
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