
 

小山町定例記者懇談会 

 
人の動き（平成 30 年２月 1 日現在） ２月 

人 口 18,915 人（前月比△７人） 

世帯数 7,59４世帯（前月比△４世帯） 
 

 

 

 

★会見事項 

１ 出逢いは電車で  ～「おやま出逢い大社」婚活イベント～ 

２ 山梨県忍野村との災害時における相互応援協定締結 

３ 小山町防災会議と小山町水防協議会の開催 

４ ふじのくにジュニア防災士認定証の授与式 

５ おやまの安全・安心のために ～小山町消防団非常招集訓練～ 

６ サイクリストが集うまちに ～バイシクルピットを 10 施設に設置～ 

７ より安全に快適に ～小山町総合体育館アリーナ床リニューアル～ 

８ パークゴルフ場「クラブハウス」が完成 

９ おやまの自然を楽しもう！ ～金太郎自然塾の開催～ 

10 おやまで起業 ～小山町ビジネスプランコンテスト開催～ 

11 おやまの魅力をＰＲ ～富士おやまキャンペーンの開催～ 

12 遊びにおいで! ～子育て支援センター「きんたろうひろば」完成  

13 フォトジェニックサイト・アワード 2017 で全国トップ 10 入り 

14 小山町ＤＭＯフォーラムの開催 

15 小山フィルムファクトリー オープニングセレモニー！ 

  

  

◇その他の添付資料 

小山町内イベント等一覧（平成 30 年 3 月分） 

 

平成 30 年２月 26 日（月） 

小山町 企画総務部 町長戦略課 

◇次回の定例記者懇談会は 
 ３月 29 日（木）午後３時 30 分～ 役場本庁３階 301 会議室で開催予定です 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

 

出逢いは電車で  ～「おやま出逢い大社」婚活イベント～ 

（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を対象に、ＪＲ御殿場線を貸し切っ

た婚活イベントを開催します。当日は「特急電車３７３系」３両を貸し切り、お笑

い芸人のＭＣで笑いあり、シンガーソングライターの歌ありと楽しいイベントを予

定しています。昨年の「ＪＲ御殿場線貸切！富士のふもとで出逢い旅」の参加者か

らも成婚者が誕生し、今回の貸し切り電車には、おやま出逢い大社がきっかけで成

婚された方々も当日乗車します。 

 

２ 内容 

・名  称  春満開！ＪＲ御殿場線で行く！貸切電車の出逢い旅 

・日  時  ３月 17 日（土） 10:00～16:30 頃 

・集合場所  小山町健康福祉会館（小山町小山７５－７） 

・参加条件  結婚に前向きな 20～40 代の独身の男女 

・参 加 費  3,000 円（税込） 

・定  員  男女各 30 人 

・申込期限  ２月 28 日（水）まで 

・当日のスケジュール ※予定 

  １０：００  イベントスタート（挨拶、参加者自己紹介など） 

１１：１０  ＪＲ駿河小山駅へ移動 

１１：２６  ＪＲ駿河小山駅より、貸切電車 出発（ゲームなど） 

  １２：１３  ＪＲ沼津駅 到着 

  １２：４５  ＪＲ沼津駅 出発 

  １３：２５  ＪＲ駿河小山駅 到着 

  １３：４５  健康福祉会館へ移動、フリータイム開始 

  １６：００  フリータイム終了、マッチング 

  １６：３０  結果発表、終了、解散 

 

【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 １  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

山梨県忍野村との災害時における相互応援協定の締結 

（小山町防災課） 

 

１ 概要 

町では、災害の発生に備え、近隣市町村や県外の市町村と相互応援協定を

締結しています。この度山梨県忍野村と協議が整い、災害時における相互応

援協定を締結します。 

 

２ 内容 

本協定は、山梨県忍野村と小山町のいずれかの町村域において、被害が発生した

際、被害を受けた町村の要請により、応急対策と復旧対策について、相互に応援す

ることを目的とします。 

支援の内容は、職員の派遣、食料・飲料水・防災資機材の提供などです。 

 

 
１ 日 時  ３月 12 日（月） 10：30～11：00 

２ 場 所  忍野村役場２階 会議室 

３ 出席者（予定） 

 (1) 山梨県忍野村 

 村長  天野 多喜雄（あまの たきお）氏 

 副村長 渡辺 公彦（わたなべ きみひこ）氏  

他総務課長等 

(2) 小山町 

    小山町長、危機管理監 

４ その他 

【協定締結自治体】 

  山形県上山市、茨城県北茨城市、神奈川県南足柄市、同山北町、京都府福知山市、

兵庫県三木市、岡山県勝央町、長崎県島原市、その他県内及び富士山周辺市町村

と防災協定を締結 

 

 

 

【問い合わせ先】 

防災課 

電話 0550-76-5715 

資料 ２  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

小山町防災会議と小山町水防協議会の開催 

（小山町防災課） 

 

１ 概要 

町は、防災会議及び水防協議会を開催し、地域防災計画と水防計画の修正

案について審議します。 

 

２ 内容 

  小山町地域防災計画の主な修正点は、前回の防災会議(平成 29 年 3 月)以降

に改正された水防法などの法改正、防災基本計画の改正及び静岡県地域防災

計画の修正によるものや関係機関及び町の組織改編による名称変更などです。 

  小山町水防計画の主な修正点は、県の計画と整合を図るほか、町の体制な

どについて 新の状況に更新します。 

  修正案の承認を得て、県への報告・届け出の手続きを経て、町のホームペ

ージで公表します。 

 

１ 日 時 ３月 16 日（金） 13：30～ 

 

２ 場 所 小山町総合文化会館２階 集会室 

 

３ 内 容 防災会議委員の委嘱、小山町地域防災計画、小山町水防計画の修 

正案の審議 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

防災課 

電話 0550-76-5715 

資料 ３  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

ふじのくにジュニア防災士認定証の授与式 

（小山町防災課） 

 

１ 概要 

北郷中学校 1 年生は、町で開催した「ジュニア防災士養成講座」の受講や

地域防災訓練の参加レポートを県へ提出しました。審査の結果県知事から「ふ

じのくにジュニア防災士」に認定されました。 

小山町の将来を担う中学生に、認定証授与式を行います。 

 

２ 内容 

   ふじのくにジュニア防災士は、県内に居住する小・中・高校生を対象に、

減災の意識を持ち、災害から自ら身を守ることができ、地域の防災活動に

参加する次世代の地域防災リーダーとなることが期待される児童・生徒を

育成するものです。 

町では、昨年に引き続き北郷中学校と連携し、１年生を対象に地震・風水

害・火山災害などの基礎知識のほか、避難所運営ゲーム及び避難所体験など

の「ジュニア防災士養成講座」を開催しました。 

講座を修了した１年生は、地域防災訓練の参加レポートを提出し、県の審

査の結果、１月５日に県知事から「ふじのくにジュニア防災士」に認定され

ました。 

  
１ 日 時 ３月７日（水） 15：30～ 

２ 場 所 北郷中学校１階 多目的ホール 

３ 内 容 

  ① 認定証授与 

 ② 町長、教育長挨拶 

   ③ 生徒代表決意表明 

４ 出席者（町側） 町長、教育長、危機管理監 

 

 

  

 

【問い合わせ先】 

防災課 

電話 0550-76-5715 

資料 ４  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

 

おやまの安全・安心のために ～小山町消防団非常招集訓練～ 

（小山消防署） 

 

１ 概要 

小山町消防団では、さまざまな火災を想定し、日頃の操法訓練を基礎とし

団員相互の連携と不測の事態に対応するため、実戦を想定した団員の技術練

磨を目的とした訓練を行います。 

 

２ 内容 

実施日時  ３月４日（日） ７：00～   

※荒天等の場合は中止 

※7：00 に団員招集のサイレンを吹鳴します 

        

実施場所  （１）招集場所  大胡田共有墓地南側付近 

（２）指定水利  立沢川沿道農業用取水枡 

（３）訓練場所  火点（大胡田立沢川）  

 

訓練内容   

消防団本部より無線出動指令を傍受後、水利の不足する火災を想定し、

消火栓や防火水槽が無く消防ポンプ車が単独での吸水が不可能な場所を

想定し、それぞれの分団が現場へ先着した後、ポンプ車からの放水及び積

載している可搬ポンプを使用して、火点に放水する。 

         

訓練項目  （１）自然水利からの給水によるポンプ車及び可搬ポンプによ

る放水                     

（２）安全迅速な放水体勢 

     （３）無線機の取扱い訓練                     

（４）車両誘導等の安全管理 

【問い合わせ先】 

     小山消防署 

電話 0550-76-0119 

資料 ５  
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平成２９年度小山町消防団非常招集訓練 
 
１ 趣  旨  さまざまな火災を想定し、日頃の操法訓練を基礎とし団員相

互の連携及び不測の事態に対する応用訓練であり、消防団員の

技術練磨を考慮した訓練である。 
 
２ 実施日時  平成３０年３月４日（日）７：００～ 
      （雨天等の中止判断は６：００に携帯メールでお知らせします） 
 
３ 実施場所 （１）招集場所 大胡田共同墓地南側付近 
       （２）指定水利 立沢川沿道農業用取水枡 

（３）訓練場所 火点（大胡田立沢川）  
 
４ 訓練内容  火災を想定した応用放水訓練（配置図－別紙参照） 
         
５ 訓練項目 （１）自然水利からの給水によるポンプ車及び可搬ポンプに      
          よる放水 
       （２）安全迅速な放水体勢                       

（３）無線機の取扱い訓練                       

（４）車両誘導等の安全管理 
 
６ 訓練参加者（１）消防団車両７台（約１００名）・小山５１（団本部) 
       （２）その他の各分団員は乗り合わせて集合 
       （３）訓練実施時に団員は、事前に防火服を装備し乗車 

その他の団員は見学位置で待機見学する。 
 
７ 安全管理  訓練指導部長 加藤 副団長 
 
８ その他   想定訓練実施時は公道を使用するので、各分団の誘導員指示

に従い普通走行で移動する。 
誘導員は停車等の指示を徹底し安全管理に努めること。 

 
 
                         訓練指導部長 

副団長 加藤 健 
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元ポンプ車停車位

火点

招集場所・ 訓練待機位置

車両帰路

赤旗へ放水指揮本部
訓練講評場所

非常招集訓練 実施場所

指定自然水利

団員駐車場

①安全担当

②安全担当

③安全担当者

中継ホース
先ポンプ車停車位置

可搬ﾎﾟﾝﾌﾟ
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年２月 26 日 

 

 

サイクリストが集うまちに ～バイシクルピットを 10 施設に設置～ 

（小山町商工観光課） 

 

１ 概要 

静岡県は「サイクルスポーツの聖地」の実現を目指し、バイシクルピットの設

置に取り組んでおり、県東部・伊豆地域で登録を進めています。小山町は、東京

2020 オリンピックパラリンピック開催を踏まえて、町内 10 か所にバイシクルピ

ット設置を申請・登録をしました。 

 

 

２ 内容 

  小山町バイシクルピット設置施設 

①町の駅 金太郎 ⑥セブンイレブン駿東小山町菅沼東店 

②道の駅「ふじおやま」 ⑦セブンイレブン駿東小山町須走東店 

③道の駅「すばしり」 ⑧ローソン小山町須走口店 

④セブンイレブン駿東小山店 ⑨ローソン小山町須走東店 

⑤セブンイレブン駿東小山町菅沼店 ⑩橋本屋商店（ＪＲ足柄駅前） 

 

≪登録条件≫ 

・サイクリストに工具や空気入れを無償で貸与できること 

・駐輪場所を提供できること 

 

※登録された施設には、登録証とポスター・のぼり旗・タペストリーが付与さ

れ、店頭などに掲出します 

 

 

【問い合わせ先】 

商工観光課 商工観光班（勝又） 

  電話 0550-76-6114 

資料 ６
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

より安全に快適に ～小山町総合体育館アリーナ床リニューアル～ 

（小山町教育委員会生涯学習課） 
 

１ 概要 

町では、体育館利用者の安全確保と利便性向上のため、小山町総合体育館

のアリーナ床リニューアル工事を実施しました。 

総合体育館は平成８年に開設され、この改修工事により、摩耗・老朽化し

ていたアリーナ床フローリングの全面張替えを行うほか、各種競技用のライ

ンの引き直しなどを行いました。 

このため、アリーナ全面、２階観覧席とランニングコースの利用を制限し

ていました。 

  なお、本工事は、toto のスポーツ振興くじ助成金を活用しています。 
 
 

２ 内容 

 施工期間  平成 29 年 12 月 25 日（月）～平成 30 年３月３日（土） 

  

利用開始  アリーナの一般利用開始は３月６日（火）から 

 

その他  床材の塗装などが定着するまで３か月程度かかります。 

６月までの３か月間はラインテープなどの貼付を遠慮願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

＜ 工事に関すること ＞ 生涯学習課 電話 0550-76-5722 

＜施設利用に関すること＞ 総合体育館 電話 0550-76-5708(月曜定休)  

資料 ７  
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小山町定例記者懇談会 

平成３０年２月２２日 

 

パークゴルフ場「クラブハウス」が完成 

（小山町教育委員会生涯学習課） 

 

１ 概要 

「小山町パークゴルフ場」は、町民が軽スポーツによる「健康づくり」

と家族や仲間とのコミュニケーションを図ることができる施設として、平

成 15 年度から開設されています。管理棟や休憩棟が老朽化していることか

ら、新しく管理・休憩機能を持つクラブハウスを建設し、快適にプレイで

きる環境を整備しました。 

 

２ 内容 

  （１）落成式 

日時 ３月１３日日（火） 15：00～ 

会場  小山町パークゴルフ場クラブハウス（小山町吉久保 221） 

（２）施設の概要 

 ○建物：木造平屋建て 建築面積：104.79 ㎡  

延床面積:89.66 ㎡ 

 ○主な設備 

・室内休憩スペース及び屋外テラス（いずれも飲食可）  

 ・受付（事務室） ・トイレ ・厨房 

 ・簡易物販スペース 

 ○工期：平成 29 年８月 10 日～平成 30 年２月 28 日 

 ○設計・工事監理：㈱計画・環境建築（東京都千代田区） 

 ○工事請負者：大幸建設㈱小山営業所（小山町小山） 

○建設費：31,384,800 円 ※「地方創生拠点整備交付金：１/２」を活用 

 

                              

 

 

 

【問合せ先】 

生涯学習課 

電話 0550-76-5722 

資料 ８  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

おやまの自然を楽しもう！ ～金太郎自然塾の開催～ 

（小山町おやまで暮らそう課） 

 

１ 概要 

小山町の資源を 大限に活用し、子育て環境に対する満足度を向上させて、

定住・移住へとつなげることを目的とする「金太郎ファミリープロジェクト」。 

その一環である「金太郎自然塾」を開催します。 

 

２ 内容 

  ・名 称 おやまの自然は子供の遊び場！ 金太郎自然塾 

 

・日 時 ３月２４日（土）10:00～15:00 頃 

 

・会 場 足柄ふれあい公園（雨天時は小山町総合文化会館菜の花ホール） 

 

・対 象 ３歳～小学６年生（親子で参加） 

 

・定 員 親子 15 組（先着順） 

 

・参加費 大人１人 500 円、子ども無料 

 

・持ち物 弁当、水筒、軍手、雨具、防寒具、帽子 

 

・申込み 金太郎ファミリー事務局 

     TEL 055-946-6171  Mail：kintaro@ip-s.jp 

     ３月 22 日（木） 24 時まで 

 

・内 容 火おこし体験、野外クッキング、木工クラフトなど 

 

 

【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 

資料 ９  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

おやまで起業 ～小山町ビジネスプランコンテスト開催～ 

（小山町 おやまで暮らそう課） 

 

１ 概要 

町では、将来的な若者のＵＩＪターン促進を図ることを目的に、ビジネス塾

「おやまアントレ塾」を実施してきました。その参加者を中心とした「小山町

ビジネスプランコンテスト」を開催します。 

 

２ 内容 

・名 称 小山町ビジネスプランコンテスト 

 

・対 象 小山町内での起業・開業を目指す人 ５組 

 

・内 容 ・応募者によるプレゼンテーション（１組 20 分） 

     ・審査員による質疑（１組 10 分） 

・審査結果発表、表彰 

     ・プレゼンター、審査員、関係者による交流会 

 

・日 時 ３月４日（日）12:30～18:00 頃（予定） 

 

・場 所 ＴＯＴＯ東富士研修所 大会議室 

     （御殿場市柴怒田７４７－３９） 

 

・その他 当日の見学をご希望の場合は、おやまで暮らそう課まで 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

【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 

資料 10
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

おやまの魅力をＰＲ ～富士おやまキャンペーンの開催～ 

（小山町商工観光課） 

 

１ 概要 

小山町の魅力を県内外に知らしめるため、県外からの来場者が多く、集客力の

ある「御殿場高原時之栖」で「富士おやまキャンペーン」を開催します。 

 

２ 内容 

日 時  ３月 17 日（土） 10:30～15:00（ステージ 11:00～14:00） 

 

会 場  時之栖  〒412-0033 静岡県御殿場市神山 719 

 

内 容  ◆小山町の観光パンフレット配布、観光案内 

      ◆ステージイベント（小山高校吹奏楽部、ダイナミックス、バル～ン

★パフォーマーともちゃん、鼓太郎太鼓） 

      ◆もちまき 

      ◆小山町の特産品販売（地元産のお米・朝つきたてもち・水掛菜漬・ 

地元産トマトなど） 

◆小山町商工会優良推奨品の販売 

 

その他  小山町内富士山撮影ポイント紹介事業 

・小山町内で撮影した「富士山のポストカード」を無料配布 

       ・富士山麓郵便局（上記のポストカードにメッセージなどを書き、 

                仮設の郵便ポストに投函すると、小山町の金太

郎郵便局の風景印を押して発送します） 

主 催  小山町観光協会 

協 力  小山町・小山町商工会・時之栖 

 

 

 

【問い合わせ先】 

小山町観光協会 鈴木 

電話 0550-76-5000 

資料 11  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年２月 26 日 

 

 

遊びにおいで！ ～小山町子育て支援センター「きんたうひろば」～ 

（小山町教育委員会こども育成課） 

 

１ 概要 

町では、子育てをする親同士が気軽に集い、交流し、相談ができる場所

を提供し、安心して子供を産み・育てる環境を創出するために、「小山町子

育て支援センター『きんたろうひろば』」を小山町総合文化会館図書館横の

敷地に建設しました。 

 

２ 内容 

   施設の概要 

 建物：鉄骨造（一部木造）１階建て 建築面積：279.37 ㎡  

延床面積:248.12 ㎡ 

 【主な設備】  

・プレイスペース  ・事務室   

・相談室      ・授乳調乳室 

・トイレ      ・休息スペース 

・カフェスペース  ・屋外遊戯スペース   

 【建設費】 79,920,000 円  ※「地方創生拠点整備交付金：１/２」を活用 
 

      ◆開館日  月～土  9：00～16：30  

 

◆落成式  

日 時  ３月７日（水） 14:00～ きんたろうひろば 

 

◆オープニングイベント 

日 時 ３月 17 日（土）10:30～ 

      内 容 オープニング記念の「ミニコンサート」を開催します。 

         親子で、すばらしい歌声をお楽しみください。 

        ※記念品を用意 

【問合せ先】 

こども育成課 こども育成班 

電話 0550-76-6126 

資料 12  
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

 

フォトジェニックサイト・アワード 2017 で全国トップ 10 入り 

（小山町町長戦略課） 

 

１ 概要 

 小山町役場のウエブサイト（観光・文化）が、一般財団法人日本フォトツ

ーリズム協会の主催する「フォトジェニックサイト・アワード 2017」でベス

ト 10 に選ばれました。 

 

２ 内容 

フォトジェニックサイトアワード 

全国の自治体、観光協会公式ウェブサイトの中から、日本フォトツーリズ

ム協会が推薦する、もっとも写真的で、見るだけで“旅に行きたくなる”ウ

ェブサイトに贈られるアワード。1,700 以上の公式ウェブサイトから、写真映

えして、閲覧者に「行ってみたい」と思わせるような、旅に誘うビジュアル

インパクトがあるウェブサイトを応援する目的で設立されました。 

静岡県内では、２サイトが選ばれ、ベスト 10 入りは小山町のみです。 

  

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

町長戦略課 地域コミュニティ班 

電話 0550-76-6135 

資料 13
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 2 月 26 日 

小山町ＤＭＯフォーラムの開催 

（小山町商工観光課） 

 

１ 概要 

小山町と小山町 DMO 準備室では、観光により交流人口を拡大させ地域の「稼ぐ

力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する観光地域づくりの舵取り

役を担う DMO（Destination Management / Marketing Organization）について、

その背景や基本的な役割、影響や各地での取り組み等を紹介する講演とパネルデ

ィスカッションを行います。 

  

２ 内容 

 日  時 ３月４日（日） 13：00～15：30 

 会 場 小山町総合文化会館 菜の花ホール 

開催内容 ○小山町における DMO の現状と方向性（小山町 DMO 準備室） 

  ○基調講演：「DMO が町民に与える好影響」      

     講師：株式会社リクルートライフスタイル 

地域創造部長・じゃらんリサーチセンター長 

 沢登 次彦 氏 

   ○「ゼミ学生地域貢献推進事業 モニターツアー実施報告」 

   ○パネルディスカッション 

・コーディネーター 小山町 DMO 準備室 浅谷室長 

・パネリスト 

小山町長    込山 正秀  

じゃらんリサーチセンター長 沢登 次彦さん 

静岡ツーリズムビューローディレクター 府川 尚弘さん 

小山町観光振興推進会議委員長 伊藤 光造 氏 

日本大学教授   大久保 あかねさん 

 

 

 

【問い合わせ先】 

商工観光課 

電話 0550-76-6114 

資料 14  

-20-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 15 14 15  

DMO  

 

 

 

1993 3 1993 4

 

2002 10

2007 4

 

 

13 00  DMO  

13 15   

14 15   

      

14 40   

   

 

             

    

    

    

          

DMO

DMO

Destination Management / Marketing 

Organization

 

 

 

 

-21-



小山町定例記者懇談会 

平成 30 年２月 26 日 

 

 

小山フィルムファクトリー オープニングセレモニー！ 

（小山町町長戦略課） 

 

１ 概要 

小山町が設置する地域活性化・文化振興等の一翼を担う「小山フィルム

ファクトリー」が、２月１日にリニューアルオープンしました。 

町では、この施設を整備し、フィルムコミッション事業として、小山町

を映像制作のメッカとしていくために、「小山フィルムファクトリー」の改

修工事を行いました。 

また、指定管理者制度を導入し、映像制作者の立場にたったサービスの

提供ができるように事業の推進を図っていきます。 

 

２ 施設の概要 

・施設の名称  小山フィルムファクトリー 
・所 在 地   小山町竹之下５９９番地 

 ・建物の概要 
【構 造】   ロケ棟・スモールオフィス棟  鉄筋コンクリート造５階建 

アリーナ  鉄筋コンクリート造２階建 
【延床面積】 ロケ棟・スモールオフィス棟  5,705.29 ㎡ 

アリーナ      1,143.56 ㎡ 
【施設内容】 ロケ棟：ロケ室、ギャラリー、ラウンジ、事務室、応接室等 

スモールオフィス棟：和室、電気室、倉庫、ガレージ 

 

     ●オープニングセレモニー 

日 時 ３月１日（木） 11:30～13:00 

    内 容 小山フィルムファクトリーの概要説明 

        記念映像作品紹介（ランチをしながら） 

           ※式典終了後、ケータリングによる試食を用意します 

 

【問合せ先】 

町長戦略課 地域コミュニティ室 

電話 0550-76-6135 

資料 15  
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