
 

小山町定例記者懇談会 

 
 

人の動き（平成 30 年６月 1 日現在） 
６月 

人 口 18,838 人  （前月比△８人） 

世帯数  7,614 世帯（前月比△３世帯） 
 

 

 

 

★会見事項 

１ 地域ではぐくもう! ～中島金時公園芝生化大作戦～ 

２ 盛りあげていきます ～東京 2020 オリンピック★２年前イベント～ 

３ おやまに夏が来る ～富士山須走口夏山開山式～ 

４ 富士山の自然と環境を守る ～ふじあざみラインマイカー規制～  

５ 富士山火山防災情報伝達訓練 

６ 平和の大切さを伝えたい ～平和教育生徒派遣事業～ 

７ 町民講座「富士山世界遺産セミナー」の開催 

８ おやまの夏を満喫 ～第 54 回富士山金太郎夏まつり～ 

９ 女子限定！ ～婚活支援事業「おやま❤出逢い大社」交流サロン 

10 外国人観光客に向けて“おやま”を情報発信 

11 ふるさと納税に新たな返礼品 

12 小山町議会７月臨時会提出議案 

13 ラウンドアバウトの工事を発注 

14 夏の安全安心のために ～消防救助隊による中州救助訓練～ 

15 夏休み！「こども料理教室」参加者募集 

16 お達者度向上を ～「元気だらぁ体操会」の開催～ 

17 “リラク”へ行こう！ ～カラダチェック参加者募集～ 

18 県のモデル地区に選定 ～第 68 回“社会を明るくする運動”～ 

19 高齢者安全運転講習会の開催 

   

◇その他の添付資料 

小山町内イベント等一覧（平成 30 年 7 月分） 

 

平成 30 年 6 月 27 日（水）

小山町 企画総務部  

シティプロモーション推進課 

◇次回の定例記者懇談会は 

7 月 30 日（月）午後３時 30 分～ 役場本庁３階 ３０１会議室で行う予定です。 



小山町定例記者懇談会 

平成３０年６月２７日 

 

地域ではぐくもう！ ～中島金時公園芝生化大作戦～ 

（小山町都市整備課） 

１ 概要 

町は住民が集い、世代を超えた様々な人とのふれあいを通じ交流が出来

る公園整備の一環として金時公園をリニューアルしました。 

この度、公園内の土俵周辺に芝張りを行います。“リニューアルオープン

した金時公園”に来たことがなかった人にも金時公園に来てもらい、パワ

ーアップした魅力に興味を持ってもらうきっかけづくりの場とすることが

一つの目的です。また、町民と行政が“協働”で実施することで、参加者

の地元愛をより育み、地域の絆が高まることを期待します。 

 

２ 内容 

    【開催日時】 ６月３０日（土） ９：００～ 

※予備日 7 月 1 日（日） 

          ※雨天順延（７月１日も雨天の場合は中止） 

 

【場  所】 中島金時公園 

      

【実施内容】 芝のポット苗の植栽作業（3,900 ポット） 

     

【参加団体】 ①成美地域金太郎計画 2020 推進協議会 

（成美地区区長会、婦人会、小山町シニアクラブ連合会、 

ＰＴＡ連合会、子供会育成連合会） 

②小山町役場 都市整備課 

※全体で参加者は 50 人程度の予定 

 

 

 

      

【問合せ先】 

●都市整備課 公園緑地班 電話 0550-76-4162 

●成美地域金太郎計画 2020 推進協議会事務局 

(建設課内 担当:藤曲 電話 0550-76-6116) 

資料 １  



小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

 

盛りあげていきます ～東京 2020 オリンピック★２年前イベント～ 

（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 オリンピック競技大会の開催に向けた２年前イベントを開催し、

自転車競技の認知度向上と機運の醸成を図ります。 

 

２ 内容 

（１）静岡県主催の２年前イベント 

日 時：７月 22 日(日) 

場 所：伊豆ベロドローム  

内 容：世界トップクラスの選手との交流イベントの実施。ロード、トラッ

ク、MTB など競技用の試乗体験等の実施。静岡県、伊豆市と共に参

加。 

 

（２）東京 2020 組織委員会、東京都主催の 2 年前カウントダウンイベント 

  日 時：７月 24 日（火） 昼～夕方、夜 

  場 所：東京スカイツリータウン 

  内 容：会場全体を祭り仕立てとし、「東京五輪音頭‐2020」やマスコット

を活用したイベントを開催。静岡県、伊豆市と共に参加。 

 

（３）小山町富士山金太郎夏まつりへの出展 

  日 時：７月 28 日（土）昼の部・夜の部 

  場 所：足柄ふれあい公園（昼の部）、小山町総合文化会館（夜の部） 

  内 容：バーチャル自転車体験、五輪音頭の普及、ボランティア募集等の

実施 

 

 

 

【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 ２  



小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

おやまに夏が来る ～富士山須走口夏山開山式～ 

（小山町商工観光課） 

１ 概要 

富士山須走口の開山式を７月 10日に、世界遺産富士山の構成資産である「富

士山東口本宮 冨士浅間神社」で開催します。 

 

２ 内容 

  富士登山の安全を祈願する富士山須走口の開山式を、世界遺産富士山の構成

資産である「富士山東口本宮 冨士浅間神社」にて執り行います。小山町と須走

地区の関係諸団体の参列の下、午前 10 時より社殿において式典が執り行われま

す。 

 また、須走地区の小学校、幼稚園、保育園の子どもたちと須走旅館組合が行

う、富士山の開山を祝うパレードも午前９時 15分から須走本通りにて行います。 

 

【パレード】 

 日時： ７月 10 日（火） ９:15～ 

 会場： ９:15 にＪＡ御殿場須走支店近くをスタート 

      須走本通りをとおり、冨士浅間神社境内へ 

 

【式典】 

 日時： ７月 10 日（火） 10:00～ 

 主催： 小山町観光協会 

 会場： 富士山東口本宮 冨士浅間神社 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

小山町観光協会 

電話 0550-76-5000 

資料 ３



小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

 

富士山の自然と環境を守る ～ふじあざみラインマイカー規制～ 

（小山町商工観光課） 

１ 概要 

富士山の自然保護と渋滞のない安全で快適な登山を目的に、マイカー規制

を行います。 

 

２ 内容 

  ■期 間 ７月 10 日（火）正午 ～ ９月 10 日（月）正午 連続 63 日間 

   

■シャトルバスなど 

【駐車場】 

臨時乗換駐車場 小山町須走多目的広場 駐車料金：1,000 円 

※ＥＶ・ＦＣＶ・ＰＨＶ車は 500 円 

【シャトルバス】 

 運  賃：往復 1,800 円 片道 1,190 円（小人：900 円／600 円） 

    運行時刻：登山 5:00～20:00/下山 6:45～19:45 

         ※満員の場合は増便する 

 【タクシー】 

運  賃：3,570 円～4,140 円（目安） 

※22:00～5:00 は２割増 

 

  ■規制対象外車車両（通行できる車両） 

    ・バス（11 人乗以上）、タクシー、軽車両（自転車） 

・身体障害者等関係車両（身体障害者手帳等を要持参） 

    ・自衛隊車両、ＥＶ・ＦＣＶ（須走口のみ） 

 

 

 

【問い合わせ先】 

                           商工観光課 

電話 0550-76-6114 

資料 ４







小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

富士山火山防災情報伝達訓練 

（小山町防災課） 

１ 概要 

富士山登山者の安全対策のため、県・町、山小屋との情報伝達体制を確認

する富士山火山防災情報伝達訓練を実施します。 

 

２ 内容 

富士山火山防災情報伝達訓練では、臨時の火山に関する解説情報の発表や噴火警

戒レベルの引き上げ時などに備え、県、町と須走口山内組合の各山小屋との連絡体

制を確認します。連絡手段の多重化を図るため簡易無線機を各山小屋に貸与してい

るため、電話のほか、簡易無線機を活用して情報伝達訓練を行います。併せて登山

客に対して、富士山噴火時避難ルートマップやスマートフォンアプリなどの啓発を

行います。 

 

１ 日 時  ７月 12 日（木） 10:00～11:30  ※予備日 ７月 13 日（金） 

２ 参加機関 防災課、シティプロモーション推進課、商工観光課、須走口山内 

組合各山小屋（12 施設） 

  ３ 訓練内容(場所) 

   (1) 情報伝達訓練（総合文化会館と各山小屋） 

県から臨時の火山に関する解説情報発表の連絡を受け、町防災課から各山

小屋に電話による情報伝達 

   (2) 簡易無線機での情報伝達（総合文化会館び各山小屋） 

     町が貸与した簡易無線機により、防災課と各山小屋との通信確認 

   (3) 登山者等への啓発（５合目） 

     登山者に富士山噴火時ルートマップやスマートフォンアプリのチラシを配

布し、富士山が火山であることやスマートフォンアプリの利用などを啓発 

   (4) 登山者への呼びかけ 情報伝達訓練を実施中であること呼びかける 

  ４ その他 外国人対応のため、富士山ナビゲータの協力を得てフリップボード 

などにより、啓発を図る。 

【問い合わせ先】 

防災課  

電話 0550-76-5715 

資料 ５  



小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

 

平和の大切さを伝えたい ～平和教育生徒派遣事業～ 

（小山町教育委員会こども育成課） 

１ 概要 

町内３中学校代表の生徒６人が、広島県広島市内を実地見学します。見聞を

広げることにより平和への思いを新たにするよう、広島市内の原爆被災史跡な

どを研修します。研修後は、平和の大切さや命の重みなど、見聞して感じたこ

とや考えたことを、校内をはじめ、町の平和の集いの場などにおいて伝えます。

上記派遣事業の「出発式」を７月 17 日に行います。 

 

２ 内容 

 

出発式  ７月 17 日（火） 16：15～ 小山町役場２階 大会議室 

  

派 遣 

 （１）日 程 ７月 25 日（水）～７月 27 日（金） ２泊３日 

（２）参加者 町内各中学校代表生徒２人 計６人（中学３年生）  

引率教員２人      総計８人 

（３）スケジュール 

７月 25 日（水） 役場出発 6:45 

広島平和公園にて町内三校でそれぞれ作成した千羽鶴を献呈 原

爆ドーム・原爆死没者追悼平和祈念館見学  

７月 26 日（木） 

広島平和資料館見学・平和公園見学・袋町小学校資料館・被爆体験  

者講話 

７月 27 日（金） 

宮島・厳島神社見学     役場解散予定 19:00 

    

※10 月 20 日（土）「小山町平和の集い」総合文化会館金太郎ホールで 

体験発表 

 

【問い合わせ先】事務局 須走中学校 電話 0550-75-2004 

資料 ６



 

小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

町民講座「富士山世界遺産セミナー」の開催 

（小山町教育委員会生涯学習課） 

１ 概要 

小山町の歴史や自然等を学習する講座として「町民講座」。今回は、静岡県

富士山世界遺産センターと連携し、「山の日記念公開シンポジウム」として「富

士山世界遺産セミナー」を共同開催します。 

県と町は平成 27年度から富士山須走口登山道の調査を共同で進めてきまし

た。その集大成として、その調査に関わった歴史学と民俗学を専門とする先

生を講師に招き「富士山須走口登山道の歴史と民俗」について改めて注目し、

学習する機会を設けるものです。 
 

２ 内容 

（１） 日程 ８月 12 日（日） 13:30～16:00 

 

（２） 会場 小山町総合文化会館２階 集会室 

 

（３） 内容 講演①「富士山須走口の歴史」 

     講師：菊池邦彦氏（都立産業技術高等専門学校名誉教授） 

    講演②「近代以降の須走集落と須走口登山道」 

     講師：松田香代子氏（松田民俗研究所所長） 

 

（４） 申込方法 生涯学習課へ事前申し込み 

 

（５） 入場料 無料 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

    生涯学習課 

電話 0550-76-5722 

 

資料 ７  







小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

おやまの夏を満喫 ～第 54 回富士山金太郎夏まつり～ 

（小山町商工観光課） 

１ 概要 

第 54 回富士山金太郎夏まつりを開催します。昼の部は、足柄ふれあい公園

で小山町の夏の風物詩である「おやま DE どんぶらこ」を行い、夜の部は、小

山町生涯学習センターで盆踊りやお笑いステージ、大抽選会、花火などを行

います。 

 

２ 内容 

 と き ７月 28 日（土） 

 ところ 昼の部：足柄ふれあい公園 夜の部：生涯学習センター 

昼の部 

・おやま DE どんぶらこ 2018 

 鮎沢川の特設コース全長 300ｍを下るタイムレース。申し込みは 7/20（金）まで 

・水上バルーン 

・軽食などのフードエリア 

・魚のつかみ取り 

・ＢＢＱエリアの設置 

事前予約で道具の貸出、食材の提供あり。 

夜の部 

 ・和太鼓演奏 

・怪盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャーショー 

・福もちまき 

・盆踊り 

・お笑い芸人ステージ 

 ・大抽選会 

特賞は、ペアで行けるハワイ旅行券。大抽選会への参加には抽選番号付きのう 

  ちわが必要。うちわは当日会場でも販売します。 

・花火大会 

【問い合わせ先】 

富士山金太郎まつり実行委員会 

小山町役場商工観光課 

電話 0550-76-6114 

              ★どんぶらこ特設 http://www.sansaiyumin.jp/ 

資料 ８



小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

 

女子限定！ ～婚活支援事業「おやま❤出逢い大社」交流サロン～ 

（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」は、これから婚活を始めたい独

身の人やその家族が気軽に婚活の相談ができる窓口として、交流サロンを開

催します。 

 

２ 内容 

★交流サロン「Ｍ（マナブ）・J（ジブン）・Ｋ（カワル） VOL.1」 

 第１回は婚活を始めようと思っている独身女性、その家族が結婚支援相談

員には婚活のことを、保健師には女性の身体のことなど、普段気になるけど

聞けない悩みを気軽に相談できる女性限定の交流サロンを開催、 

 

・日 時  ７月 30 日（月） 17:30～20:30 

・場 所  ガーデンカフェ ひとやすみの庭（小山町菅沼） 

 ・対象者  ・婚活を始めたいと考えている独身女性で小山町に興味の 

ある人 

・婚活をしているまたは始めたい独身の人の家族 

女性限定 10 人程度 

 ・参加費  無 料 

・内 容  結婚支援相談員や保健師との相談、 

プロフィール用写真の撮影（希望者） 

・相談員  結婚支援相談員、保健師 

 

 

 

 

 

【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 ９  





小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

外国人観光客に向けて“おやま”を情報配信 

（小山町商工観光課） 

１ 概要 

町はオリックス株式会社と協定を結び、小山町内における各種先端技術を

活用した外国人観光客等の受入れ環境の整備により消費拡大を促進します。 

 

２ 内容 

QR コードを印字したサインホルダー（別紙参照）を町内観光施設などに配置

し、多言語による観光情報の発信を行います。 

利用者がサインホルダーの QR コードをスマートフォンなどで読み取ると、設

定された言語に合わせて町のホームページが表示され、利用者による翻訳等の

手順なく円滑に情報を手に入れることが可能となります。 

 

また、試験運用結果で利用者の 20％は日本人であることから、小山町独自の

取り組みとしてふるさと納税のコンテンツを反映させ、国内外からの観光客に

対し小山町を PR します。なお、全国では 26 自治体が導入済みで、周辺自治体

では御殿場市・小田原市・箱根町等が採用しており、県内では御殿場市に次ぐ

２番目の採用です。 

 

本サービスは７月１日から順次運用を予定しており、約６か月ごとに提供さ

れる利用者分析レポートにより来訪者情報の分析などを行います。 

なお、併せて町内の観光・宿泊・飲食にかかる協力事業者を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

商工観光課  

電話 0550-76-6114 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

ふるさと納税に新たな返礼品 

（小山町シティプロモーション推進課） 

１ 概要 

小山町のふるさと納税に、新たな返礼品が登場しました。 

富士スピードウェイ株式会社からは、全日本スーパーフォーミュラのパド

ックラウンジパスを数量限定で、さとの雪食品株式会社からは、富士山の伏

流水で作られたおとうふのギフトセットをそれぞれ新たな返礼品として登録

しました。 

 

２ 内容 

 2018 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第４戦 パドックラウンジパス 

 

【寄附金額 10 万円から】 

★開催日：予選７月７日（土）、決勝７月８日（日） 

開催中は場内、一般観戦エリアとパドックエリア入

場、ピットビルＡ棟２階クリスタルルームでの観戦、

ピットウォークに参加可能など特典のついた VIP パッ

ケージです。 

パドックラウンジ受付にて「記念品」と「公式プロ

グラム」を渡します。 

決勝日（８日）には、お弁当をご用意。メインレーススターティンググリッドにも

入場できます。普通では味わえない興奮を小山町からあなたに！！  

※７月１日申し込み締切りで数量限定です 

提供：富士スピードウェイ株式会社 

 

四季のとうふギフトセット  

 

【寄附金額 １万円から】 

お豆腐の大好きな方のためにたっぷりのお豆腐と旨

さを引き立てるお豆腐のたれのスペシャルセットです。 

冷蔵庫に保存しておけばいつでも美味しい冷奴が楽

しめます。 

提供：さとの雪食品株式会社                

          

 

 

【問い合わせ先】       

                  シティプロモーション推進課     

                   電話 0550-76-6135 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

小山町議会７月臨時会提出議案 

（小山町総務課） 

１ 概要 

 議会７月臨時会を７月 30 日に行います。 

 

２ 内容 

議案①「工事請負契約の締結について」（町道 3078 号線道路改良舗装工事） 

 

議案②「財産の取得について」（消防第６分団消防ポンプ自動車購入） 

 

議案③「土地の取得について」（上野工業団地造成事業用地） 

 

議案④ 一般会計補正予算（第３号）（落合地域優良賃貸住宅整備事業債務

負担行為） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

総務課 総務班 

電話 0550-76-6131 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

ラウンドアバウトの工事を発注 

（小山町建設課） 

１ 概要 

小山町大御神地内に、中北駿では初めてとなる環状交差点（ラウンドアバ

ウト）の整備工事を発注しました。 

 

２ 内容 

環状交差点（ラウンドアバウト）を含む町道整備工事を６月に発注しまし

た。入札の結果受注したのは臼幸産業株式会社で、平成３１年３月２７日ま

での工期で工事を進めます。 

  最終的には５支の道路による交差点となりますが、今回の工事ではこのう

ち２支を既存道路へ摺り付け、１支を新設町道と接続することにより、しば

らくは部分的な供用とします。残りの２支は次年度以降の道路整備に合わせ、

順次接続する計画です。 

  当地は新東名高速道路に整備予定の（仮称）小山パーキングエリア及びス

マートインターチェンジにほど近く、この道路が小山町の新しい玄関口とし

て町内産業に寄与することは勿論、周辺の富士スピードウェイや世界文化遺

産の富士山へ向かう観光道路としても特徴的な役割を担うことを期待してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

    建設課 

電話 0550-76-6115 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

 

夏の安全安心のために ～消防救助隊による中州救助訓練～ 

（小山消防署） 

１ 概要 

夏の行楽シーズン到来に伴い、河川での水難救助技術の向上と連携強化を

図ることを目的に、急な増水により中州に取り残された要救助者を安全、確

実、迅速に救出する訓練を行います。 

消防署では、７月１日から８月３１日までの２か月間を「水難事故防止強

化月間」と定め、水難事故防止を呼び掛け、注意喚起を行います。 

 

２ 内容 

日 時  ７月２４日（火）、３１日（火） いずれも９:15～11:30 

※小雨決行とするが荒天時及び河川状況により訓練中止 

 

場 所  小山町竹之下地内 合士ヶ久保「足柄ふれあい公園」 

 

内 容 

訓練想定 

  鮎沢川で水遊びの最中、急激な河川水位上昇に伴い、中州に意識有りの要救

助者が取り残され、自力では脱出できずにいる。 

 

活動概要 

  訓練開始は、車両停車場所から活動開始とし現場へ向かう。救出方法は、小

山救助工作車側から救命索発射銃にてロープを対岸に渡し、小山水槽付消防ポ

ンプ自動車を支点とし、河川上にブリッジ線を展張する。 

  小山救助工作車側に救助システムを作成し、ブリッジ線を伝って中州付近に

進入、要救助者（生体）に接触、縛着して要救助者を介添えにてブリッジ線を

伝わせ対岸に引き込み、救出完了となる。なお、今回は水難救助隊の出動は考

慮しないものとする。                               

【問い合わせ先】 

     小山消防署 

電話 0550-76-0119 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

夏休み！「こども料理教室」参加者募集 

（小山町健康増進課） 

１ 概要 

成長著しい大事な時期を親子が共に調理体験から食事の大切さを学び、親

子のコミュニケーションの充実を図っていくことを目的に、小山町連合婦人

会健康づくり食生活推進部が夏休みこども料理教室を開催します。 

 

２ 内容 

日時とテーマ 

 ■８月８日（水） 9：30～12：00（締め切り 8 月 3 日） 

   「おやこの食育」 

 ■８月 17 日（金）9：30～12：00（締め切り 8 月 13 日） 

   「野菜だいすき減塩料理」 

  ※どちらか好きな日程を選んで参加してください 

 

場 所 健康福祉会館１階 調理実習室 

 

内 容 ・栄養講話 

・調理実習 

    ・試食 

   

対 象 町内の小学生、中学生（小学生低学年は保護者同伴） 

 

参加料 小・中学生無料、大人 450 円（当日徴収） 

 

持ち物 エプロン、三角巾、ハンドタオル、筆記用具、参加費 

     

 

 

【問い合わせ先】 

健康増進課 健康づくり班 

電話 0550-76-6668 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

お達者度向上を ～「元気だらぁ体操会」の開催～ 

（介護長寿課） 

１ 概要 

 高齢者の運動習慣を定着させることを目的に、小山町のオリジナル体操であ

る「元気だらぁ体操会」を開催します。 

 体操会では、健康運動指導士、看護師、保健師などによる介護予防体操、脳

トレなども行ない、お達者度の向上を図ります。 

 

２ 内容 

（１）日程  ※いずれも 10:00～11:30 

第１回   ７月１１日（水）  第５回  １１月 ７日（水） 

第２回   ８月 ８日（水）  第６回  １２月 ５日（水） 

第３回   ９月 ５日（水） 第７回   １月 ９日（水） 

第４回  １０月１０日（水） 第８回   ２月 ６日（水） 

 

（２）会 場  小山町総合文化会館 菜の花ホール 

 

（３）対 象  おおむね 65 歳以上の町民 

 

（４）持ち物  運動靴（外履き）、水筒、タオル、運動のできる服装 

 

（５）内 容 

   健康運動指導士等による運動指導等 

・元気だらぁ体操 

・介護予防体操、脳トレなど 

    ※事前申し込みは不要なため、気軽に参加できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

                                 介護長寿課 介護長寿班  

電話 0550-76-6669 

資料 16  



小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

 

県のモデル地区に選定 ～第 68 回“社会を明るくする運動”～ 

（小山町住民福祉課） 

１ 概要 

「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を

犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わ

せ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こうとする運動です。 

７月を“社会を明るくする運動”の強調月間として、さまざまな取り組み

により、一人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることを目的とします。 

 

２ 内容 

【小山高校前での広報活動】 

〇開催日時 ７月２日（月） ７:30～８:00 

〇場  所 小山高校 正門付近 

〇内  容 運動の趣旨について理解を深めてもらう街頭キャンペーンとして

啓発用チラシ、啓発物品を配布 

  【町内中学校でのミニ集会】 

          運動の趣旨について理解を深めるため、地域の保護司が講師になり、保護司、

更生保護女性会等の仕事を説明し、生徒と意見交換を行います 

〇小山町立須走中学校   ７月 ４日(水) 13:30～14:20 

〇小山町立小山中学校   ７月１２日(木) 13:30～14:20 

〇小山町立北郷中学校   ７月１７日(火)  13:10～14:00 

【町内小・中学生を対象に作文コンテスト】 

 成美・明倫・足柄小学校、小山中学校の児童生徒対象に実施 

   

 ※第 68 回“社会を明るくする運動”小山町推進委員会は、静岡県のモデル地区に

選定されました 

 

 

              【問い合わせ先】 

住民福祉課 福祉班 

電話 0550-76-6661 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

高齢者安全運転講習会の開催 

（小山町くらし安全課） 

１ 概要 

 高齢者ドライバーの増加と共に、高齢者が起因となる事故も増加している中、

高齢者に運転する際の注意事項などについて、再認識してもらう講習会を行い

ます。 

   

２ 内容 

  日 時 ７月１２日（木） 14:00～16:00 

 

  場 所 御殿場自動車学校（御殿場市中畑 531-16） 

 

  対 象 小山町シニアクラブ ２０人程度 

 

  内 容 学校内のコースを走り、ドライブレコーダーで録画・確認 

      俊敏性体験機等より、現状の俊敏性や動体視力の確認体験 

       

  主 催 静岡県交通安全協会御殿場地区支部 

      御殿場自動車学校 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

くらし安全課 くらし安全班 

電話 0550-76-6130 
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小山町定例記者懇談会 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

 

“リラク”へ行こう！ ～カラダチェック参加者募集～ 

（小山町健康増進課） 

１ 概要 

小山町民の運動習慣を推進するため、一人ひとりの健康度や体力が目で見

て分かるように健康機器を使った測定や簡単な体力チェックを行います。 

昨年度まで行っていた健康体力測定会の内容を一新し、だれもが気軽にそ

して、興味を持ちやすい「カラダチェック」の機会として、健康福祉会館の

リラクゼーションスタジオ内で実施します。結果は、即マシントレーニング

のやり方に反映でき、具体的にトレーナーの助言が受けやすくなるため、運

動効果を高めることが期待できます。 

 

２ 内容 

日 時  ７月 19 日（木）10:00～12:00、14:00～16:00、 18:00～20:00 

※時間帯ごとに定員 10 人 

 

場 所  健康福祉会館 ３階 リラクゼーションスタジオ 

 

内 容   

① 体成分分析装置（インボディー）による部位別の体脂肪や筋肉量な

どの測定 

② 血流観察システムによる毛細血管像の画像をリアルタイムに観察 

③ ロコモティブシンドローム予防のための体力チェック 

④ 健康運動指導士や理学療法士による個別指導など 

 

対 象 20 歳以上の町民、町内在勤者 

 

持ち物 リラクゼーションスタジオ利用料 200 円 

体育館シューズ 

                         【問い合わせ先】 

健康増進課 健康づくり班 

電話 0550-76-6668 
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