
 

 

 

 

 ★ 会見事項 

１ 小山町国民健康保険特定健診について 

２ 小山町町民いこいの家「あしがら温泉」のリニューアルオープンについて 

３ 「ホタルの里」ヘイケボタル鑑賞会について 

４ 新型コロナワクチン接種について 

５ オリンピック 聖火リレーの実施について 

６ オリンピック 小山町コースサポーター活動説明会について 

７ オリンピック コミュニティライブサイト in 小山町の開催方針について 

８ パラリンピック OYAMA パラリンピック応援プロジェクトについて 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小山町定例記者会見 

 
人の動き（令和３年６月 1 日現在） ６月 

人 口 17,959 人  （前月比－31 人 ） 

世帯数  7,567 世帯（前月比－ 6 世帯） 

令和３年６月２８日（月） 

企画総務部 地域振興課 
 

◇次回の定例記者会見は 

７月２９日（木）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６月２８日 

 

小山町国民健康保険特定健診について 

（小山町住民福祉課） 

 

１ 概 要 

  小山町国民健康保険に加入している 40 歳以上の方を対象に、今年度も特定健診を実施

します。 

今年度も昨年に引き続き健診期間を、７月から 11 月の間で実施します。 

より多くの方にご自身の体の状態を知っていただき、若いうちから健診の習慣ができる

よう、20～39 歳の国保加入者も、自己負担 500 円で健診が受けられます。また、40 歳、

41 歳の方の健診費用が無料です。 

早い段階で特定健診を受診し生活習慣を改善することにより、本人はもちろんご家族の

負担も少なく済みます。みなさんが健康になると、保険税の負担を抑えることができます。 

 

２ 内 容 

 

（１）対象者  ４０歳から７４歳の国保加入者 

        ２０～３９歳の国保加入者で希望する場合は申請が必要 

（２）実施期間 7 月 1 日（木）～１１月３０日（火） 

（３）実施医療機関 町内６医療機関   

（４）自己負担金 ５００円 （3/31 現在 40 歳・41 歳の方は無料） 

（５）検査内容  

問診、身体計測、診察、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図 

  

３ その他 

  健診受診時は、新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力をお願いします。当日の体

調を確認した上で、マスクの着用をお願いします。 

   

【問い合わせ先】 

    住民福祉課 国保年金班 

 電話 0550-76-6100 
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小山町定例記者会見 

令和３年６月２８日 

 

小山町町民いこいの家「あしがら温泉」のリニューアルオープンについて 

（小山町商工観光課） 

 

１ 概 要 

小山町町民いこいの家「あしがら温泉」は、令和３年６月に約１ヶ月間実施しておりま

した改修工事が予定通り終了し、令和３年７月よりリニューアルオープンいたします。ま

た、令和３年７月１日より利用料金を改定いたします。回数券及びポイントカードにつき

ましても開始いたします。 

 

２ 内 容 

【改修工事について】 

 工事箇所は以下のとおりです。 

  空調設備更新、ボイラー更新、照明 LED 化、サウナ修繕 

【利用料金の改定について】 

 現行 ７月１日以降 

大人 ５００円 ６００円 

子供 ２５０円 ３００円 

大人（障害者） ２５０円 ３００円 

子供（障害者） １００円 １００円 

延長料金（以降１時間ごと） 

大人 １００円 １００円 

子供 ５０円 ５０円 

大人（障害者） １００円 １００円 

子供（障害者） ５０円 ５０円 

【回数券及びポイントカードについて】 

・全日回数券…大人３時間券の１１枚綴り ６,０００円 

・ポイントカード…大人１人の利用につき１ポイント 

 ２０ポイントたまると１回無料 

※どちらも令和４年３月３１日までの有効期限です。 

【問い合わせ先】 

 商工観光課商工班 

電話 0550-76-6114 
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小山町定例記者会見 

令和３年６月２８日 

 

「ホタルの里」ヘイケボタル鑑賞会について 

（小山町生涯学習課） 

 

１ 概 要 

小山町生涯学習センター「ホタルの里」において、７月上旬からヘイケボタルが飛び始めま

す。 

豊かな自然を象徴し、夏の風物詩であるホタルが飛び交う様子を小山町内で気軽に楽しめ

ますので、ご家族、ご友人お誘い合わせの上、生涯学習センター多目的広場北側の「ホタルの

里」にお越しください。 

 

２ 内 容 

（１）ヘイケボタル発生予想時期  ７月上旬から中旬まで（午後７時半～８時半） 

               ※雨天、風の強い日は、ホタルの発生が確認で 

きない場合があります。 

 

（２）見学時のお願い       

・ロープの内側には入らないでください 

・ホタルの捕獲はお止めください 

・写真撮影は、フラッシュ機能をオフにしてください 

・ホタルの里での懐中電灯の使用はお控えください 

・お子様の見学の際は、必ず保護者同伴でお願いいたします 

・お車でお越しの際は、生涯学習センター駐車場へ駐車願います 

・マスクを着用し、新型コロナウイルス感染症対策を講じて、お越しください 

 

 

【問い合わせ先】 

生涯学習課 

電話 0550-76-5722 
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小山町定例記者会見 

令和３年６月２８日 

 

新型コロナワクチン接種について 

（小山町健康増進課） 

１ 概 要 

 ６５歳以上の高齢者接種が概ね７月末に終了することから、下記のとおり集団接種計画をし

ましたのでお知らせします。 

２ 内 容 

（１）ワクチン接種の現状            

（ア）対象者  

①６５歳以上 ５，７７５人（内介護施設入所者３９９人） 

②１６歳以上６５歳未満    約１０，０００人 

③１２歳以上１６歳未満       約５５０人 

計       約１６，３２５人 

 

（２）集団接種の状況（令和３年６月２６日現在） 

（ア）予約済者   ４，６２５人 高齢者の８６．０％ 

（イ）接種済者 １回目     ３，５５２人 高齢者の６６．１％ 

         ２回目  １，３６８人 高齢者の２５．４％ 

 

（３）今後の集団接種計画 

（ア）接種券の送付 

  ・６０歳から６５歳未満の接種券を６月２４日に発送済。 

  ・１６歳から６０歳未満の接種券を６月３０日に発送予定。 

  ・１２歳から１６歳未満は接種券が準備でき次第発送する。 

（イ）予約受付 

  ●６０歳から６５歳未満の方の接種券が届き次第予約を受付（８月中の予約） 

   電話予約 0550-70-4446  

WEB 予約 https://gvi-reserve.azurewebsites.net/fuji-oyama 

※スマートフォン等をお持ちで操作がわからない方は、健康福祉会館・役場各支所で

WEB 予約のサポートを行います。 

●基礎疾患を有する者（本人申請）のある方は、申請書を提出（mail、FAX、健康増進課又

は各支所）していただき、予約制限を解除した後に予約を受付 
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●その他の予約受付は、現段階では予約制限がかかっているため、まだ予約はできませ

ん。年齢階層別（５歳毎約 1,000 人）に時期をずらして年齢の高い方から順次予約制限

を解除するので、ご自分の年齢区分の予約制限が解除された後に予約する。 

 

（４）その他の接種計画 

（ア）教職員等の優先接種 

   学校等でのクラスター発生防止のため、町内で勤務している学校の教職員、こども園の

職員、放課後児童クラブの指導員等に対して、優先接種を実施。 

①こども園の職員等  

６月２５日から毎週金曜日、接種のある土曜日に接種。８月中に接種終了予定（約１６

０人） 

②小中学校教職員等 

   ７月２６日から夏休み中に２回接種（約２６０人） 

 

慌てず、焦らず予約をお願いいたします。また、スムーズに接種が行われるよう、接種会場

へは半そで等、腕が出せる服装で来場してください。 

 

【問い合わせ先】 

小山町健康増進課 

電話 0550-76-6668 

  



 

小山町定例記者会見 

令和３年６月２８日 

 

東京 2020 オリンピック聖火リレーの実施について（報告） 

（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 オリンピックの聖火リレーが、去る６月２５日（金）に無事開催されました。 

 

２ 実施内容 
  陸上自衛隊富士学校音楽隊のウェルカム演奏を皮切りに、豊門公園でのミニセレブレーシ

ョンが華やかに始まりました。トーチへの点火セレモニーの後、健康福祉会館までの約１ｋｍ

の道のりを、７名のランナーの継走により無事聖火をつなぐことができました。 

  新型コロナ対策により、スタートとゴール地点の観覧者は事前予約で募集した人数に制限

するなど盛り上がりが心配される面もありましたが、大声での声援を防ぐために観覧の小学

生に配布した“鳴子”の乾いた心地よい音が辺り一面に響き渡る中、ランナー達は皆笑顔でト

ーチを掲げ、ゴール地点では１６人のサポートランナーも加わり、厳粛な内に無事走り切りま

した。 

 

 

 

【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 
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小山町定例記者会見 

令和３年６月２８日 

東京 2020 オリンピック競技大会－自転車競技ロード 

小山町コースサポーター活動説明会の開催について 

（小山町オリンピック・パラリンピック推進局） 

 

１ 概 要 
大会組織委員会及び町では、東京 2020 オリンピック競技大会 自転車競技（ロード）におい

て、コース沿道で資機材の設置・撤去やコース沿道観戦者・一般通行者等の整理・誘導等の活

動をしていただくコースサポーターへの活動説明会を開催します。 

 

２ 開催内容 
 (1)開催日時  ①６月３０日（水） 19:00～ 

         ②７月 ３日（土） 昼の部 13:30～  夜の部 18:30～ 

 

(2)場  所  総合文化会館金太郎ホール 

 

 (3)開催内容    大会組織委員会から業務内容の説明 

当日着用するユニフォーム等必要物品の配布 

 

(4)対 象 者   事務局からの決定通知を受け取った応募者を対象としています。 

        ３回のうち、都合のよい回への出席を依頼しています。 

 

 

 

【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 
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小山町定例記者会見 

令和３年６月２８日 

 

東京 2020 大会 コミュニティラブサイト in 小山町の開催方針ついて 

（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 大会ライブサイト等の実施判断は各自治体により異なっているが、小山町は

組織委員会ならびに静岡県の方針等を鑑み、以下のとおり開催することとして準備を進め

ています。 

  来場者が安心して楽しめるコミュニティライブサイトとなるよう、万全の体制作りに努

めて参ります。 

 

２ 内 容 

 （１）来場人員管理 

 ①面積 2,413 ㎡に対し、申込受付 800 人上限＋来賓・スタッフとする 

  ※1.2ｍPD 確保による密回避での収容可能人員＝1,162 人 

 ②完全予約制、来場者連絡先等管理、cocoa アプリ起動推奨 

 ③健康チェックシート必須、検温、消毒の上リストバンド管理 

 （２）場内管理 

 ①感染症対策コーナーを設け、予備マスク、消毒薬等の常備 

 ②密回避、感染症対策看板やアナウンスによる定時告知 

 ③場内及びトイレの清掃、ゴミ管理、定時消毒の実施 

 （３）出演者・スタッフ管理 

 ①ステージ出演者（タレント）は、PCR 検査実施 

 ②地元出演者（高校生・町民）は、健康チェックシートにより管理 

 ③設営・警備・運営業者・職員は２週間前からの健康チェック徹底 

 （４）緊急対策 

  ①緊急対策マニュアル及び組織体制図を整備し、万一の場合に備える 

  ②救護所・クールダウンスポット等を設け、熱発その他発症対応を図る 

   

 

【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 
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小山町定例記者会見 

令和３年６月２８日 

東京 2020 パラリンピック競技大会 

OYAMA パラリンピック応援プロジェクトついて 

（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 パラリンピック競技大会の開催に向けて、機運の醸成と選手への激励を核と

し、動画や Web を用いた交流事業として、練習風景やメッセージなどを含む啓発動画を制

作・活用し、パラサイクルへの知識を深め、町民の参画意欲を高める。 

また大会当日、沿道で児童が観戦できる仕組みを整え、パラサイクルの魅力や選手の躍

動を通して、パラスポーツの意義や重要さを学び、共生社会への意識づくりに寄与する。 

 

２ 内 容 

（１）啓発動画の制作 

   パラリンピアン本人の出演による動画を制作（VC 福岡 杉浦佳子選手） 

   ・自転車競技を始めたきっかけや競技の魅力 

   ・パラサイクルの楽しさ、難しさ、練習について 

   ・東京 2020 大会の応援について          など 

   ※練習風景や競技画像等を含め、12 分程度の作品 

 

（２）動画の配布及び配信 

   ７月５日公開（パラリンピック開幕 50 日前） 

町内各学校へ DVD を配布し、学習活用 

   小山町 You-tube チャンネル、特設 Web サイト上にて動画配信 

 

（３）本大会での応援展開 

   ロードレース当日コース沿道にて小学校児童が応援する機会を設ける 

   ※ 各校の４～６年生を想定 

   ①実施日 ９月１日（水）～３日（金） 

   ②方 法 北郷小学校＝徒歩来場（約 180 名） 

        成美・明倫・足柄・須走小学校＝シャトルバスにて輸送 

   ③割当等 実施日のＡＭ・ＰＭで各校の要望により調整 

   ④場 所 花のおもてなし観戦ポイント 

 

【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 
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