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○グランファミリア落合　藤曲54番地の１
募集期間　
　４月20日(月)～５月29日(金)
部屋タイプ　
　２LDK(65.50㎡)　18戸
　３LDK(72.65㎡)　22戸
入居資格　
　・18歳未満の子がいる世帯、
　　または新婚世帯
　・所得基準は、入居者と同居者の
　　所得を合算した月額が158,000円
　　以上487,000円以下
家　賃
　・２LDK　55,000円/月
　・３LDK　60,000円/月

駐車場
　普通自動車　3,000円/月
　軽自動車　　2,000円/月
共益費　　
　3,000円/月

　安全・安心に子育てできる住宅をコンセプトとした、地域優良賃貸住宅「グラン
ファミリア落合」の入居者を募集します。町の定住人口の増加や周辺地区の活性化
を目的として、民間事業者が運営をします。入居開始は、2020年８月を予定。

問合せ　入居を希望、住宅についての質問は、
　　　　㈱合人社計画研究所　湘南営業所　☎0463-20-5333（平日9:00～18:00）

(町担当)　都市整備課　建築住宅班　☎76-6142（平日8:30～17:15）

案内図

グランファミリア落合

〇忠霊塔
〇豊門公園
〇成美小学校

小山中学校〇

〇役場
　本庁

〇マックスバリュ
　エクスプレス
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と　き　４月24日(金)
相談員　杉山　千恵子さん
と　き　５月８日(金)
相談員　杉山　千恵子さん
ところ　役場１階　総合相談室
　　　　※いずれも13:00～　
　　　　16:00
問合せ　くらし安全課　
　　　　☎76-6130

と　き　５月20日(水）
　　　　13:00～15:00
ところ　健康福祉会館
　　　　社協相談室
相談員　弁護士による法律相談
定　員　３人　
　　　　※要予約　８:30から
問合せ　社会福祉協議会
　　　　☎76-9906

　５月14日（木）と６月18日
（木）に予定していた年金相談
は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止します。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
問合せ　住民福祉課
　　　　☎76-6100

　地域住民がそれぞれの特性を
活かしながら、個性豊かで活力
あるまちづくりに自主的に取り
組む活動を応援します。
○地域まちづくり事業費補助金
　地域住民と行政の協力により
魅力あるまちづくりを推進する
ため、地域活性化や地域の課題
解決に向けた住民の自主的な活
動に要する経費の一部を補助す
る制度です。
○対象団体
　対象となる団体は、次の要件をす
べて満たしている団体になります。
・町内に活動拠点を持ち、主た
　る活動範囲が町内であること
・５人以上で構成し、その構成
　員の過半数が町内在住、在勤
　する者であること
・団体組織の規約や会則があること
・宗教活動又は政治・選挙活動
　を目的としていないこと
・暴力団または暴力団の構成員の
　統制下にある団体ではないこと
○対象事業
　補助対象となる事業は、次の
要件をすべて満たすものです。
・町内で実施される事業であること
・地域課題の解決を図り、または地域
　の活性化が図られる事業であること
・町民の利益の増進に寄与する
　事業であること
・申請年度内に完了する事業であること
○対象経費
　補助対象となる経費は、申請
事業の実施に直接必要な経費で
す。団体を維持・運営するため
の経費や団体の構成員の人件費
は対象となりません。
○補助率および補助限度額
　補助率は補助対象経費の３分の
２以内で、25万円を上限とします。 
○申請や手続きについて
　地域振興課まで、電話または
直接お問い合わせください。
問合せ　地域振興課　☎76-6135 

 
　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
開催に伴い、町内外から訪れる
観戦者をおもてなしします。選
手が通過する沿道を花で飾る植
栽イベントの参加者を募集しま
す。
○植栽イベント
と　き　
　６月20日(土)９:00～12:00
　※少雨決行
　予備日　６月27日(土)
ところ　
　棚頭区　町道原向中日向線沿い
　(富士小山工業団地沿道)
内　容　
　マリーゴールドの花苗の植栽
その他　
・作業しやすい服装で参加して
　ください
・園芸用手袋、飲み物、作業道
　具は用意します
○募集内容
期　間　４月30日(木)まで
定　員　120人程度
対　象　
・町内に在住・通勤している人
・小学生以下は保護者同伴
・現地まで自力で集合できる人
その他
・新型コロナウイルスの影響に 
　より、内容などを変更する場
　合があります
問合せ　
オリンピック・パラリンピック推進局
☎70-3355

アプリ｢マチイロ｣で
広報おやまと
町議会だよりを
配信しています！
無料で使えます♪

問合せ
地域振興課
☎76-6135

行政相談

くらし安全課

相談

無料法律相談

社会福祉協議会

相談

５・６月の年金相談を
中止します

住民福祉課

案内

地域づくりに取り組む
団体を応援

地域振興課

案内 東京2020植栽イベント
参加者募集　
オリンピック・パラリンピック推進局

募集

問合せ　
地域振興課　☎76-6135

　  Facebook
「足柄山の金太郎」

Facebook
「足柄山の金太郎」
ぜひ、いいね
してほしいぜぃ！

おいらが
ホットな
おやまを
発信中！



 

　国では弔慰の意を表すため、
戦没者などの遺族に特別弔慰金
を支給します。これまで節目に
なる年に支給していましたが、
弔慰の意を表す機会を増やすた
め、戦後75周年となる今年から
請求を受け付けます。
○支給対象
　令和２年４月１日現在、戦没
者などにかかる公務扶助料や遺
族年金などを受ける人がいない
場合に、次の順番による先順位
の遺族１人に支給します。
　戦没者等の死亡当時の遺族で、
　１　弔慰金の受給権者
　２　戦没者等の子
　３　戦没者等の　①父母　②孫
　　　③祖父母　④兄弟姉妹
　※戦没者等などとの生計関係
　　の有無や、ご遺族の婚姻・
　　養子縁組の状況によって、
　　同じ立場であっても順番が
　　入れ替わります
　４　上記１から３以外の戦没
　　　者等の三親等内の親族
　※戦没者などの死亡時まで引
　　き続き１年以上生計関係を
　　有していた方に限ります
○支給内容
　額面25万円、５年償還の記名国債
○請求期間
　４月１日～令和５年３月31日
　※請求期間内に請求を行わな
　　い場合、特別弔慰金を受け
　　られなくなるためご注意く
　　ださい
○請求窓口
　詳しくは、住民福祉課までお
　問い合わせください。
問合せ　住民福祉課  ☎76-6661

　４月から不燃ごみとペットボ
トルの収集日が変わりました。
○不燃ごみ
　第１、３、５水曜日
○ペットボトル
　第２、４水曜日
問合せ　くらし安全課　
　　　　☎76-6130

 

　５月３日（日・祝）開催予定
の第56回富士山金太郎春まつり
は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止します。
「妊産婦健康祈願」「泣き相撲｣
についても募集を行いません。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
問合せ　商工観光課　
　　　　☎76-6114

日常生活で気をつけること
　まずは手洗いが大切です。帰
宅時や調理の前後、食事前など、
こまめに石けんなどで手を洗い
ましょう。せきやくしゃみは、
手で押さえるとその手で触った
ドアノブなどを介して感染する
場合があります。
　持病がある人、高齢者などは
人混みをさけるなど注意をして
ください。発熱など、風邪の症
状がみられる場合は会社などを
休んでください。

症状に不安がある人は電話を
▼帰国者・接触者相談センター
　(御殿場保健所）
　☎82-1224
　(平日8:30～17:15)
　☎090-3309-6707
　(土・日、祝日を含む上記以外)
▼静岡県庁専用相談ダイアル
　☎054-221-8560
　(平日8:30～17:00)
▼厚生労働省相談窓口　　
　☎0120-565653
　(9:00～21:00)
　
家庭内で感染が疑われる場合は
○部屋を分けましょう
○感染者のお世話はできるだけ
　限られた人で
○マスクをつけましょう
○こまめに手を洗いましょう
○換気をしましょう
○手で触れる共有部分を消毒し
　ましょう
○リネン、汚れた衣類などは洗
　濯しましょう
○ゴミは密閉して捨てましょう
〇食器の共用は避けましょう

町民の皆さんの健康に関する相談
健康増進課　☎76-6668
(平日８:30～17:15)
　

うつさない！うつらない！
新型コロナウイルス
感染症を防ぐ

【予約受付時間】

小山町デマンドバス
　予約専用ダイヤル

TEL：０５５０
７７－１２３４

１乗車　大人300円
小学生 200円・幼児無料

８:00-18:00( 年中無休 )

令和２年度改訂版　小山町家庭ごみのカレンダーの訂正について
　各戸に配布した「小山町家庭ごみのカレンダー」の下段左に掲載の
「拠点回収」コーナー「古着・古布」中に「●毛布など」とあります
が、毛布は回収できません。お詫びして訂正します。
問合せ　くらし安全課　☎76-6130

固定資産税、住宅使用料
幼稚園保育料、保育所保育料
道路・河川占用料

４月の納期限(４月30日）

納め忘れのない
ようにお気を
つけください！

第11回特別弔慰金の支給

住民福祉課

案内 ごみの収集日が
変わりました

くらし安全課

案内

富士山金太郎春まつり
の中止

商工観光課

案内



　システムメンテナンスのため、
コンビニで行っている住民票や各
種証明書の発行を休止します。
期　間　５月２日(土)～６日(水)
問合せ　住民福祉課　☎76-6101

　神奈川県松田町の町営駐車場
が特別料金で利用できます。
ところ　小田急線新松田駅南口
　　　　から徒歩５分
対　象　町民、または町内に勤
　　　　務している人
利用料　5,000円/月
　　　　※利用する月の１日から
　　　　　末日まで
申込み　印鑑、利用料を持参して
　　　　役場３階企画政策課まで
問合せ　企画政策課　
　　　　☎76-6133

○エイズ検査・肝炎検査
　５月13日(水)  ９:30～11:30
　御殿場健康福祉センター
　※電話予約制　
問合せ　医療健康課　☎82-1224
○夜間エイズ検査
　５月12日(火)  16:30～19:45
　東部健康福祉センター
　※電話予約制
問合せ　地域医療課　
　　　　☎055-920-2109
○精神保健福祉総合相談
　５月18日(月)  13:30～15:30
　御殿場健康福祉センター
　※事前予約制
　こころの病気、アルコール・
　薬物依存症、ひきこもりなど
　の相談
問合せ　福祉課福祉班　
　　　　☎82-1222

　令和２年度土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税
台帳の無料閲覧を行います。
期　間　４月30日(木)まで
　　　　※土・日、祝日を除く
ところ　役場１階　税務課窓口
　　　　※支所は無料閲覧のみ
対　象　納税者と同居の親族、
　　　　納税管　理人、代理人
◇縦　覧
　自己所有の土地や家屋の価格
　を他の土地や家屋の価格と比
　較できる帳簿を縦覧すること
　ができます
◇無料閲覧
　自己所有の土地や家屋の価格
　が記載されている固定資産台
　帳の写しを交付します
持ち物
　納税通知書、または運転免許
証など本人確認ができるもの。
　なお、代理人は委任状が必要。
借地、借家の人は、賃貸契約書
の写しなどが必要です
※期間を過ぎると有料になります
※法人の場合は社印押印の申請
　書、または委任状が必要です
問合せ　税務課　☎76-6102

　観光協会では、金太郎・星の
会の入会者を募集しています。
　富士山須走口５合目や金太郎
テラスでの星空観賞会など、
年に３回程度、観光と星を合
わせた事業を計画しています。
星や宇宙に興味のある人の入
会をお待ちしています。詳し
くは、観光協会までお問い合
わせください。
対　象　どなたでも
入会料　無　料
問合せ　小山町観光協会
　　　　☎76-5000

　５月５日（こどもの日）から
11日までの１週間は「児童福祉
週間」です。
　児童福祉週間は、子どもや家
庭、子どもの健やかな成長につ
いて考えることを目的として、
昭和22年に定められました。
　県内には、子育てのさまざま
な悩みの相談、児童虐待、思い
がけない妊娠に関する相談な
ど、各種相談窓口があります。
社会全体で子どもと子育てを応
援しましょう。
※４月28日（火）に開催を予定
　していた啓発キャンペーン、
　関連イベントは、新型コロナ
　ウイルス感染拡大防止のため
　中止します
問合せ　静岡県こども未来課
　　　　☎054-221-3546　
　　　　こども育成課　
　　　　☎76-6126

　暮らしの中の悩み相談を受け
付けます。日常生活で起こるト
ラブルや悩みごと、困ったこと
など、どこに相談すればよいの
かわからないときは「暮らしな
んでも相談」をご利用くださ
い。
　悩みごとを一緒に考え、専門
的なアドバイスをしてくれる所
を紹介します。
◎相談受付ダイヤル
　☎055-922-3715
　受付時間９:00～17:00(平日)
★相談と取り次ぎは原則無料で
　すが、専門家に相談する場合、
　別途料金がかかる場合があり
　ます
問合せ　ライフサポートセンター
　　　　東部事務所
　　　　☎055-929-9820

コンビニ交付サービスの
利用停止について　　

住民福祉課

案内

５月行事予定

御殿場健康福祉センター

案内

ご利用ください。
松田駐車場

企画政策課

案内

縦覧帳簿の縦覧と課税
台帳の閲覧

税務課

案内 児童福祉週間
(５/５～５/11)

こども育成課

案内

暮らしなんでも相談

ライフサポートセンター

相談

金太郎・星の会
入会者募集

小山町観光協会

募集

次号は６月15日発行予定です。


