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　足柄駅は、明治36年に足柄信号所として
開設されました。昭和９年に丹那トンネル
が開通すると、鉄道は地方路線「御殿場線」
になりました。昭和22年には地域住民の働
きかけにより「駅」に昇格、駅舎も足柄地
域の皆さんが主体となって建築しました。
　現在、JR足柄駅は１日の乗車客が450人
程度ですが、商業施設やホテルの送迎バス、
ハイカーやサイクリストによる利用増が見
込まれたり、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックの開催、大型リゾート施設の
建設などがあったり、今後、町内外からの
観光客を迎える玄関口として重要な役割を
担います。そのため、駅舎を建て替え、足
柄支所を移設して、地域住民や町外から訪
れる人が交流できる場として活用していき
ます。

装いも新たに！足柄駅が生まれ変わります
〇建設事業の概要　
　構　　造　木造２階建て一部鉄骨造り

　延床面積　１階　174.58㎡　

　　　　　　２階　63.72㎡

　建築面積　283.88㎡

　最高高さ　８ｍ

　設計者　　㈱隈研吾建築年設計事務所

　施工者　　臼幸産業㈱　

〇JR足柄駅待合室・通路の利用開始
　　６月28日（日）から 

〇足柄駅交流センター建設工事
　　工期　６月30日（火）まで

※施設北側（踏切側）駐車場は支所利用

　者専用になります

※駅利用者の送迎は駅前広場の駐車場を

　ご利用ください

問合せ　都市整備課　☎76-6142　　足柄支所　☎76-0134
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ひとりひとりの基本的感染対策
　●感染防止の３つの基本

□ 人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける
□ 遊びに行くなら、屋内より屋外を選ぶ
□ 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける
□ 外出時や屋内にいるとき、会話をするときは症状がなくてもマスク
□ 家に帰ったら、まず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、
　 シャワーを浴びる
□ 手洗いは30秒程かけて、水とせっけんで丁寧に洗う（消毒液の利用)

日常生活を営む上での基本的生活様式

日常生活の各場面別の生活様式

With コロナ　～感染しない、うつさない

「新しい生活様式」を実践しましょう

１１ 22 33身体的
距離の確保

マスクの
着用 手洗い

買い物
□ 通販も利用
□ 1人、または少人数ですいてい
　 る時間に
□ 電子決済の利用
□ 計画を立てて素早く済ます
□ サンプルなど展示品への接触は
　 控えめに
□ レジに並ぶときは、前後にス
　 ペース

働き方の新しいスタイル
□ テレワークやローテーション勤務　　　□ 会議はオンライン
□ 時差通勤でゆったりと　　　　　　　　□ 名刺交換はオンライン
□ 対面での打ち合わせは換気とマスク　　□ オフィスは広々と

食事
□ 持ち帰りや出前、デリバリーも
□ 屋外空間で気持ちよく
□ 大皿は避けて、料理は個々に
□ 対面ではなく横並びですわろう
□ 料理に集中、おしゃべりは控え
　 めに
□ お酌、グラスやおちょこの回し
　 飲みは避けて

娯楽、スポーツなど
□ 公園はすいた時間、場所を選ぶ
□ 筋トレやヨガは、自宅で動画を
　 活用
□ ジョキングは少人数で
□ すれ違うときは、距離を取る
　 マナー
□ せまい部屋での長居は無用
□ 歌や応援は十分な距離かオンラ
　 イン

公共交通機関の利用
□ 会話は控えめに
□ 混んでいる時間帯は避けて
□ 徒歩や自転車利用も供用する

冠婚葬祭などの親族行事
□ 多人数での会食は避けて
□ 発熱や風邪の症状がある場合は
　 参加しない

外出控え 密集回避 密接回避 密閉回避 換気 咳エチケット 手洗い

　町はふるさと納税の再開に向
けて準備を進めています。
　おやまの特産品を全国にＰＲ
するため、返礼品を提供する事
業所を募集します。
募集期間　随時受付
応募要件
〇小山町内に事業所がある法人
　や個人事業者
〇町税の滞納がない事業者
〇暴力団員による不当な行為の
　防止等関する法律に該当しな
　い事業者
募集する返礼品
〇「ふるさと小山町」の魅力を
　体感でき、町のＰＲにつなが
　る商品で、町内で栽培、製造、
　加工などがされている商品
〇町から依頼後、速やかに発送
　され、飲食物の場合は到着後､
　10日以上の消費期限が保証さ
　れる商品
問合せ　地域振興課　☎76-6135

　県が実施する「介護サポー
ター育成事業」の受講生を募集
します。事前の説明会を行いま
すので興味のある人はご参加く
ださい。
対　象　
　介護に興味のある人
勤務内容　
　勤務時間、勤務地、時給など
は施設により異なります。
説明会　
　７月３日(金)、15日(水）　
　10:00～
　健康福祉会館　会議室Ｂ
　※要予約
問合せ　㈱東海道シグマ　介護事
　　　　業部
　　　　☎054-255-4259
　　　　(平日９:30～18:00）

ふるさと納税の返礼品を
提供する事業所を募集

地域振興課

募集

静岡県介護サポーター
育成事業受講生募集

介護長寿課

募集

次号は８月15日発行予定です。



 

　７月１日からレジ袋が有料化
になります。エコバッグを携帯
するなど、レジ袋の削減にご協
力ください。
■プラスチックは、非常に軽くて
　丈夫で密閉性も高いため、私た
　ちの生活に欠かせないものに
　なっています。一方で廃棄物・
　資源制約、海洋プラスチックご
　み、地球温暖化などの課題もあ
　ります。私たちは、プラスチッ
　クの過剰な使用を抑制する必要
　があります。
■このような状況を踏まえ、７月
　１日から全国でプラスチック製
　買い物袋、いわゆる「レジ袋」
　の有料化を行います。これは、
　普段何気なくもらっているレジ
　袋を有料化することで、必要性
　を考えてもらい、ライフスタイ
　ルを見直すきっかけとすること
　を目的としています。
■レジ袋有料化をきっかけに、自
　身のライフスタイルを見つめ直
　し、エコバッグを持ち歩くな
　ど、できることからプラスチッ
　クを賢く使う工夫をしてみま
　しょう。
レジ袋有料化についての問合せ
　〇消費者向け　☎0570-080180
　〇事業者向け　☎0570-000930
問合せ　くらし安全課
　　　　☎76-6130

 

　県営住宅の入居者を毎月募集
しています。
募集発表　毎月10日
受付期間　毎月10日～18日
※詳しくはお問い合わせください
問合せ　静岡県住宅供給公社
　　　　東部支所
　　　　☎055-920-2271

　　HP　http://www.sjkk.or.jp/

〇エイズ検査、肝炎検査
と　き
　７月２日(木) ９:30～11:30
ところ
　御殿場健康福祉センター
　※電話予約制、匿名
問合せ　医療健康課　
　　　　☎82-1224
〇夜間エイズ検査
と　き
　７月７日(火) 16:30～19:45
ところ
  東部健康福祉センター
　※電話予約制、匿名
問合せ　地域医療課
　　　　☎055-920-2109
〇精神保健福祉総合相談
と　き　
　７月20日(月）13:30～15:30
ところ
　御殿場健康福祉センター
　※事前予約制
問合せ　福祉課福祉班
　　　　☎82-1222

 

　差別や虐待など、さまざまな
人権問題について、電話やイン
ターネットでの相談を受け付け
ます。
電話相談
〇みんなの人権110番
　☎0570-003-110
〇女性の人権ホットライン
　☎0570-070-810
〇子どもの人権110番
　☎0120-007-110
インターネット相談
〇人権相談
　　人権相談　　検索
 
〇子どもの人権ＳＯＳ
 HP　https://www.jinken.go.jp/ko
　domo

〇航空学生
（海上・航空パイロット養成）
応募資格
　航空　18歳以上21歳未満で高
　　　　校卒業以上の人
　海上　18歳以上23歳未満で高
　　　　校卒業以上の人
応募期限
　９月10日(木）まで
試験期日
　１次試験　９月22日(火・祝)
〇一般曹侯補生
応募資格
　18歳以上33歳未満
応募期限
　９月10日(木）まで
試験期日
　１次試験　９月18日(金）
　～20日(日）の内１日
〇自衛官候補生(男子・女子）
応募資格　
　18歳以上33歳未満
応募期限
　年間を通じて実施
試験期日
　受付時にお知らせ
〇自衛官採用制度説明会
と　き　７月23日(木・祝）
　　　　10:00～15:00
ところ　健康福祉会館　会議室
対　象　18歳以上33歳未満の人
　　　　とその家族
※試験日など変更する場合があ
ります。最新情報は沼津地域事
務所までお問い合わせください
問合せ　自衛隊静岡地方協力本部
　　　　沼津地域事務所
　　　　☎055-916-0605

県町民税（普徴）
住宅家賃、保育料

６月の納期限(６月30日）

納め忘れのない
ようにお気を
つけください！

レジ袋が有料になります

くらし安全課

案内

県営住宅入居者募集

静岡県住宅供給公社

募集

７月御殿場健康福祉
センター行事
御殿場健康福祉センター

案内 防衛省採用試験

静岡地方協力本部 沼津地域事務所

案内

ひとりで悩まずご相談
ください

住民福祉課

相談



 

　新型コロナウイルスの影響に
より、事業などに掛かる収入に
ついて相当の減少があった人は、
町税の徴収猶予を１年間受ける
ことができます。
対象になる町税　
　令和２年２月１日から令和３
年１月31日までに納期が到来す
る固定資産税、個人住民税、法
人住民税、軽自動車税（種別割）
など
申請期限
　６月30日（火）もしくは各納
期限のいずれか遅い日
申請方法
　事前に会計収納課に電話で問
い合わせの上、申請書と必要書
類を提出してください
※申請書は町のホームページから
　ダウンロードできます
問合せ　会計収納課　
　　　　☎76-6103

 

３つの「密」を避けましょう
　①換気の悪い密閉空間
　②多数が集まる密集場所
　③間近での会話をする密接場面
基本は手洗い
　新型コロナウイルスはこんな
ことから感染します。
○飛沫感染　
　感染者の咳、くしゃみ、つば
などの飛沫に含まれるウイルス
を吸い込む
○接触感染　
　電車のつり革やドアノブなど
ウイルスが付着した物を触った
手で、口や目の粘膜に触れる
帰国者・接触者相談センター
　土日・祝日、いつでも24時間
　☎050-5371-0561
問合せ　健康増進課
　　　　☎76-6668

　現在、児童手当を受給してい
る人は現況届の提出が必要です。
　現況届は毎年６月に児童手当
を引き続き受ける要件を満たし
ているかを確認するものです。
５月末に郵送された現況届を必
ず提出してください。
提出期限　６月30日(火)
提出場所　役場本庁こども育成
　　　　　課、または各支所
※提出がない場合は、６月分以降
　の手当が受けられなくなるため
　ご注意ください
※公務員は勤務先で手続きして
　ください
問合せ　こども育成課
　　　　☎76-6126

 

　町内の放課後児童クラブで働
きませんか。
内　容　
　小学生の宿題の見守りや遊び、
　おやつの提供などの支援
勤務形態　
　常　勤（週休２日）
　非常勤（日数など相談に応じ
　　　　　ます）
勤務時間
・平　日　
　下校時(13:30ごろ～18:00)
・土曜日　
　７:30～14:00
・長期休暇など　
　７:30～18:00の６時間程度
募集クラブ
　明倫小学校放課後児童クラブ
　☎76-0266
　北郷小学校放課後児童クラブ
　☎78-1521
※詳しくは各放課後児童クラブに
　問い合わせてください
問合せ　こども育成課
　　　　☎76-6126

 
入らない
　演習場内では射撃訓練や爆破
訓練を行っていて大変危険です。
そのため、演習場の土地所有者、
入会組合の関係者以外の一般の
人は、演習場内に入ることは禁
止されています。
さわらない
　演習場内で不発弾などを発見
した場合は、絶対に触れないで
ください。非常に危険です。
まず、連絡
　演習場内で砲弾などを見つけ
た場合は、現状のままにして富
士学校へ連絡してください。
※演習場外で不発弾を見つけた場
　合は、警察へ連絡してください
問合せ　陸上自衛隊富士学校
　　　　☎75-2311
平　日/演習場管理課(内線2291)
土日・祝日/学校当直(内線2302)

 

募集科　電気技術科
訓練期間　10月から２年間
授業料　年間授業料　39万円
　※別途教科書、作業服など諸
　　経費が掛かります
応募資格　
　概ね55歳以上で、高等学校を
卒業、または高等学校と同等以上
の学力を有すると認められる人
募集定員　12人
募集期間（B日程）
　７月１日(水)～20日(月）
試験日　８月３日(月）
受験料　18,000円
選考方法
　小テスト（数学Ⅰ）、小論文、
　作文
申込み・問合せ　
　浜松職業能力開発短期大学校
　学務援助課
　☎053-441-4444

新型コロナウイルス感染症
に伴う町税の猶予制度

会計収納課

案内

新型コロナウイルス感染症
対策

健康増進課

案内

児童手当現況届の提出は
お済みですか

こども育成課

案内

放課後児童クラブ支援員
募集

こども育成課

募集

不発弾事故を防ぐ３カ条

陸上自衛隊富士学校

案内

10月入校生募集

浜松職業能力開発短期大学校

募集


