
平成22年5月27日から
気象警報の発表が変わります

　横浜地方気象台は、気象警報・注意報の発表区
域を、現在の神奈川県内7地域から33市町村単位
に変更します。
　また、大雨警報を発表する際には、その雨に
よって発生が懸念される災害を追加して、おしら
せします。

○「山北町」に大雨が降り、土砂災害が懸念され
　る場合

【変更前】「足柄上」地域　大雨警報
【変更後】「山北町」大雨警報（土砂災害）　　
　　　

☆問合せ　横浜地方気象台防災業務課
　　　　　　（☎045－621－1999）

川村小学校「放課後子ども教室」
安全管理員の募集

　町では、放課後の体育館・グラウンドを活用
し、子どもたちが遊んだり、学年を超えた交流が
できる場所として、「放課後子ども教室」の実施
を予定しています。
　そのため、町内にお住まいの方で、「放課後子
ども教室」で遊ぶ子どもたちを見守っていただけ
る安全管理員を募集します。

☆時　　間　6月から週1回
　　　　　　放課後～17：00（10月～3月は16：00まで）
☆場　　所　川村小学校
☆募集人数　10人
☆謝　　金　1時間870円
☆問 合 せ　生涯学習課生涯スポーツ班
　申 込 み　（☎75－3649）

軽自動車税の減免申請について
　障害のある方、または障害のある方と生計を共
にする方が所有し、通院や通学等に使用する軽自
動車に対して、軽自動車税の減免を受けることが
できます。
　平成22年度軽自動車税の納税通知書が届いた後
に、申請書を提出してください。

☆提出期限　5月24日（月）
☆提出場所　役場税務課、清水・三保支所
☆必要書類　平成22年度納税通知書、
　　　　　　減免申請書、自動車検査証（写し）、
　　　　　　運転免許証（写し）、印鑑、
　　　　　　身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病
　　　　　　者手帳・精神障害者保険福祉手帳の
　　　　　　いずれか
※昨年度の減免対象者には、「減免申請書」と
　「減免申請の案内」を納税通知書に同封します
　ので、軽自動車税を支払う前に手続きをしてく
　ださい。

☆問 合 せ　税務課税務班（☎75－3642）

ダム洪水対応等演習
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流
に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り
人などへの警報、ダム操作などを的確に行うた
め、演習を行います。

<三保ダム洪水対応演習>
☆日　時　5月19日（水）10：00～16：00
☆場　所　三保ダムから酒匂川河口に至る区域
☆内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピー
　　　　　カーによる放送、ダム放流中の電光表
　　　　　示を行います（実際にはゲート放流は
　　　　　行いません）

<玄倉ダム・熊木ダム管理演習>
☆日　時　5月25日（火）9：00～16：00
☆場　所　熊木ダムから玄倉第1発電所まで
☆内　容　放流警報用のサイレンを鳴らし、ス
　　　　　ピーカーによる放送を行います（実際
　　　　　にはゲート放流は行いません）

☆問合せ　神奈川県三保ダム管理事務所
　　　　　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事
　　　　　務所（☎78－3711）
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「花いっぱい運動」に助成
　町では、環境美化推進、ごみの散乱・不法投棄
抑制を目的として、花と緑のネットワーク化推進
事業を実施します。花いっぱいの憩いの空間を皆
でつくりませんか。
　参加を希望される団体等には、種子や苗代など
を助成しますのでお申込みください。

※助成額や件数に限りがありますので、事前にお
　問合せください。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み （☎75－3645）

町長選挙・議会議員補欠選挙の日程
　7月21日に任期を迎える町長選挙と、議会議員
の欠員を補充する議会議員補欠選挙の日程が決ま
りました。
☆告示日　7月  6日（火）
☆投票日　7月11日（日）

○町長選挙・議会議員補欠選挙事前説明会
☆日　時　5月27日（木）13：30～
☆場　所　役場4階401会議室
※１候補者につき、３名以内でお願いします。
☆問合せ　町選挙管理委員会（総務防災課内）
　　　　　（☎75－3643）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成22年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後3か月を過ぎた犬には、生涯1回の登録と
毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。すでに登録をしている犬は、今回注射のみと
なりますが、まだ登録していない犬は、登録と注射を行ってください。

☆対　象　生後3か月以上の犬
☆料　金　
◎登録済みで注射をする犬  3,500円
　　　注射料金   2,950円
　　　注射済証交付手数料     550円

◎新規登録と注射をする犬  6,500円
　　　注射料金   2,950円
　　　注射済証交付手数料     550円
　　　登録手数料   3,000円
　
☆手続きに必要なもの　料金・愛犬手帳
☆注　意　
・犬の体調が悪い場合は、事前にかかりつけの獣
　医師に相談してください。
・転入してきた方は、前にお住まいだった市町村
　で交付された鑑札と愛犬手帳を必ず持参してく
　ださい。
・動物病院で注射された方は、その旨（済証）を
　係に申し出てください。
☆問合せ　生活環境課生活環境班
　　　　　（☎75－3645）

【狂犬病予防注射日程】
月　日 時　　間 場　　所

5月12日
（水）

  9：30～10：05 山北児童館

10：20～10：55 高齢者いきいき
センター（湯坂）

11：15～11：35 平山集会所
13：00～13：10 共和小学校
13：25～13：35 深沢青年クラブ
14：05～14：15 玄倉公民館
14：30～14：45 畑集会所
14：55～15：05 役場三保支所

5月13日
（木）

  9：30～  9：40 ㈲丹沢交通駐車場
  9：55～10：10 役場清水支所
10：25～10：45 谷ケ公民館
11：05～11：40 山北体育館
13：00～13：05 高松婦人ホーム
13：20～13：45 尺里東安洞集会所

14：00～14：30 下 本 村 コ ミ ュ ニ
ティセンター

14：45～15：05 地域作業所
（やまなみ工芸）

犬の新規登録受付票
飼い主について 犬について

住　　所 山北町 種類 生年月日 年　　月　　日
氏　　名 毛色 性　　別 オス　・　メス
電話番号 名前 備　　考

※犬の新規登録をされる方は、新規登録受付票の必要事項を記入し、当日お持ちください。
---------------------------------------------- 切り取り線 ----------------------------------------------



健康ウォーキングの参加者募集
☆日　時　5月18日（火）　※雨天中止
　　　　　8：00    山北駅表口集合
☆行き先　不老山（小山町から登ります）
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　会 員 の 方　380円（交通費等）
　　　　　新規入会の方　980円（入会費、交通費等）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入
　会していただきます。　　　　　
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、防寒具等
☆申込み　5月14日（金）
　期　限
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

第２回水源地域文化事業
松沢成文神奈川県知事来場！！
　地球温暖化対策の重要性を訴えノーベル平和
賞を受賞した、アル･ゴア氏の講演を記録したド
キュメンタリー映画「不都合な真実」の上映をし
ます。
　また、松沢知事と瀬戸町長が、環境問題などに
ついて対談を行います。

☆日　　時　6月2日（水）
　　　　　　16：00～（開場15：30）
☆会　　場　中央公民館多目的ホール
☆定　　員　400名（参加料は無料）
※事前申込みの必要はありませんので、直接会場
　へお越しください。
☆コーディネーター　東海大学　小林　隆　准教授

☆問 合 せ　政策秘書課政策秘書班
　　　　　　（☎75－3651）

第６回山北町丹沢湖カヌーポロ大会
兼　関東カヌーポロリーグ
神奈川大会が開催されます

　町では、神奈川県カヌー協会と共催で「関東カ
ヌーポロリーグ神奈川大会」を開催します。
　関東カヌーポロリーグは、関東カヌー連盟に登
録している関東（1都8県）のチームで構成されて
います。
☆月　　日　 5月9日（日）
☆内　　容　  8：00　開会式
　　　　　　  8：30　競技開始
　　　　　   14：30　競技終了
　　　　　   15：00　表彰式・閉会式
　　　　　   16：00　解散
☆場　　所　丹沢湖玄倉湖面
☆種　　目　ビギナーの部（男女各6チーム）
　　　　　　エキスパートの部（男女各10チーム）
　　　　　　小学生の部（男女混合4チーム）

※参加チーム数により種目の変更があります。
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75－3649）

都市計画に関する変更案の
縦覧についてのお知らせ

　県では、酒匂川流域下水道に関する変更案の縦
覧を行います。なお、ご意見のある方は期間中に
意見書を提出することができます。
☆縦覧期間　5月11日（火）～5月25日（火）
　　　　　　（土・日曜日を除く）
　　　　　　8：30～17：15
☆縦覧場所　神奈川県都市計画課
　問 合 せ　（☎045－210－6175）
　　　　　　山北町都市整備課管理計画班
            　　（☎75－3647）

山北柔道クラブ会員募集
　創立36年を迎える山北柔道クラブでは、新会
員を募集しています。当クラブは、柔道を通して
「強くたくましい心と体づくり」に励んでいま
す。お父さん、お母さん、ぜひ一度お子さんを連
れて練習を見に来ませんか。
☆対　象　幼稚園年長組、小学生及び中学生の男女
☆練習日　木曜日（18：00～20：00）
　　　　　土曜日（17：30～19：30）
※中学生は木・土曜日ともに18：00～20：00です。
☆場　所　山北体育館（格技場）
☆会　費　月1,000円
※見学は事前に申込みが必要です。
☆問合せ　会　　長　湯川　瀞策（☎75－2161）
　　　　　指導部長　瀬戸　一徳（☎75－0016）

カローリングで遊ぼう！～カーリングをアレンジしたニュースポーツ～
☆日　時　5月9日（日）9：30～11：30  ☆参加料　小学生300円（あすぽ会員100円）
☆場　所　川村小学校体育館    ※中学生以上は無料です。
☆対　象　小・中学生とその保護者   ☆問合せ　あすぽ 飯田
※事前に申込みが必要です。    　申込み　（☎090－8013－5541）



すくすく相談
　離乳食を中心に相談をお受けします。
 月　　日　 5月12日（水）
 受付時間　 9：30～10：00
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成21年8月～10月生まれの乳児

※母子健康手帳をお持ちください。

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。
 月　　日　 5月14日（金）
 受付時間　 9：00～10：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 乳幼児

※母子健康手帳をお持ちください。

1歳６か月児健康診査
 月　　日　 5月18日（火）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年8月～10月生まれの幼児

※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちください。

２歳児歯科検診
 月　　日　 5月20日（木）
 受付時間　 9：00～9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年3月～5月生まれの幼児

※歯科検診と栄養相談を実施します。
※希望者には虫歯予防の薬を塗ります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちください。

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を
行います。ポリオワクチンの接種は、通常生後3
か月から1歳６か月までの間に２回行う必要があ
ります。
 月　　日　 5月25日（火）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 生後3か月～90か月（7歳6か月）未満

※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあります。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５−３６４３　☎７５−３６４４
【相談内容】

プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育
放棄・いじめなど）の問題や、行政に対する
苦情や要望など

　　　5月20日（木） 13：00～15：00
　　　　　　　　　　役場3階301会議室

今月の納税
固 定 資 産 税（第 1 期分）
軽 自 動 車 税　  　　　　

※納期限は、5月31日（月）です。

不動産登記・商業登記・法人登記
相続・贈与などお気軽にご相談ください

司法書士  井上庄市事務所
　　　　（出身：山北町皆瀬川）

松田町松田惣領1886－1　石川ビル1Ｆ
　　　　　（JR松田駅北口　徒歩1分）

　　　　　　　　　　　（☎20－5585）

定例健康相談日
　町では、健康相談を実施します。個別相談です
のでお気軽にお申込みください。

☆日　時　5月26日（水）
　　　　　9：30、10：15、11：00
　　　　　※時間予約制

☆場　所　健康福祉センター１階内科診察室

☆対　象　町内にお住まいの方

☆内　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について

☆費　用　無料

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）


