
お詫びと訂正
　おしらせ版４月16日号３ページ「連休中の診療
について」中、次の診療時間に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

・ねもと総合内科クリニック
【正】５月１日（水）ＡＭ○　ＰＭ×
【誤】５月１日（水）ＡＭ○　ＰＭ○

・町立山北診療所
【正】５月２日（木）ＡＭ○　ＰＭ×
【誤】５月２日（木）ＡＭ○　ＰＭ○

統一地方選挙の開票結果
　４月７日、統一地方選挙が行われ、神奈川県議会
議員選挙南足柄市・足柄上選挙区において杉本とお
る氏、神奈川県知事に黒岩祐治氏が当選されました。
　なお、当町での開票結果は次のとおりです。

【神奈川県議会議員選挙】　　山北町開票区
（届出順）山田　たかひろ　　　　５１７票
　　　　　瀬戸　よしお　　　　　９２５票
　　　　　杉本　とおる　　　３，４５２票
　　　　　無効　　　　　　　　　１０８票
　　　　　当日の有権者数　　８，９９７人 
　　　　　投票者数　　　　　５，００２人
　　　　　投票率　　　　　　５５．６０％

【神奈川県知事選挙】　　　　山北町開票区
（届出順）黒岩　祐治　　　　３，９２２票
　　　　　岸　　牧子　　　　　　９５３票
　　　　　無効　　　　　　　　　１３５票
　　　　　当日の有権者数　　８，９９７人
　　　　　投票者数　　　　　５，０１０人
　　　　　投票率　　　　　　５５．６９％
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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　５月５日（日・祝）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～ ８：30
　　　　　第２部　９：00～11：45
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
内　　容　野菜類、肉類、惣菜、花、パン、雑貨
　　　　　などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、山のワークショップ
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　５月21日（火）※雨天決行。
行 き 先　三嶋大社・楽寿園
集　　合　山北駅北口　８：00
費　　用　会員の方　　　1,950円
　　　　　新規入会の方　2,950円（入会費含む）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
に入会する必要があります。
持 ち 物　飲み物、雨具、健康保険証など
申込み期限　５月10日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」によるお
はなし会を開催します。手遊びと絵本で一緒に楽し
く過ごしましょう。どなたでも自由に参加できます。
日　時　５月15日（水）11：00～
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
緊急情報を確実にお伝えするため、全国瞬時警報
システム（Ｊ－ALERT）の起動確認を目的とした
情報伝達訓練を実施します。
※Ｊ－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報
を、人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシス
テムです。

実 施 日　５月15日（水）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Jアラートのテストです。」
　　　　　×３回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな情
報伝達手段で試験が実施されます。

※国民保護のサイレン音は流れません。
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

ジェイ アラート



軽自動車税の減免申請について
　障がいのある方、又は障がいのある方と生計を
ひとつにする方で、通院や通学などに使用する軽
自動車を所有している場合は、軽自動車税の減免
を受けることができます。
　平成31年度軽自動車税の納税通知書が届いた
後、申請書を提出してください。
提出期限　５月31日（金）まで
提出場所　役場町民税務課、清水・三保支所
必要書類　・平成31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・戦傷病者・療育・精神
　　　　　　障害者保健福祉手帳のいずれか
※昨年度の減免対象者には、「減免申請の案内」と
「減免申請書」を納税通知書に同封しますので、
軽自動車税の納入前に手続きをしてください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

平和行進のお知らせ
　「核兵器のない平和な世界」を願い、東京・夢の
島から広島・平和公園まで歩き続ける平和行進が
今年も山北町を通ります。一緒に歩きませんか。
月　日　５月16日（木）
コース　山北駅北口集合（10：55）～駅前信号（左折）～
　　　　消防第一分団詰所（左折）～中橋～役場（11：25）
問合せ　原水爆禁止西さがみ地区協議会
　　　　山田（☎0460－82－1792）

あなたの善意を赤十字に！
　今年も「赤十字協力会員増強運動」が５月１日
から31日まで行われ、会費を募集します。
　皆さんのご支援、ご協力をお願いします。
会　費　１世帯　500円以上
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

～町職員クールビズ実施～
ご理解・ご協力をお願いします！！
　町では、地球温暖化防止及び省エネ対策として、
庁舎など公共施設の室内温度の28℃設定と室内照
明の省エネを実施しております。これに伴い、事務
能率の向上を図るために町職員の服装を、ノーネク
タイや白ポロシャツなど軽装対応としています。爽や
かで開かれた職場体制づくりに心がけてまいります
のでご理解・ご協力をよろしくお願いします。
実施期間　10月31日（木）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班 （☎75－3643）

ニホンジカ管理捕獲について
　自然環境保全センターでは、第4次神奈川県ニホ
ンジカ保護管理計画に基づき、次のとおりニホンジカ
の管理捕獲を実施しますので、ご協力をお願いします。
実施期間　５月22日（水）～６月19日（水）及び
　　　　　９月21日（土）～令和２年３月11日

（水）の主に水・土曜日（予備日含む）
※年末年始（12月29日～1月3日）は実施しません。
※実施中は、実施地周辺に赤い幟と横断幕を掲示します。
実施場所　主に丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
※山北町内においては、皆瀬川（日陰山・セリ沢周辺）、
神縄（米ヶ沢）、中川（大滝沢・白石沢・箱根屋沢・
細川沢・菩提沢周辺）、世附（水の木沢・大又沢）、
玄倉（仲ノ沢・ユーシン・熊木沢・箒杉沢周辺）
問 合 せ　神奈川県自然環境保全センター
　　　　　野生生物課（☎046－248－6682　内線215）

❷

「新緑の丹沢湖とハンモック体験プラン」
日　時　５月25日（土）10：30～14：30
場　所　「丹沢湖ダム広場コース」
集　合　丹沢湖駐車場（※１）
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、

昼食（みほ弁）、ハンモック体験
定　員　14名（定員になり次第、締切り）
費　用　3,000円、町民の方2,000円（ガイド料、

昼食代など）

「晩春の森林ヨガ体験と洒水の滝プラン」
日　時　５月18日（土）９：50～15：00
場　所　「河村城跡・洒水の滝コース」
集　合　健康福祉センター
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、

昼食（セラピー弁当）、ヨガ体験
定　員　14名（定員になり次第、締切り）
費　用　3,000円、町民の方2,000円（ガイド料、

昼食代など）
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる場合があります。　
※１　健康福祉センターから集合場所まで送迎します。 送迎希望の方は、申込時にお伝えいただき、当日
　　10：00に健康福祉センターへお越しください。

申込み方法　参加申込書により、直接又は電話、FAX、メ－ルにてお申込みください
※申込書は、役場又は健康福祉センターで配付しています。町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局（健康福祉センター内）
　　　　　（☎75－0822　FAX76－4592　メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

森林セラピー体験ツアー参加者募集中

のぼり



山北町カヌー体験教室
～Ｂ＆Ｇクリーンフェスティバルin丹沢湖～
　カヌーマラソンin丹沢湖の参加を目指したカ
ヌー体験教室を開催します。教室参加者には、カ
ヌーの貸し出しもできますのでご相談ください。
日　　時　６月１日（土）
　　　　　午前の部　９：30～12：10
　　　　　午後の部　13：00～15：40
開催場所　丹沢湖
集合場所　焼津ボート乗り場
対　　象　小学生以上（小学１・２年生は保護者同伴）
内　　容　カヌー教室、湖畔のクリーン活動
定　　員　午前の部、午後の部 各20名（先着順）
費　　用　無料
持 ち 物　飲み物、水着（濡れてもよい服）、着替
　　　　　えなど
申込み期限　５月24日（金）まで
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんを持つ子育て世代を対
象に、親子で交流できるフリースペースを提供し
ています。また子育てアドバイザーが子育ての相
談を受け付けています。

月　日　５月８日（水）
【午前のかふぇ】
時　間　10：00～12：30
対　象　子育て中のパパ・ママ
【あかちゃんひろば　かふぇ】
時　間　13：30～15：00
対　象　満１歳未満のお子様と保護者
※兄弟・姉妹も参加できます。
※コーヒー・紅茶などを無料で用意してお待ちし
　ています。
※予約不要。
※詳細はホームページに掲載しています。「山北
　町子育て支援センター」で検索してください。
問合せ　山北町子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター２階）（☎75－0818）

ダム洪水対応などの演習を行います
　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10日（金）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。（演習

のため、洪水吐ゲートからの放流は行いませんが、降雨状況などにより、演習を中止し、ダム
から実際に放流する場合もあります。）

問合せ　神奈川県三保ダム管理事務所（☎78－3711）

❸

あすぽ「夜チャージ！」参加者募集
夜筋！！～明日の為の筋トレ＆ストレッチ～
月　日　５月７日・21日（火）
　　　　６月４日・18日（火）
時　間　19：30～20：30
場　所　健康福祉センター２階　多目的室２
講　師　ささき　ともみ　氏（手力整体師・日体
　　　　協公認スポーツリーダー）
費　用　大人800円、中高生500円、小学生100円
　　　　（会場費、講師料、保険料）
持ち物　ヨガマット（ない方はバスタオル持参）、
　　　　飲み物、タオル、動きやすい服装
問合せ　あすぽ事務局
申込み　秋葉（☎090－8013－5541）平日のみ
　　　　（メールasupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　（URL http://asupo1.com/）

や きん

ポールウォーキング参加者募集
　専用ポールを持って歩く「ポールウォーキン
グ」は姿勢が安定し、安全に効率よく全身運動を
することができます。
日　時　５月22日、29日、６月５日（水）　
　　　　13：30～15：30（原則全日程参加可能な方）
場　所　健康福祉センター　多目的室１
※５月29日は健康福祉センターに集合後、健康福祉
センター～洒水の滝を往復します。

対　象・町内在住で医師から運動の制限を受けていない方
　　　・両手でポールを持って歩くことができる方
講　師　村上政司氏（日本ポールウォーキング協

会マスターコーチ）
定　員　20名
※ポールをお持ちでない方は無料で貸出します。
※雨天時は健康福祉センターで実施します。
申込み期限　５月17日（金）
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

むらかみまさ し



「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

乳がん・子宮がん 施設検診のお知らせ
　乳がん・子宮がん施設検診を実施します。
　平成29年度に施設検診を受診された方には、「受
診券」を送付しますので申込み不要です。新たに
検診を希望される方はお申込みください。なお、
乳がん・子宮がん検診は国の指針で２年に１度の
受診となりますので、昨年度受診した方は今年度
受診できません。
※生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方、65
　歳以上で身体障害者手帳１、２級をお持ちの方
　は自己負担が免除されますので、事前に申請し
　てください。
※集団検診（健康福祉センター）は12月９日、令
　和２年１月19日、２月28日に実施します。

一緒にドッグランをつくりませんか
　町では、ぐみの木近隣公園へのドッグランの設
置にあたり、一緒に作業していただけるボラン
ティアの方を募集します。

募集人数　15名程度（先着順）
作業日時　５月25日（土）9：00～16：00　予定
※荒天の場合翌週に順延します。
作業内容　ドッグラン周囲を囲むフェンスの設置
　　　　　を手伝っていただきます
※汚れてもよい服装でお越しいただき、昼食、手
　拭などは各々ご準備をお願いします。

申込み期間　５月７日（火）～５月23日（木）土・
　　　　　日曜日を除く
申込み時間　８：30～17：15
申込方法　直接又は電話にてお申込みください
問合せ申込み　都市整備課管理計画班（☎75-3647）

❹

《人権行政相談》
５月20日（月）13：00～15：00

役場３階　301会議室
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

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10か月～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで
母子健康手帳、お誕生前健診票

５月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

５月17日（金）
13：00～13：15
健康福祉センター　１階
平成29年３～５月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、お子さんの歯ブラシ

２歳児歯科健診
　歯科健診と栄養相談を実施します。なお希望者
には、むし歯予防の薬をぬります。

１歳６か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

５月21日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター　１階
平成29年９～11月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、子育てアン
ケート、お子さんの歯ブラシ

今月の納期
●７日　　　
　認定こども園・保育園・幼稚園保育料（４月分）
　放課後児童クラブ負担金（４月分）　　
　国民健康保険税（第１期分）　　
　し尿処理手数料（第４期分）　　
　町営住宅使用料（４月分）
●16日
　上下水道使用料（B地区第１期分）
●31日
　固定資産税（第1期分）
　軽自動車税
　認定こども園・保育園・幼稚園保育料（５月分）
　放課後児童クラブ負担金（５月分）
　町設置型浄化槽使用料（３・４月分）
　町営住宅使用料（５月分）

※年齢は、令和２年３月31日時点。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

医療機関検診名

足柄上病院
柴田産婦人科クリニック
緑蔭診療所
開成駅光クリニック
南足柄レディースクリニック

【子宮がん】
子宮頸部検査

20歳以上の
女性　1,700円

白鷗医院【乳がん】
超音波検査

30～39歳の
女性　1,300円

足柄上病院
【乳がん】
視触診
マンモグラフィ検査

40～69歳の
女性　2,000円
70歳以上の
女性　　400円

対象・費用


