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町職員のクールビズ実施について
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、町職
員の服装をノーネクタイや白ポロシャツなど軽装
対応とさせていただきますので、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（土）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班 （☎75－3643）

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（種別
割）の減免を受けることができます。

令和2年度軽自動車税（種別割）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　6月1日（月）まで（郵送可）
提出場所　役場町民税務課、清水・三保支所
申 請 に　・令和2年度 納税通知書
必要なもの　・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
※昨年度の減免申請者には、軽自動車税（種別

割）納税通知書と併せて減免申請書などを同封
しますので、納期限までに申請してください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

「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（金）
【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。
※予約不要です。
※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）

　本号に掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期や中止となる場
合があります。最新情報については町ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

交通指導隊員を募集します
町では、町民の交通安全に携わる交通指導隊員

を募集します。

応募資格　町内に住む20歳以上50歳未満の方
※男女は問いません。
募集人員　１名（定員になり次第受付終了）
職務内容　交通安全指導、各種行事の交通整理
問 合 せ　総務防災課防災消防班
申 込 み　（☎75－3643）

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13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。（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　神奈川県企業庁
　　　　酒匂川水系ダム管理事務所（☎78－3711）
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令和2年度 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23日（土）～6月13日（土）及び

10月7日（水）～令和3年2月27日（土）の
主に水・土曜日（予備日含む）

※年末年始（12月29日（火）～1月3日（日））
は実施しません。

※実施中は、実施地周辺に赤い幟
のぼり

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、中川(大滝沢・白石沢・箱

根屋沢・細川沢・菩提沢周辺)、世附(大又沢)、
玄倉（仲ノ沢・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）

赤十字協力会員増強運動の延期について
例年5月に実施している赤十字協力会員増強運動

については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、延期いたします。実施の時期など、詳細に
ついては後日改めてご連絡いたします。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

アルゼンチンＦＣ（フットボールクラブ）
部員募集

アルゼンチンＦＣは、サッカー王国アルゼンチ
ンのプロリーグ出身の監督が基本から個々のレベ
ルに合わせて指導するサッカークラブです。サッ
カーを楽しむ心と確かな技術が身に付きます。お
気軽にお申込みください。

日　　時　毎週土曜日　13：00～16：00
場　　所　川村小学校校庭
対　　象　4歳～小学6年生
問合せ申込み　監督　ビセンテ　ブリト
　　　　　（☎090－2645－3672）
　　　　　（メール vicente@cityfujisawa.ne.jp）

※新型コロナウイル
ス感染症の感染拡
大防止のため、当
面の間練習を自粛
しています。

ごみ減量再資源化と環境美化の推進について
生ごみ処理容器等購入費を助成しています

町では、家庭から出るごみの自家処理を推進す
るため、生ごみ処理容器などを購入した家庭に助
成をしています。

種　類 助成額 限度額 限度数
生 ご み
処 理 容 器

購 入 額 の
2 分 の 1

1基につき
6 ,000円

1 世 帯
2 基 ま で

電 動 式
生 ご み
処 理 機

購 入 額 の
2 分 の 1 20,000円 1 世 帯

1 台 ま で

※助成額は100円未満切捨てです。
※購入前に環境課へお問合せください。　
申請方法　購入後、補助金交付申請書兼実績報告

書・補助金請求書・商品の領収書（レ
シートではなく氏名及び型番が確認で
きるもの）を環境課窓口へ提出してく
ださい

※補助金交付申請書兼実績報告書、補助金請求書
の用紙は町ホームページからダウンロードでき
ます。

※助成金は書類審査し、町から交付決定通知後、
申請者の口座に振込みます。

資源回収団体に奨励金を交付しています
町では、資源ごみ回収を実施している町内の団

体に奨励金を交付しています。該当する団体はお
申込みください。

なお、対象となる品目は次のとおりです。

対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、古着、
アルミ缶、ビール瓶など

※申請には、受入れ業者などの証明が必要です。

「花いっぱい運動」に助成しています
町では、環境美化の推進やごみの散乱・不法投

棄の防止のため、花や緑があふれる空間づくりを
進めています。

参加希望の団体などには、花の種・苗の費用な
どを助成しています。
※助成額や件数には限りがありますので、事前に

お問合せください。

問合せ申込み　環境課生活環境班（☎75－3656）
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新型コロナウイルス感染症に対する山北町の対策方針【令和2年4月21日時点】
※変更箇所は太字で記載

名称 取組（対応）内容 問合せ
小学校・中学校・幼稚園・保育園など
川村小学校
三保小学校
山北中学校

４月７日（火）から５月６日（水・振休）まで、臨時休業。
学校教育課

(☎75-3648)
岸幼稚園
三保幼稚園

４月８日（水）から５月６日（水・振休）まで、臨時休園。
※ただし、特別な事情がある場合は、園長と相談のうえ、受け入れ。

やまきたこども園
向原保育園

４月９日（木）から５月６日（水・振休）までの間、
・こども園の１号認定（教育認定）は臨時休園
※特別な事情のある保護者の子どもは、園長と相談のうえ、受け入れ。
・こども園の２号、３号認定（保育認定）と保育園は規模縮小

し、保育が必要な児童のみ受け入れ。
福祉課

(☎75-3644)

学童保育 ４月10日（金）から５月６日（水・振休）までの間、規模縮小
し、保育が必要な児童のみ受け入れ。

放課後子ども教室 ５月６日（水・振休）まで、閉室。 生涯学習課
(☎75-3649)

公共施設

健康福祉センター
４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、全館休館。

（さくらの湯、ともしびショップについても５月６日（水・振休）まで休館）
※保険健康課健康づくり班の事務室は開庁。

健康福祉センター
(☎75-0822)

子育て支援センター ３月10日（火）から５月６日（水・振休）まで、閉所。
※電話相談は、閉所中も受付。

子育て支援センター
(☎75-0818)

生涯学習センター ４月９日（木）から5月8日（金）まで、休館（図書室含む）。
※ブックポストへの返却のみ可。

生涯学習センター
(☎75-3131)

清水・三保支所 ５月６日（水・振休）まで、支所にて使用申請を受け付けて
いる施設の使用停止。

清水支所
(☎77-2404)

三保支所
(☎78-3006)

中川温泉ぶなの湯 ３月13日（金）から５月６日（水・振休）まで、休館。

商工観光課
(☎75-3646)

鉄道資料館 ２月29日（土）から５月６日（水・振休）まで、休館。
ひだまりの里 ５月６日（水・振休）まで、利用予約の受付停止。

山北町観光協会 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、窓口業務停止。
※観光案内については、電話及びメールで実施。

丹沢湖記念館 ４月11日（土）から５月６日（水・振休）まで、休館。
※ボート、自転車の貸出及び売店営業も中止。

ぐみの木近隣公園
・テニスコート
・多目的広場Ａ

４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、開放中止。 都市整備課
(☎75-3647)

パークゴルフ場 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、営業中止。
生涯学習課

(☎75-3649)
スポーツ広場
学校体育施設
山北児童館

４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、開放中止。

ふるさと交流センター ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、閉館。
農林課

(☎75-3654)共和のもりセンター ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、閉館。
日向活性化施設 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、閉館。

山北駅切符販売 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、販売休止。 企画政策課
 (☎75-3651)
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新型コロナウイルス感染症に対する山北町の対策方針
公共施設（追加分）

道の駅「山北」 当面の間、火曜日から金曜日の10時から15時までの時間のみ
営業。その他の曜日、時間帯は休業。

商工観光課
(☎75-3646)

とれたて山ちゃん
4月21日（火）から5月6日（水・振休）まで、火、水、金、土
曜日の9時から12時までの時間のみ営業。その他の曜日、時間
帯は休業。

農林課
(☎75-3654)

中止が決定した保健福祉事業　※追加箇所は太字で記載

ママパパクラス　5月2日（土）、離乳食教室　5月13日（水）
乳幼児ニコニコ相談　5月8日（金）、定例健康相談　5月13日（水）
1歳6か月児、2歳児健康診査　5月19日（火）

健康福祉センター
(☎75-0822)

乳がん検診（施設）
※足柄上病院が、新型コロナウイルス対策における「重点医療機関」に指定された

ため、乳がん検診は当面の間中止となります。平成30年度に受診された方へは、
再開され次第、受診券を送付します。また、白鴎医院についても、緊急事態宣言
が発令されている間は中止となります。緊急事態宣言解除後は実施予定です。

○新型コロナウイルス感染症に関する相談を受け付けます。
　感染症予防に関すること・・・保険健康課健康づくり班（☎75-0822）
　　　　　　　　　　　　　　　（休日及び夜間）神奈川県（☎045-285-1015）
　小学校、中学校、幼稚園に関すること・・・学校教育課教育班（☎75-3648）
　こども園、保育園、学童保育に関すること・・・福祉課子ども支援班（☎75-3644）

5月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
　　　　　生後10～11か月の乳児対　　象　※満1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

今月の納期限
● 15 日　　　　　　 　　
　上下水道使用料（B 地区第 1 期分）

子宮がん施設検診を実施します。
平成30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、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25日
（金）、令和3年1月16日（土）、2月1日
（月）に実施します。

子宮がん施設検診のお知らせ
検 診 名 対象・費用 医療機関

【子宮がん】
子宮頸部検査

20歳～69歳の女性
 1,700円

70歳以上の女性
無料

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

※年齢は、令和3年3月31日時点。
※足柄上病院での検診は、新型コロナウイルス対

策における「重点医療機関」に指定されたた
め、当面の間中止となります。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


