
有料広告

4/10厚労省通達に対応し電話による初診・再診が可能に！
新型コロナ緊急対応と遠隔診療

ねもと総合内科クリニック
Tel 75-0095    URL : https://nemoto-gim-clinic.jp/

《初診》 
電話による予約（保険証確認を含む）、電話による
問診・処方、ご指定薬局へ処方箋Faxができます。
詳細は、電話にてお問い合わせ下さい。

《再診》
定期処方は、お電話にて受付・処方ができます。

❶

令和3年山北町成人式のご案内
　令和3年の成人式の日程が決まりましたので、
お知らせします。成人の日の前日となっています
ので、ご注意ください。

日　時　令和3年1月10日（日）
※成人の日の前日です。
　　　　10：30～13：00（受付10：00～）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

令和2年度健康診査、がん検診の日程
変更について

　健康福祉センター及び清水ふれあいセンターで
実施を予定していた健康診査、がん検診は、新型
コロナウイルス感染症の影響により、実施期間を
次のとおり延期することになりました。

変更後の　令和3年1月7日（木）～1月10日（日）
実施期間　令和3年3月2日（火）～3月5日（金）

変更前の　令和2年7月16日（木）～7月19日（日）
実施期間　令和2年9月29日（火）～10月2日（金）

実施場所　健康福祉センター
※1月10日（日）のみ清水ふれあいセンターで実施。
※状況によっては中止する場合もあります。

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75-0822）
　　　　　　　　　　　保険年金班（☎75-3642）

製造事業所の皆さんへ～2020年工業
統計調査にご協力をお願いします～
　全国の製造事業所を対象とした2020年工業統
計調査が実施されます。町でも調査員が事業所や
企業を訪問しますので、ご協力をお願いします。

調査時期　5月中旬～6月
問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

　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。

有害鳥獣による農業被害対策について
　イノシシやニホンジカといった大型獣の捕獲
は、町が設置している鳥獣被害防止対策実施隊又
は猟友会が行っています。
　農業被害があった際は、有害鳥獣被害届の提出
をお願いします。被害届をもとに駆除などの対応
を行うほか、被害面積や金額を集計し今後の対策
に役立てます。
　届出用紙は役場農林課、各支所、町内JA各支
店、JA営農経済センターで配布しているほか、町
ホームページでダウンロードもできます。

提出先　町内JA各支店、JA営農経済センター、役
場農林課（役場農林課では電話やFAXで
の提出も受け付けます。）

問合せ　農林課農林振興班
　　　　（☎75－3654　FAX75－3661）

公園を利用するみなさんへ
　新型コロナウイルス感染防止のため、マナーを
守ってご利用ください。
・密集、密接を避けてご利用ください
・風邪や発熱などの症状がある方は利用をご遠慮

ください
・手洗いなど、感染予防をお願いします
※公園の遊具は使用禁止にしています。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
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❷

ゴーヤ苗無料配布のお知らせ
　町では、地球温暖化防止対策の一環としてグリーンカーテンを推奨しています。この度、かながわ西
湘農業協同組合からゴーヤ苗を寄贈していただきましたので、町民の皆さんに無料で配布します。すだ
れ代わりに窓際で育ててみませんか。

対　象　山北町在住の方
内　容　1世帯につき3株と育て方マニュアルを環境課窓口でお渡
　　　　しします（先着30世帯）
募集期間　5月22日（金）～29日（金）（土、日を除く）
※苗が終了次第、受付終了。
応募方法　役場環境課へ電話又はFAXにてお申込みください
※FAXでお申込みの方は、住所・氏名・電話番号をご記入のうえ、
　「ゴーヤ苗希望」と明記してください。
問合せ　環境課生活環境班
申込み　(☎75－3656　FAX76－4564)

新型コロナウイルス感染症に対するイベントなどの情報
【令和2年5月8日現在】

中止が決定したイベント

D52整備運行
西丹沢山開き　5月24日（日）
洒水の滝まつり　7月26日（日）

商工観光課
(☎75-3646)

チャレンジデー　5月27日（水）
カヌー教室　6月6日（土）
球技大会　　6月14日（日）
青少年健全育成大会　6月27日（土）
カヌーマラソンIN丹沢湖　7月5日（日）

生涯学習課
(☎75-3649)

酒匂川統一美化クリーンキャンペーン　6月7日（日） 環境課
(☎75-3656)

山北町総合防災訓練　8月30日（日） 総務防災課
(☎75-3643)

中止が決定した保健福祉事業

1歳6か月児・2歳児健康診査　5月19日（火）
乳幼児ニコニコ相談　6月12日（金）

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、新規
に申込みされた方へは、再開され次第、受診券を送付します。また、白鷗医院に
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）



❸

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5月8日時点】

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

5月31日（日）まで、臨時休業。 学校教育課
(☎75-3648)岸幼稚園

三保幼稚園
5月31日（日）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

5月31日（日）まで、
・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 5月31日（日）まで、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31日（日）まで、閉室。 生涯学習課
(☎75-3649)

公共施設

健康福祉センター
5月31日（日）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31日（日）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 5月31日（日）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 当分の間、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31日（日）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 5月31日（日）まで、休館。

商工観光課
(☎75-3646)

鉄道資料館
ひだまりの里 当分の間、利用予約の受付停止。

山北町観光協会 5月31日（日）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 5月31日（日）まで、休館。
※ボート、自転車の貸出及び売店営業も中止。

道の駅「山北」 5月31日（日）まで、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。

ぐみの木近隣公園
・テニスコート
・多目的広場Ａ

当分の間、開放中止。 都市整備課
(☎75-3647)

山北児童館 5月31日（日）まで、開放中止。
生涯学習課

(☎75-3649)
パークゴルフ場
スポーツ広場
学校体育施設

当分の間、営業・開放中止。
町営プールは、夏休み期間中の一般開放中止。

ふるさと交流センター
5月31日（日）まで、閉館。 農林課

(☎75-3654)

共和のもりセンター
日向活性化施設

とれたて山ちゃん 5月31日（日）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。

山北駅切符販売 5月31日（日）まで、販売休止。 企画政策課
 (☎75-3651)



ママパパクラス
月　　日　6月6日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　松田町健康福祉センター

対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加
　　　　　も可）
　　　　　・新生児の育て方[講話]
内　　容　・赤ちゃんのお風呂[デモンストレー
　　　　　　ション・実習]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル
　　　　　6月4日(木）までに保険健康課健康づ

申 込 み　くり班へお申込みください。また、託
　　　　　児を希望する方は、5月29日（金）ま
　　　　　でにお申込みください。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。
月　　日　6月2日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。
月　　日　6月4日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

令和2年度歯と口の健康週間事業
中止のお知らせ

　例年6月に足柄上合同庁舎で実施されている
「歯と口の健康週間事業の歯科健診」は、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止、安全・安心な健
診の確保の観点から、今年度の開催を中止といた
します。
問合せ　（一社）足柄歯科医師会（☎74－1180）

特別定額給付金についての詐欺被害にご注意ください！
　市町村や総務省などが、次のようなことをお願いすることは、絶対にありません。
・現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
　ご自宅や職場などに総務省や県、町の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届い
たりした場合は、町や警察署（または警察相談専用電話（＃9110））にご連絡ください。

問合せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

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

ジェイ
－
・

A
ア ラ ー ト
LERT）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20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）障がいのある方やそのご家族の相談室
中止のお知らせ

　5月26日（火）に予定していた「障がいのある
方やそのご家族の相談室」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から、中止いたします。
※次回は6月23日（火）に開催予定ですが、新型

コロナウイルス感染症の状況により、変更とな
る場合があります。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


