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　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。

山北町立保育園・認定こども園の運営は、令和2年度電源立地地域対策交付金を活用しています。

町内循環バス回数券又は高齢者福祉タクシー助成券を配付しています
　町では、対象の方に町内循環バスの回数券又は高齢者福祉タクシー助成券を配付しています。対象の
方（世帯）でまだ申請していない方は、認印を持参して次の窓口までお越しください。

町内循環バス回数券 高齢者福祉タクシー助成券

対象地区 山北（平山瀬戸地区を除く）・岸・向原（高
松地区を除く）地区 平山瀬戸・高松・共和・清水・三保地区

対　　象 対象地区にお住まいの70歳以上の方 対象地区にお住まいの70歳以上の方がいる
世帯

申請窓口 福祉課 福祉課・清水支所・三保支所

※ご家族などによる代理申請の場合は、運転免許証など住所が分かる確認書類を持参してください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

令和3年度　幼稚園・保育園・認定こども園の入園説明会のご案内
　町では、令和3年4月から幼稚園・保育園・認定こども園に入園を希望される方への説明会を開催しま
す。開催時間中に託児を実施しますが、新型コロナウイルス感染防止のため、可能な限り各ご家庭での
保育にご協力をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症の状況により急遽予定が変更となる場
合がありますので、最新の状況については各担当課までお問い合わせください。
　なお、都合により説明会に参加されない場合は、幼稚園については学校教育課、保育園・認定こども
園については福祉課の窓口で資料を受け取ることができるほか、町ホームページからダウンロードする
こともできます。説明会後、期間内に入園申込みをしていただく必要がありますので、資料はお早めに
ご確認ください。

月　日 場　所 時　間 対 象 園 入園対象児

11月2日
（月）

生涯学習センター1階　
多目的ホール
（2階和室で託児実施）

13：30～
（受付開始13：00）

やまきたこども園 教育　3歳～5歳
保育　2か月～5歳

向原保育園 保育　2か月～5歳

14：30～
（受付開始14：00）

岸幼稚園
三保幼稚園 教育　3歳～5歳

資料配付　10月15日（木）～
問 合 せ　幼稚園については、学校教育課教育班（☎75－3648）
　　　　　保育園・認定こども園については、福祉課子ども支援班（☎75－3644）
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❷

インフルエンザ予防接種のお知らせ
　町では、インフルエンザ予防接種にかかる費用を助成しています。希望される方は医療機関で接種を
受けてください。
対　　象　山北町に住民登録があり、次の①又は②に該当する方
　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害があり、身体障害者手帳

1級に相当する方
接種期限　令和3年2月28日（日）
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属する医療機関
※その他の医療機関での接種をご希望の方は、保険健康課健康づくり班までお問い合わせください。
接種回数　1回
自己負担額　無料
接種方法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接種を受けてください（健康保険証を持参してください）
※医療機関によっては予約不要の場合もあります。

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）　　

10月1日は「浄化槽の日」
　浄化槽は、トイレの水や生活排水の汚れを微生物の働きできれいにする装置です。しかし、管理を怠
ると、放流水質の悪化や悪臭の発生にもつながってしまいます。
　浄化槽には、適正な管理のため定期的な保守点検と年1回以上の清掃、年1回の法定検査が義務付けら
れています。水源環境の保全のためにも、浄化槽の適正な維持管理をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　環境課生活環境班（☎75－3656）

令和2年度下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習会について
　排水設備工事の設計・施工管理の際に必要となる下水道排水設備工事責任技術者資格認定の試験など
が神奈川県下水道協会主催により開催されます。対象となる方は忘れずに受験・受講しましょう。

更新講習会 試　験

日　　　時
令和3年１月19日（火）・20日（水）のう
ち、午前・午後のいずれか希望する日時
午前　10：00～13：00
午後　14：00～17：00

令和3年2月4日（木）
13：30～15：30

場　　　所 〇サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
　川崎市川崎区富士見2－5－2

〇カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化
総合センター）

　川崎市川崎区富士見1－1－4
〇川崎市教育文化会館
　川崎市川崎区富士見2－1－3
〇サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
　川崎市川崎区富士見2－5－2

受　験　料 6,400円 6,400円
申込み期限 11月30日（月）まで（必着） 11月30日（月）まで（当日消印有効）

申込み方法
10月下旬から対象者に郵送される申込み書
類を、同封されている専用封筒にて返送し
てください

11月2日（月）～16日（月）の期間に役場上
下水道課窓口で配布する申込み書類を、同封
されている専用封筒にて郵送してください

合格発表など 講義をすべて受講された方に修了証が交付
されます

全受験者に合否通知を発送するほか、役場上
下水道課窓口及び神奈川県下水道協会のホー
ムページで合格者番号を掲示します
※合格者には合格証が併せて送付されます。

問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）



～事業収入が減少した中小事業者などの方へ～
令和3年度分の固定資産税減免のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係る収入が前年同期に比べて30％以上減少した
中小事業者などの方は、令和3年度分の固定資産税の一部又は全部について減免を受けることができます
ので、次の期間内に申告をお願いします。

減免対象　中小事業者などが所有し、かつ、その事業に使用する家屋および償却資産
※土地や住宅用の家屋は対象外となります。

減免割合　令和2年2月から10月までの期間のうち、任意の
連続する3か月間の収入を前年同期と比較し決定

※収入の減少割合に対する減免割合は右表のとおりとなります。

申告期間　令和3年1月4日（月）～2月1日（月）

申告方法　次の必要書類を直接又は郵送にて町民税務課に
提出してください

※新型コロナウイルス感染防止のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください。

必要書類　1．認定経営革新等支援機関などが確認した申告書（原本）
　　　　　2．同機関に提出した書類一式（コピー可）
※申告書は町民税務課で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）　　　

❸

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　10月7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）

ブロック塀の除却工事に係る費用を
助成します

　町では、倒壊の危険性のあるブロック塀の除却
工事を行う所有者の方に対し、工事費用の一部を
助成しています。

補助対象　次の条件を満たすものに限ります
①町内に存在し、避難路（小学校及び中学校への
登下校のため、児童及び生徒が利用する通り抜
けができる道路並びに緊急輸送道路）などに面
していること

②コンクリート造り、石造り、レンガ造り、その
他組造りであること

③道路面からの高さが1ｍ以上（擁壁の場合は0.6
ｍ以上）であること

※補助金の請求については事前に申請が必要で
す。詳しくは都市整備課までお問い合わせくだ
さい。

助 成 額　工事費用の1/2（上限20万円）
問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

国勢調査への回答はお済ですか？
　令和2年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人や世帯を対象に実施している令和2年国勢調査の
回答期限は、10月7日（水）です。まだ回答をされていない方は、期限までに回答をお願いします。

回答方法　郵送又はインターネット
回答期限　10月7日（水）
問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

収入の減少割合 減免割合

30％以上50％未満 2分の1

50％以上 全額



公益財団法人神奈川県市町村振興協会

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎ 75 － 0822）

❹

もの忘れ・認知症相談のお知らせ
　認知症（若年性認知症を含む）について不安や
悩みを持つ方やご家族などを対象に、医療受診の
必要性や対応方法について専門医が相談をお受け
します。

日　　時　10月21日（水）、11月18日（水）、
12月16日（水）

　　　　　いずれも13：30～（1人1時間程度）
※予約制です。事前に電話で予約をお願いします。
場　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　（開成町吉田島2489‐2、足柄上合同

庁舎4階）
費　　用　無料
問合せ申込み　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　保健予防課（☎83－5111　内線431）

人権行政相談中止のお知らせ
　10月20日（火）に開催を予定していた人権行
政相談は、新型コロナウイルス感染防止のため中
止といたしますのでお知らせします。
※相談は電話でも受付しています。電話での相談
は、「行政苦情110番」へご連絡ください。

連絡先　行政苦情110番　（☎0570－090110）
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

今月の納期限
●12日
上下水道使用料（A地区第4期分）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

実施日 時　間 場　所
10月14日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

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
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

3か月児健康診査
　3か月児健康診査は、健康福祉センターで行う集
団方式から医療機関で行う個別方式に変更します。

日　　時　平日12：00～12：45　　　　　※水曜日を除く。

場　　所　樹こどもクリニック　　　　　（開成町吉田島4320-2）
対　　象　生後3か月から4か月の乳児
　　　　　母子健康手帳、問診票、子育てアン

持 ち 物　ケート　　　　　※問診票、子育てアンケートは個別
　　　　　　に郵送します。

10月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問い合わせください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など

対　　象　生後10～11か月の乳児
　　　　　※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
　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

座談会「町長と語ろうまちづくり」
開催中止のお知らせ

　今年度の座談会「町長と語ろうまちづくり」
は、新型コロナウイルス感染防止のため、開催中
止を決定しました。
　例年参加いただいている皆さんには大変申し訳
ありませんが、ご理解いただきますようお願いし
ます。

問合せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、
次の日程で新聞紙・雑誌・アルミ缶などの廃品回
収を行いますので、ご協力をお願いします。
※前回の収益金は4,905円でした。ご協力ありが
とうございました。

日　時　10月17日（土）9：00～10：00
場　所　どんぐりん駐車場（山北595）
問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐

さとう
藤（☎070－6635－5134）


