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山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金のご案内
　町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているが、国の持続化給付金の対象とならない町内
事業者に対し、事業の継続を支援するために助成金を交付します。

支給対象者　次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
・町内に事務所又は事業所を有する中小企業など（ただし、農業、不動産業を主たる事業と

して営む個人、政治団体、宗教上の組織、団体などは対象外となります。）
・事業継続のための意思を有している者
・町税及び使用料などに滞納がない者
・代表者、役員又は従業員などが山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団員などでな

いこと
・令和2年3月1日以前から事業を開始している者
・既にこの助成金の交付を受けていない者
・山北町以外の市区町村において類似する金銭交付を受けていない者
・令和2年1月から5月までのいずれか1か月における売上高が前年同月の売上高より20％以上

50％未満の範囲で減少しているもので、国の持続化給付金の給付対象でない者（前年同月
の売上がない場合には算定方法が異なりますので、お問い合わせください。）

支 給 額　法人の場合　上限20万円　
　　　　　個人の場合　上限10万円

申請期限　7月31日（金）まで【消印有効】

申請方法　次の必要書類を郵送にて提出してください。

必要書類　1．山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金交付申請書（第1号様式）
2．山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金請求書（第4号様式）
3．令和元年分の確定申告書の写しと月ごとの売上高がわかる書類
4．令和2年1月から5月までのいずれか1か月における売上高がわかる書類
5．履歴事項全部証明書（法人のみ）
6．身分証明書（運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの）の写し（個人のみ）
7．振込口座の通帳の写し（申請者名義の口座）
※1及び2の書類は町ホームページからダウンロードできます。

提 出 先　〒258-0195　山北町山北1301-4　山北町商工観光課　宛

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

　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。
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川村小学校放課後子ども教室の
安全監理員を募集します

　町では、放課後の小学生の遊びや学習の見守り
をしてくれる方を募集しています。

任　　期　採用日から令和3年3月31日（水）
※更新される場合があります。
勤務場所　山北町立川村小学校
勤 務 日　給食のある水曜日
勤務時間　学校の下校時間から17：00まで
※10月から3月は16：00まで。
報　　酬　時給1,047円
通勤手当　町の規定に基づき支給されます
募集人数　若干名
応募方法　総務防災課窓口で配布している会計年

度任用職員任用申込書を総務防災課へ
提出してください

※会計年度任用職員任用申込書は町ホームページ
からもダウンロードできます。

選考方法　書類選考及び面接
※資格は必要ありません。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

河村城の御城印を作成しました
　御朱印のお城版、「御

ごじょういん
城印」が、静かなブーム

となっています。
　河村城址保存会では、この度河村城の御城印を
作成しました。新型コロナウイルス感染症に伴う
緊急事態宣言の解除に合わせ、取り扱いを開始し
ました。取扱窓口は次のとおりです。葉書として
も使えますので、ぜひご活用ください。

取扱場所　山北町観光協会（ふるさと交流センター内）
　　　　　ともしびショップさくら
　　　　　（健康福祉センター1階）
問 合 せ　河村城址保存会　高

たかはし
橋　雄

ゆ う じ
二

　　　　　（☎75－2040）

山北ミニバスケットボールクラブ
男子部員募集のお知らせ

活動日時　毎週土曜日　9：00～11：00
場　　所　川村小学校体育館
持 ち 物　室内シューズ（上履き可）、着替え、

タオル、飲み物など
対　　象　年少～小学校6年生までの男の子
※参加・見学は随時受け付けておりますが、新型

コロナウイルス対策のため当分の間練習を自粛
しています。参加をご希望の方は事前にご連絡
ください。

問 合 せ　保護者会役員　瀬
せ と

戸　博
ひ ろ こ

子
　　　　　（☎090－9811－3439）
　　　　　（ﾒｰﾙ　yamakita.mini2018@gmail.com）

ふれあい農園の利用者募集
　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的にふれあ
い農園を開設しています。自分で野菜を作ってみ
たいと思う方はぜひご応募ください。

募集区画　岸地区3区画（1区画約80㎡）
契約期間　令和2年7月1日（水）
　　　　　～令和4年6月30日（木）
　　　　　（以降の更新も可）
使 用 料　年額4,000円
申込み期限　6月25日（木）まで
※応募者多数の場合は、抽選を行い決定します。
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

❷

コロナに負けるな
～簡単手作りマスクの作り方 Part2～
　町教育委員会では、山北婦人会の皆さんを講師
として迎え、新型コロナウイルス感染防止のため
簡単手作りマスクの作り方動画Part2を作成しま
した。
　町のホームページなどで公開していますので、
ぜひチャレンジしてみてください。

講　　師　山北婦人会
配信期間　6月15日（月）から8月31日（月）
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

道路上に張り出している樹木の
管理についてご協力をお願いします！
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により
伐採などの管理をお願いしています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障となるばか
りか、事故につながる恐れもあり大変危険です。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方は、次のような場合、樹木の伐採
又は枝払いをお願いします。

・道路、歩道へ樹木が張り出し、通行の支障と
なっている又はその恐れがある場合

・倒木、折れた枝の落下などにより、通行の支障
となっている又はその恐れがある場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）



❸

　　 新型コロナウイルス感染症に対する情報  【令和2年5月27日時点】
名称 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

6月1日（月）から再開しています。
学校教育課

(☎75－3648)
岸幼稚園
三保幼稚園 6月1日（月）から再開しています。

やまきたこども園
向原保育園

・こども園の1号認定（教育認定）は6月1日（月）から再開し
ています。

・こども園の2号・3号認定（保育認定）と保育園は6月1日
（月）から通常保育としていますが、当分の間、登園の自粛
をお願いしています。

福祉課
(☎75－3644)

学童保育 保育時間を放課後から19時30分までとして再開していますが、
当分の間、来所の自粛をお願いしています。

放課後子ども教室 6月末まで、閉室を継続します。 生涯学習課
(☎75－3649)

公共施設

健康福祉センター
さくらの湯、ともしびショップも含め、6月1日（月）から、感
染防止対策を講じて再開しています。
※録音室、栄養指導室は当分の間使用中止。
※さくらの湯のサウナ、イベント湯は当分の間中止。

健康福祉センター
(☎75－0822)

子育て支援センター 6月1日（月）から、当分の間午前のみの開所。密を避けるた
め、同時に5組までの入所制限（町内在住者のみ）。

子育て支援センター
(☎75－0818)

生涯学習センター 6月2日（火）から、感染防止対策を講じて開館（図書室含む）
しています。

生涯学習センター
(☎75－3131)

清水・三保支所 6月1日（月）から、感染防止対策を講じて支所にて使用申請を
受け付けている施設の利用を再開しています。

清水支所
(☎77－2404)

三保支所
(☎78－3006)

中川温泉ぶなの湯 6月2日（火）から、感染防止対策を講じて再開しています。

商工観光課
(☎75－3646)

鉄道資料館 6月6日（土）から、感染防止対策を講じて再開しています。
ひだまりの里 6月1日（月）から、感染防止対策を講じて再開しています。
山北町観光協会

6月1日（月）から、感染防止対策を講じて再開しています。
丹沢湖記念館
道の駅「山北」 6月2日（火）から、感染防止対策を講じて再開しています。
ぐみの木近隣公園
・テニスコート
・多目的広場Ａ

5月30日（土）から開放しています。 都市整備課
(☎75－3647)

山北児童館 6月1日（月）から、感染防止対策を講じて貸出しを再開しています。
生涯学習課

(☎75－3649)
パークゴルフ場 6月4日（木）から、感染防止対策を講じて再開しています。
スポーツ広場 6月16日（火）から、感染防止対策を講じて貸出しを再開しています。
学校体育施設 6月末まで開放を中止。町営プールは夏休みの一般開放を中止。
ふるさと交流センター

6月1日（月）から、感染防止対策を講じて再開しています。
※日向活性化施設は、当面の間、予約者のみ使用可。 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 6月30日（火）まで、火、水、金、土曜日の9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。

山北駅切符販売 6月1日（月）から、感染防止対策を講じて再開しています。 企画政策課
 (☎75－3651)



❹

中止が決定したイベント
D52整備運行
洒水の滝まつり　7月26日（日）
丹沢湖花火大会　8月10日（月・祝）

商工観光課
(☎75－3646)

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)

山北町総合防災訓練　8月30日（日） 総務防災課
(☎75－3643)

保健福祉事業について
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

れているため、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、白鷗医院については6月から検診を再開しています。

健康福祉センター
(☎75－0822)

○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）

特別定額給付金のご案内
　現在、町では特別定額給付金の申請を受付しています。申請期限は8月17日（月）までですので、お早め
に申請してください。申請書の審査が終了したものから順次振込みを行います。口座への振込みは、町で
の受付後約2～3週間後となります（振込み予定日が決定次第、支給決定通知書を郵送します）。

申請方法　〇郵送での申請　　町から郵送した申請書に振込先口座などを記入して、世帯主の本人確認
書類の写し、振込先口座の写しとともに山北町に返送してください。

　　　　　〇オンライン申請　マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方は、マイナポータルサイトか
ら電子申請ができます。

※本人確認書類や口座確認書類の添付漏れや、必要事項の記載漏れが多く発生しています。その場合
は、町から連絡をさせていただき、追加で書類の提出などをお願いすることがありますので、ご協力
をお願いします。申請書に不備がありますと、給付が遅れる場合があります。

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。
•「特別定額給付金」の給付のために、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（又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）

新型コロナウイルス感染症に対する情報
【令和2年5月27日時点】



❺

入札結果５月中
担　当　課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

福　祉　課 令和2年度　
障害福祉計画等策定業務委託 株式会社 名豊 999,900円 946,000円

保険健康課
令和2年度　
山北町第8期高齢者福祉計画・介
護保険事業計画策定業務委託

株式会社 名豊 2,486,000円 1,848,000円

保険健康課 自動体外式除細動器（AED）賃貸
借（長期継続契約） セコム 株式会社 1,412,400円 910,800円

農　林　課 令和元年度
谷ケ農地災害復旧工事（繰越明許） 有限会社 野木建設 27,192,000円 26,576,000円

農　林　課 令和2年度　
滝沢・高松作業道改修工事 株式会社 荻野工業 3,400,100円 3,212,000円

農　林　課 森林土木積算システム等機器賃貸借
（長期継続契約）

ＮＥＣキャピタルソ
リューション 株式会社 
神奈川支店

2,343,132円 2,336,400円

会　計　課 令和2年度　
用紙（再生紙）一括購入 株式会社 稲妻屋 1,719,300円 1,488,404円

議会事務局 令和2年度　
山北町議会会議録作成業務委託

神戸綜合速記株式会社
東京支店 992,750円 982,300円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。

問合せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

胃がん検診内視鏡検査が始まります
　胃がん検診は次の2種類になります。検診を希望される方は、申込みください。
検 査 の 種 類 胃部内視鏡検査 胃部レントゲン撮影（バリウム）
対 象 者 50歳以上で偶数年齢の方 40歳以上の方

受 診 場 所

【指定医療機関】
飛彈クリニック、山北中央診療所（旧おお
り医院）、石川医院、いのうえクリニッ
ク、奥津医院、富士フィルム健康管理セン
ター、佐藤病院、山田内科医院、あじさい
内視鏡クリニック、白鷗医院

【健康福祉センター】
令和3年1月7日（木）～9日（土）
令和3年3月2日（火）～5日（金）

【清水ふれあいセンター】
令和3年1月10日（日）

費 用 50～68歳　5,000円
70歳以上　2,000円

40～69歳　1,000円
70歳以上　　　無料

受 診 間 隔 2年に1回 1年に1回
※年齢は令和3年3月31日時点。
※胃部内視鏡検査とは、口又は鼻から内視鏡を挿入して食道、胃、十二指腸の内部を観察する検査です。
　また、胃部内視鏡検査を受けた方は、翌年度胃部レントゲン撮影を受けることはできません。
※足柄上病院での胃がん検診は、新型コロナウイルス対策における「重点医療機関」に指定されている

ため、当面の間中止となります。
※今年度胃がん検診（内視鏡検査）を受けた方は、来年度胃がん検診（レントゲン撮影）は受診できま

せん。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



公益財団法人神奈川県市町村振興協会

離乳食教室
月　　日　7月1日（水）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　おおむね生後8か月までの乳児とその 
　　　　　保護者
内　　容　離乳食について（講義）
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳
　　　　　予約制です。6月26日（金）正午まで
申込み方法　に保険健康課健康づくり班へお申込み
　　　　　ください

1歳児歯科教室
　歯科相談、栄養相談を実施します。
月　　日　7月7日（火）
受付時間　9：00～
　　　　　※対象の方へ個別に通知します。
場　　所　健康福祉センター 2階 多目的室2
対　　象　令和元年5月～7月生まれの幼児
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、
　　　　　事前送付した問診票

乳幼児ニコニコ相談
　新型コロナウイルス感染防止の観点から、中
止といたします。育児や離乳食の相談は個別で
お受けしますので、ご連絡ください。
月　　日　7月10日（金）（中止）

母乳相談
月　　日　7月10日（金）
受付時間　9：10、9：40、10：10、10：40
場　　所　健康福祉センター 2階 多目的室2

内　　容
　助産師による乳房ケア

　　　　　※乳房ケアは原則先着4名ですが、初 
　　　　　　めて受ける方・産後6か月以内の方 
　　　　　　を優先します。
費　　用　無料
持 ち 物　フェイスタオル2枚
申 込 み　7月1日（水）以降に保険健康課健康 
　　　　　づくり班へお申込みください

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）
　新型コロナウイルス感染防止の観点から、内容を
変更して実施します。

❻

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時　6月23日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階　301会議室
※相談は、「相談支援センターりあん」の職員が

お受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

精神保健福祉相談、虐待予防相談
中止のお知らせ

　7月に予定していた精神保健福祉相談、虐待予
防相談は、新型コロナウイルス感染防止の観点か
ら、中止といたします。

〇精神保健福祉相談
月　日　7月2日（木）（中止）

〇虐待予防相談
月　日　7月7日（火）（中止）

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

介護保険制度出前講座
　町では、地域の集会所などに出向き、介護保険担
当職員による制度についての出前講座を行います。
自治会などでご希望があればお申込みください。
　原則、平日昼間の講座となりますが、夜間・休日
もできる限り対応しますのでお問合せください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）


