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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。

特別定額給付金の申請期限が近づいています
～申請をお忘れなく～

　世帯構成員1人につき10万円が給付される特別
定額給付金の申請期限が近づいています。町への
申請期限は8月17日（月）です。期限を過ぎたも
のは受付できませんので、お忘れのないよう申請
してください。

申請期限　8月17日（月）【消印有効】
申請方法　郵送又はオンライン
※オンライン申請では、世帯主の方のマイナン
バーカードが必要です。

問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

ひとり親世帯臨時特別給付金について
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
減少し、子育てに対する負担が増加しているひと
り親世帯を支援するため、臨時特別給付金を給付
します。

対 象 者　①令和2年6月分の児童扶養手当が支給
される方（申請不要）

　　　　　②公的年金を受給しているため児童扶
養手当が支給されない方

　　　　　③新型コロナウイルス感染症の影響に
より家計が急変するなど、収入が児
童扶養手当を受給している方と同じ
水準になっている方

※支給要件についての詳細は、福祉課へお問い合
わせください。

給 付 額　1世帯5万円
　　　　　第2子以降は1人につき3万円

申請期限　令和3年1月29日（金）

申請方法　申請書、申立書及び令和2年2月以降
のいずれか1か月の収入額がわかる書
類（給与明細書や年金額改定通知書な
ど）を福祉課へ提出してください

※申請書及び申立書は町ホームページからダウンロー
ドできるほか、福祉課窓口でも配付しています。
※申請をされた対象者①、②の方には、別途［追加給
付］もご案内します。

問 合 せ　福祉課子ども支援班　(☎75－3644)
　　　　　制度に関するお問い合わせは、
　　　　　ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
　　　　　（☎0120-400-903）※平日9:00～18:00のみ。

令和2年7月豪雨災害義援金について
　町では、令和2年7月豪雨災害で被災された方を
支援するための義援金を募集しています。皆さん
のあたたかいご協力をお願いします。

募 金 箱　役場1階エントランスホール、清水・三保支所
設置場所　健康福祉センター、生涯学習センター
実施期限　11月27日（金）まで

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

サンライズ東山北の入居者を募集します
募 集 住 宅　サンライズ東山北（下本村中堅所得者住宅）
　　　　　　1戸202号室：1LDK（50.40㎡）
※ペット飼育可の部屋です。

家　　　賃　41,600円～52,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。

主な入居資格　①入居者と同居親族の令和元年の月
あたりの合計所得が158,000円以
上487,000円以下の方

　　　　　　②町内・町外を問いません
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問い合わせ
ください。

申込み期間　8月11日（火）～21日（金）
　　　　　　（土・日曜日を除く）

申込み方法　定住対策課で配付している入居申込
書に必要事項を記入し、提出してく
ださい

※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消
となります。
※書類選考後、入居申込者が多数の場合、公開抽
選を行います。

入居可能時期　10月上旬頃（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）
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町道田屋敷鉄道線人道橋　交通規制のお知らせ
　町では、法令に基づき、安全性確保に向け橋梁の点検を進めています。この度、人道橋が、腐食によ
る断面欠損により、車両の通行を支えきれなくなる可能性があることがわかりました。
　そこで、当面の間車両の通行規制を実施させていただきます。車両につきましては、中橋へのう回をお
願いします。ご利用の皆さまには、ご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

場　　所　人道橋（町道田屋敷鉄道線）
規制内容　車両通行止め（人、自転車、シニア

カーなどは通行できます。）
規制期間　9月1日（火）から当面の間
問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

第5回山北町長杯 
パークゴルフ大会のご案内

日　　時　9月25日（金）9：00～11：30
場　　所　山北町パークゴルフ場
定　　員　50名（町内在住の方）
※新型コロナウイルス感染防止対策として、町内
在住の方のみの参加とさせていただきます。

参 加 料　1人700円（保険料など）
※表彰は優勝から3位、参加賞もあります。
プレー方法　2ラウンド36ホール個人戦（男女別）
申込み期間　8月3日（月）～9月8日（火）
申込み方法　生涯学習課（土・日曜日、祝日除く）

又はパークゴルフ場（水曜日は閉場）
などで配付している申込書に必要事項
を記入のうえ、参加料を添えてお申込
みください

※新型コロナウイルス感染防止対策として、マス
クの着用などをお願いします。また、大会当日
は会場で体温測定を実施します。

主　　催　山北町、山北町パークゴルフ協会
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）
　　　　　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）

令和2年度やまきた町民文化祭
中止のお知らせ

　11月に開催を予定しておりました令和2年度や
まきた町民文化祭（展示発表会、芸能発表会）
は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止と
させていただきます。
　準備を進めていただいている皆さま、楽しみに
されていた皆さまにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願いいたします。

問合せ　町民文化祭実行委員会事務局
　　　　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

75歳以上の方の健康診査
　町では、後期高齢者医療制度により、生活習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病など）の治
療をしていない方を対象に健康診査を行っています。定期的に生活習慣病の検査を受けていない方で、
健康診査の受診を希望される方はお申込みください。

対　　象　・健康診査の受診日に75歳以上である方
　　　　　・65～74歳の後期高齢者医療制度加入者
検査内容　血圧測定、尿検査、心電図検査、血液検査（貧血、肝機能、脂質、血糖）など
費　　用　無料
受診期限　令和3年3月31日（水）まで
※申込み後に、町から送付する健康診査票を持って、町と契約をしている足柄上郡
又は南足柄市の医療機関で受診してください。
※受診できる医療機関が不明な場合は、保険健康課にお問い合わせください。
※8月1日（土）より、国民健康保険の特定健康診査（施設）も受診可能となりまし
た。受診を希望される方はお申込みください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）　　　　　　　　
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事業者向け支援策のご案内
〇山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金［期間延長］
　令和2年1月から12月までのいずれか1か月における売上高が、前年同月に比べ20％以上50％未満の範
囲で減少した町内事業者に対し、事業の継続を支援するために助成金を交付しています。

交 付 額　法人　上限20万円　　個人　上限10万円
申請方法　必要書類を郵送にて提出
申請期限　令和3年3月1日（月）【消印有効】
※事業者への影響が長期に及んでいることから、対象期間及び申請期限を延長しています。

〇山北町中小企業・小規模事業者等緊急支援金
　新型コロナウイルス感染症の影響が事業活動の様々な面に表れていることから、町内事業者の事業の
再起を支援するために支援金を交付しています。
※国の持続化給付金の対象者や、これまでの支援策では対象とならなかった事業者も対象となります。
一定の条件がありますので、詳しくは町ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

交 付 額　法人、個人ともに10万円
申請方法　必要書類を郵送にて提出
申請期限　8月31日（月）【消印有効】

※この助成金・支援金は重複して受け取ることができます。必要書類や支給要件など、詳しくは町ホー
ムページをご確認ください。

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）

令和2年度やまぶき学級の参加者を募集します
　この事業は、生涯学習として「健康で明るく生きがいをもって社会を生きる。」ことを目的に開催し
ます。どなたでも参加できますので、ぜひお申込みください。
NO 日時・場所 学習課題 学習形態 講　　師

1 10月 9 日（金）13：30～15：00
生涯学習センター視聴覚ホール

開講式
「人権を考える」

＜開講式＞
講　演

社会教育指導員
水
みずの
野　博

ひろふみ
文　氏

2 10月16日（金）10：00～11：30
生涯学習センター視聴覚ホール

詐欺や悪徳商法
「騙されないために」 講　話 南足柄市消費生活センター

消費生活相談員

3 10月23日（金）13：30～15：00
生涯学習センター多目的ホール

心の健康対策事業
「しなやかな心と体づくり
　のための健康体操」

実　技
神奈川健康財団
健康運動指導士
高
たかがき
垣　茂

しげこ
子　氏

4 10月30日（金）13：30～15：30
生涯学習センター視聴覚ホール

芸術鑑賞
閉講式

鑑　賞
＜閉講式＞

キンレイ心染プロジェクト
出張落語会

（大学落語研究会）
※新型コロナウイルス感染防止対策として、今年度は施設見学を実施せず、
定員を50名とします。

参　加　費　無料
申込み期限　9月11日（金）
問合せ申込み　山北町社会福祉協議会（☎75－1294）

三保小学校　環境整備作業への協力のお願い
　三保小学校では、次の日程で旧三保中学校グラウンドの除草作業などを行います。ご協力いただける
方は、ご連絡ください。
日　　時　9月13日（日）8：30～11：00
※大雨の場合は20日（日）に延期。
問合せ申込み　三保小学校　教頭（☎78－3028）



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　8月6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）

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
8月12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）

❹

敬老祝金（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　令和元年度に敬老祝金として配付した山北町商
品券の有効期限は、8月31日（月）です。
　例年、商品券の有効期限が切れて使えなくなっ
てしまう事例が発生していますので、ご注意くだ
さい。
　なお、山北町商品券が使用できる商店・事業所
は、祝金と同封の一覧表をご覧ください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「足柄乃文化」第47号を発刊しました
　山北町地方史研究会の機関誌「足柄乃文化」の
最新号です。
　今号は、鉄道関連の書籍を数多く執筆されてい
る小

お の だ
野田滋

しげる
さんが山北町の鉄道遺産について講演

された際の要旨や、町内の石造物に関することな
ど、町の歴史に関する内容を多岐にわたり掲載し
ています。ぜひご覧ください。
　また、バックナンバーもご購入できますので、
在庫などについては、お問い合わせください。
※総目次は、町ホームページに掲載しています。

販売場所　役場2階　生涯学習課窓口

価　　格　1,500円

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

3か月児健康診査 ※個別健康診査
　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
　　　　　（開成町古田島4320-2）	
対　　象　生後3か月から4か月の乳児	

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート
※問診票、子育てアンケートは個別に郵
送します。	

8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、小田原市などの医療機関
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。

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

人権行政相談
月　　日　8月20日（木）
受付時間　13：00～15：00
場　　所　役場4階　402会議室
　　　　　プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・
相談内容　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）

今月の納期限
●12日　
　上下水道使用料（A地区第 3期分）
● 31日
　町県民税（第2期分）
　認定こども園・保育園保育料（8月分）
　幼稚園延長保育料（7月分）
　放課後児童クラブ負担金（8月分）
　国民健康保険税（第3期分）
　介護保険料（第2期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第2期分）
　町営住宅使用料（8月分）


