
第４回山北町パークゴルフ大会を開催します
日　　時 ５月28日（金）９：00～12：00
※受付開始は８：30～。
※新型コロナウイルス感染対策のため、マスクな
どの着用をお願いします。また、大会当日は会
場で体温測定を実施します。

場　　所　山北町パークゴルフ場
定　　員 50名（３人１組とします）
※町内在住の方のみとなります。
費　　用 １人700円（保険料など）
プレー方法 ２ゲーム36ホール個人戦（男女別）
申込み期限 ５月20日（木）
申込み方法 生涯学習課窓口又はパークゴルフ場（水曜日

は閉場）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

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）
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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。
　該当される方は、令和３年度軽自動車税（種別
割）の納税通知書が届きましたら、申請書を提出
してください。

提出期限 ５月31日（月）まで（郵送可）
提出場所　町民税務課、清水支所、三保支所
申 請 に　・令和３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、「減免申請の案内」と「減
免申請書」を納税通知書に同封しますので、軽自
動車税（種類別）の納入前に手続きをしてください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

ダム洪水対応などの演習を実施します
　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
に演習を行います。

【三保ダム洪水対応演習】
日　時 ５月11日（火）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）

町職員クールビズ実施のお知らせ
　町では、地球温暖化防止及び省エネ対策の観点
からクールビズに取り組んでおり、庁舎など公共
施設の室内照明の省エネと室内温度の28℃設定を
目安とした適切な空調管理を行っています。
　これに伴い、町職員はノーネクタイ及びポロ
シャツなどの軽装で執務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（日）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班 （☎75－3643）

　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。

有料広告

気軽に体験できる茶道を一緒に楽しみませんか。
男女問わず歓迎します。お気軽にご連絡ください。

テーブル茶道教室のお知らせ

毎月２回　隔週木曜日
山北町立生涯学習センター美術室
抹茶・菓子代など（当日集金します）
※詳しくはお問い合わせください。
政丸（☎75－1382）

日　時
場　所
費　用

問合せ



議会アンケート調査報告書を公表します
　昨年11月に実施しました議会アンケートにつき
ましては、町民の皆さんから議会に対する考え方
や今後の議会のあり方に関する多くのご意見をい
ただくことができました。ご協力ありがとうござ
いました。
このたび、報告書を町議会ホーム

ページ（右の画像からアクセスでき
ます）及び役場４階議会事務局窓口
で公表します。
　なお、６月１日発行の議会だより
で、概要版を掲載する予定です。

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

平和行進セレモニーのお知らせ
毎年実施している「核兵器のない平和な世界」を

願い、東京・夢の島から広島・平和公園まで歩き続
ける平和行進ですが、今年度は新型コロナウイルス感
染防止のため、次のとおりセレモニーのみ実施します。
月　日 ５月18日（火）
時　間 役場正面玄関前　10：10~10：30
　　　　小田原百貨店山北店入口前　10：40~11：00
問合せ　原水爆禁止西さがみ地区協議会
　　　　山田（☎0460－82－1792）

令和3年経済センサス－活動調査に
ご協力をお願いします

　全国の事業所や企業を対象とした令和3年経済セ
ンサス－活動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。
調査開始 ５月中旬～
問 合 せ　企画政策課企画政策班（☎75－3651）

❷

国道246号夜間通行止・県道76号昼間片側交互通行規制のお知らせ
　東名高速道路（下り線・左ルート）酒匂川橋リニューアル工事に伴う足場設置作業のため、国道246号
山北バイパスの夜間全面通行止を次のとおり実施します。期間中は県道76号山北藤野線への迂回をお願い
します。また、国道通行止期間後には県道76号山北藤野線の昼間片側交互通行規制を行います。ご不便、
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

●国道246号 夜間通行止について（区間：新鞠子橋交差点～谷峨駅入口交差点）
期　間：５月10日（月）～15日（土） ※予備日：５月17日（月）～22日（土）
　　　　６月28日（月）～７月３日（土） ※予備日：７月５日（月）～10日（土）
時　間：通行規制は、各日とも21：00～翌６：00まで（荒天順延）

◆県道76号山北藤野線 昼間片側交互通行規制について（規制場所：東名高速道路の直下）
期　間：５月17日（月）～28日（金）
　　　　７月５日（月）～17日（土）
※日曜日は作業を行いません。
時　間：通行規制は、各日とも9：00～ 17：00まで（荒天順延）

問合せ　中日本高速道路㈱ 東京支社 御殿場保全・
　　　　サービスセンター 更新工事担当
　　　　（☎0550－82－3100）
　　　　（対応時間は平日9：00～17：00）
　　　 新東名対策室新東名対策班（☎75－3655）

〇  工事箇所
  通行止区間（国道246号）
  迂回ルート（県道76号）

新鞠子橋交差点

谷峨駅入口交差点

至　静岡



「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんがいる子育て世代を対
象に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受け
たり、親子で交流できるフリースペースを提供し
ています。

●あかちゃんひろば
日　時 ５月12日（水）13：00～15：00
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）
※町内在住の方のみとなります。
※予約不要・無料です。
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）
※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。

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日 ５月18日（火）
行 き 先　静岡県小山町
内　　容　足柄古道を歩こう
集　　合　山北駅北口　８：30
費　　用　会員の方 480円
　　　　 新規入会の方 1,480円 （入会費・交通費）
※初めて参加する方は、山北健康歩く会（YKA）
　に入会する必要があります。
持 ち 物　飲み物、雨具、健康保険証など
申込み期限 ５月14日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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購
入費用を助成しています。

※助成額は100円未満切捨てです。
※購入前に環境課へお問い合わせください。

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
　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。
※予定件数に達した場合は、募集を終了します。

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
　お問い合わせください。

問合せ申込み　環境課生活環境班（☎75－3656）

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－ALERT）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19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）

ジェイ アラート

限度額
１基につき
6,000円

20,000円

限度数
１世帯
２基まで

１世帯
１台まで

種　類
生 ご み
処理容器

電動式生ごみ
処　理　機

購入額の
２分の１

購入額の
２分の１

助成額



あなたの善意を赤十字に！
　「赤十字会員増強運動」を次のとおり実施しま
す。皆さんのご支援、ご協力をお願いします。
期　間 ５月１日（土）～31日（月）
会　費 １世帯500円以上
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

乳がん・子宮がん施設検診のお知らせ
　町では、乳がん・子宮がん施設検診を次のとお
り実施します。
　令和元年度に施設検診を受診された方には、「受
診券」を送付しますのでお申込みは不要です。新
たに検診を希望される方はお申込みください。
　なお、乳がん・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。

《人権行政相談》
日　　時 ５月20日（木）13：00～15：00
場　　所　役場４階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
相談内容 プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・

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

※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 総務省行政苦情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）

❹

今月の納期
●17日　　　
　上下水道使用料（B地区第１期分）　　

●31日
　固定資産税（第１期分）
　軽自動車税
　認定こども園・保育園保育料（５月分）
　幼稚園延長保育料（4月分）
　放課後児童クラブ負担金（５月分）
　町設置型浄化槽使用料（３・４月分）
　町営住宅使用料（５月分）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

※年齢は、令和４年３月31日時点。
※集団検診（健康福祉センター）は12月16日（木）、
令和４年１月15日（土）、２月４日（金）に実施します。

　集団検診を希望される方は、令和元年度の受診に
関わらず申込みが必要です。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

対象・費用 医療機関検診名

20歳以上の女性
1,700円

足柄上病院
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

【子宮がん】
子宮頸部検査

30～39歳の女性
1,300円 白 鷗 医 院【乳がん】

超音波検査
40～69歳の女性

2,000円
70歳以上の女性

400円
足柄上病院

【乳がん】
視触診

マンモグラフィ検査

日　　時

場　　所

対　　象

持 ち 物

平日12：00～12：45（水曜日を除く）
樹こどもクリニック
（開成町吉田島4320－2）
生後３か月～４か月の乳児
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。

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て
います。

１歳６か月児・２歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

５月18日（火）
午後（時間は個別に通知します）
健康福祉センター１階　多目的室１
令和元年９月～10月生まれの幼児
平成31年３月～４月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、子育てアン
ケート、お子さんの歯ブラシ

※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問い合わせください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10か月～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで。
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。

５月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査


