
神奈川県最低賃金改定のお知らせ
神奈川県最低賃金額　1,011円（時間額）

（28円引き上げ）
【発効日】令和元年10月1日

問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金室
　　　　（☎045－211－7354）

令和元年台風第１５号千葉県災害義援金について
　町では、令和元年台風第１５号千葉県災害で被災
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29日（金）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

令和元年8月豪雨災害義援金について
　町では、令和元年８月九州北部豪雨で被災された
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　令和２年１月31日（金）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

❶
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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　11月３日（日・祝）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～ ８：30
　　　　　第２部　９：00～11：45

場　　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）

内　　容　野菜類、肉類、惣菜、パン、花、雑貨
　　　　　などを販売

イベント　ガラガラ抽選会、秋野菜収穫祭

問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

メロディ放送の時間が変わります
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、11月から２月までの間16：00になります。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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、
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7,790円でした。ご協力ありが
とうございました。

日　時　10月19日（土）９：00～10：00
場　所　どんぐりん駐車場（山北町山北595）
※今回から１箇所のみ。
問合せ　まるやま・わかくさの会　　　　
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

公園の利用について
　近頃、公園の施設が壊されたり、ごみが散乱
し、汚される被害が見受けられます。
　公園は地域の皆さんの憩いの場です。
　皆さんがいつでも気持ちよく使える公園である
よう、マナーを守ってご利用ください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）



子育て支援教室「親子で楽しむリトミック」
参加者募集

　歩く、走るなど自分で動くことが楽しくなって
きた子どもを対象にした教室です。親子で楽しく
体を動かしながら遊びましょう。

日　　時　10月31日（木）10：00～11：30
　　　　　（受付９：45から）
場　　所　健康福祉センター２階　多目的室２
対　　象　平成29年４月～平成30年５月生まれの
　　　　　子どもとその保護者
定　　員　先着15組　※予約制。
託　　児　先着５名
申込み期限　10月24日（木）
問 合 せ　子育て世代包括支援センター「すこやか」
申 込 み　（健康福祉センター1階）（☎75－0822）

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料
納付額のお知らせを送付します
　令和元年中に国民健康保険税・介護保険料・後
期高齢者医療制度保険料を普通徴収（納付書によ
る納付又は口座引落し）で納付された方に、確定
申告などに使用する納付額のお知らせを１月下旬
に郵送します。年末調整のために事前に必要な方
は、保険健康課へお問合せください。

※特別徴収対象者（年金天引き）で納付額のお知
らせが必要な方は、１月中旬より年金保険者（日
本年金機構など）から郵送される源泉徴収票を
ご利用ください。
※非課税年金（遺族年金又は障害年金）から特別
徴収されている方は、源泉徴収票が年金保険者
から郵送されません。必要な方は、保険健康課
へお問合せください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

山北町プレミアム付商品券の購入引換
交付申請はお済みですか？

　購入対象となる方には８月20日（火）に申請書
を送付しました。プレミアム付商品券の購入を希
望される方はお早めに申請をお願いします。な
お、申請後、引換券を随時郵送します。また、プ
レミアム付商品券の使用できる期間は令和２年２
月29日（土）までです。

申請期間　11月29日（金）まで
申請方法　申請書郵送時に同封した返信用封筒を
　　　　　お使いください
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

国民年金保険料の控除証明書が送付されます
　年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告す
るための「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」が、11月上旬に日本年金機構から郵送されます。
※10月１日以降に、今年初めて国民年金保険料を
納付された方には、令和２年２月上旬に郵送さ
れる予定です。

問合せ　日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
　　　　（☎0570－003－004）

❷

乳がん・子宮がん集団検診のお知らせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。受診を希望される方はお申込みください。
　なお、平成29年度に集団検診で受診された方は、申し込み不要です。11月末までに問診票を送付します。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指針で２年に１回が適切とされています。
※医療機関での検診を希望される方は、受診券を送付しますので、ご連絡ください。

※妊娠中又は妊娠の可能性がある方は受診できません。
※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級をお持ちの方は申請
により自己負担が免除されますので、事前に申請してください。
※マンモグラフィは国の指針に基づき40～49歳の方は２方向、50歳以上の方は１方向の撮影となります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

【乳がん】
視触診・マンモグラフィ（乳房X線検査）
40～69歳の方 2,000円
70歳以上の方 400円
【子宮がん（頸部検査）】
20～69歳の方  700円
70歳以上の方 無料
※年齢は令和２年３月31日が基準日です。

対　象・自己負担額月　　日

12月９日（月）

令和２年
１月19日（日）

令和２年
２月28日（金）

受付時間

 9：00
10：30
13：00
14：30

場　　所

健康福祉
センター



森林セラピー体験ツアー
「初冬の収穫体験♪洒水の滝  散策プラン」参加者募集
日　時　12月７日（土）９：50～ 15：30
場　所　「河村城跡・洒水の滝コース」
集　合　健康福祉センター
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、
　　　　地元野菜の収穫体験、昼食（セラピー弁当）
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる場合があります。
定　員　14名（定員になり次第、締切り）
費　用　3,000円、町民の方2,000円
　　　　　（ガイド料、昼食代など）
申込み　12月５日（木）までに、参加申込書により、
方　法　直接又はFAX、メール、電話にてお申込
　　　　みください
※参加申込書は、役場又は健康福祉センターで配
　付しています。町ホームページからもダウンロ
　ードできます。
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822  FAX 76－4592）
　　　　（メールkenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

三保小学校「学校公開  幼小合同音楽会」のお知らせ
日　時　10月30日（水）
　　　　①13：30～14：20  ②14：40～15：30
場　所　三保小学校　体育館
内　容　①幼小合同音楽会
　　　　②PTA家庭教育学級
　　　　　南米アンデスの民俗音楽（フォルクローレ）の鑑賞

※ご都合の良い時間に来校ください。
※室内履きをご用意ください。
問合せ　三保小学校　教頭（☎78－3028）

学校閉庁日について
　山北町立小・中学校に勤務する教職員の働き方
改革をすすめるため、年末年始に学校閉庁日を設
定することとしました。
　ご理解、ご協力をお願いします。

閉 庁 日　12月26日（木）、27日（金）、
　　　　　令和２年１月４日（土）、５日（日）
※期間中は、日直を配置せず、原則としてすべて
　の業務及び教育活動は行いません。
閉庁期間中の　学校教育課教育班（☎75－3648）連 絡 先

奥山家道探訪ハイキングツアー参加者募集
～山北つぶらの公園へ行こう～
日　時　11月17日（日）9：10～14：30（予定）
※天候により中止となる場合には11月16日（土）
　に電話連絡します。
集　合　谷峨駅前　９：10（昼食、飲み物持参）
※解散は山北駅。
定　員　30名（申込者多数の場合は抽選）
※小中学生は保護者同伴。
費　用　無料
申込み　10月31日（木）までに電話でお申込みく
方　法　ださい（月曜日休園）
行　程　谷峨駅→頼朝桜→都夫良野地蔵堂→山北
　　　　つぶらの公園（昼食）→川村関所跡→山北駅
　　　　（距離12.6㎞、高低差322ｍ、健脚向き）
問合せ　山北つぶらの公園管理事務所
申込み　（☎75－0570）

かながわ消防フェア2019in小田原城
　消防への理解と関心を高めるために、「かなが
わ消防フェア」を開催します。はしご車乗車体験
など、様々なイベントにご参加ください。

日　時　10月26日（土）12：00～15：00　※荒天中止。
場　所　小田原城址公園　二ノ丸広場
内　容　消防車両展示、消火体験、けむり体験、
　　　　消防うどんの提供など
問合せ　神奈川県くらし安全防災局防災部消防課
　　　　企画グループ（☎045－210－3444）

❸

み しま

「文学・歴史散歩」参加者を募集します
 今年は、山中湖文学の森を見学します。戦後の日
本を代表し、海外においても広く認められた作家
「三島由紀夫」と思想家や歴史家、評論家など様々
な分野で活躍したジャーナリスト「徳富蘇峰」に
ついて学びます。食事は山梨の郷土料理ほうとう
を専門店でいただきます。ぜひご参加ください。

日　時　11月15日（金）８：30～17：30
※雨天決行。
集　合　役場西側駐車場
行き先　山中湖（山中湖文学の森、浅間茶屋　山
　　　　中湖店、森の駅　旭日丘）
対　象　町内に在住・在勤の方
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
費　用　2,200円（入館料、写真代、食事代、保険代など）
※申込みの際に集金します。
申込み　10月28日（月）９：00に役場３階多目的
方　法　室にお越しください
※申込みは、ご本人の分のみとします。
※定員に達していない場合に限り、生涯学習課窓
口又は電話での申込みを同日13：00から受け付
けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

ゆ　き　お

とくとみ そ ほう



向原保育園　バザーのお知らせ
日　時　11月９日（土）９：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作り小物・お菓子・家庭用品・子ども
　　　　用品・リサイクル品などの販売
問合せ　向原保育園（☎75－1146）

岸幼稚園　バザーのお知らせ
　岸幼稚園保護者会ではバザーを開催します。お
誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。皆さん
のご参加をお待ちしています。
日　時　10月26日（土）10：00～12：00
場　所　高齢者いきいきセンター
※岸幼稚園駐車場を利用できますが台数に限りがあり
ますので、乗り合わせなどのご協力をお願いします。
内　容　手作り食品・入園入学準備などの手作り

品・日用雑貨・園服などのリサイクル品・
子ども服・おもちゃなどの販売、縁日ほか

問合せ　岸幼稚園（☎75－1145）

映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」
上映会の開催

　拉致問題への理解を深めていただくため、上映
会を開催します。
日　　時　11月９日（土）15：00～17：00
　　　　　（開場14：30）
場　　所　中井町保健福祉センターしらさぎ
　　　　　３階集会室（中井町比奈窪104－1）
定　　員　100名（先着順）
費　　用　無料
申込み方法　11月７日（木）までに、電話又はFAXにて
　　　　　お申込みください
問 合 せ　県西地域県政総合センター県民課
　　　　　（☎32－8904　FAX32－8953）

町営駐車場利用者を募集します
対 象 地　山北駐車場（山北1425－4）
駐車区画　３区画（屋根・照明付）
利 用 料　月額5,400円
※満車になり次第、受付を終了させていただます。

❹

令和元年度介護のつどい
　山北町地域包括支援センターでは、「介護のつ
どい」を開催します。対象者は介護をされているご
家族に限定せず、地域の高齢者やそのご家族、そ
の他関心のある方どなたでもご参加いただけます。

日　時　11月９日（土）13：30～15：30
場　所　健康福祉センター
内　容　１部：成年後見講談（１階多目的室）
　　　　　　　講師：神田  織音  氏  講談師（真打）
　　　　２部：参加者と包括の交流会
申込み期限　11月１日（金）
問合せ　山北町地域包括支援センター
申込み　（☎75－1941）

おり ねかん だ

山北駅

上清水
バス停

JR東海御殿場線 至東山北→←至谷峨

NPO法人KOMNY
やまなみ工芸

やまきたこども園

観音堂
山北交番

山北駅前
交差点

山北町
第2分団詰所

対象地

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

※自衛官候補生については、通年で募集を実施しています。
問 合 せ　自衛隊神奈川地方協力本部　小田原地域事務所
　　　　　小田原市栄町１－14－９　NTビル３階（☎24－3080）

応募資格 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子
※中学校長の推薦などが必要。 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子

受付期間 11月１日（金）～29日（金） 11月１日（金）～令和２年１月６日（月）

令和２年１月５日（日）・６日（月）の
いずれか指定する１日

第１次試験　令和２年１月18日（土）
第２次試験　令和２年１月31日（金）～２月
　　　　　　３日（月）までの間の指定する１日

試験期日

通信制高等学校に入学し（身分は特別職国家公務員（生徒））、手当の支給を受けながら
高等学校教育などを受け、生徒課程修了時には高等学校の卒業資格を取得できます。

教育及び
卒業資格

推　　　薦 一　　　般

問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）



山北からだすっきりプログラム（令和元年度健康づくりステップアップ事業）
　運動のプロである健康運動指導士と一緒にどうして運動が必要なのかを考え、無理なく楽しく体を動かして
みませんか。運動習慣作りのきっかけとしてご参加ください。参加者には「健康タオル」をプレゼントします。

対　　象　・特定保健指導の動機づけ、積極的支
　　　　　　援対象者
　　　　　・健診などで所見のある方
　　　　　・生活習慣病などで治療中の方で主治
　　　　　　医の運動許可がある方
　　　　　・運動習慣のない方

場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１ほか
費　　用　無料
申込み期限　10月31日（木）
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にてお
　　　　　申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

入札結果９月中

❺

落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

令和元年度　農とみどりの整備事業
谷ケ新堰用水路改良工事 有限会社籔田組 2,926,000円

2,538,800円 

2,321,000円

8,107,000円 

6,578,000円

14,608,000円 

2,750,000円

2,420,000円

1,651,676円

7,920,000円

6,215,000円

13,970,000円

農 林 課

有限会社野木建設農 林 課

令和元年度　イマン沢橋修繕工事 静和建設株式会社都市整備課

令和元年度　町道共和清水線測量
設計業務委託（用沢地区） 株式会社カナコン都市整備課

令和元年度　沢見沢林道改修工事

令和元年度　ふるさと交流センター
外壁塗装改修工事

ユーコーコミュニ
ティー株式会社

株式会社荻野工業

農 林 課

令和元年度
町道水上２号線改良工事定住対策課

※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）

　令和元年度東山北1000まちづくり基本計画推進事業・洒水の滝遊歩道整備事
業には、神奈川県川崎競馬組合が実施する競馬事業の収益配分金を財源とする、
神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金（地方創生推進事業）を活用しています。
問合せ　財務課財政班（☎75－3652）

※②、⑧の個別相談は都合がつかない場合は別日で調整します。

内　　　　　容
オリエンテーション、ライフコーダ貸出、
運動実技、握力・柔軟性チェック
個別生活相談
運動実技、ライフコーダ記録の見方説明
運動実技
運動実技
運動実技、握力・柔軟性チェック
森林セラピー（雨天中止）
個別生活相談
運動実技

時　間

10：00 ～ 12：00

調整のうえ個別連絡
10：00～ 12：00
10：00 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
10：00 ～ 11：30
10：00 ～ 12：30
調整のうえ個別連絡
10：00～ 11：30

月　日

11月７日（木）

11月14日（木）
11月 21日（木）
12月５日（木）
12月19日（木）

令和２年１月９日（木）
令和２年１月16日（木）
令和２年１月23日（木）
令和２年１月30日（木）

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨



❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

行政相談所を開設します
　行政相談週間に伴い、次の日程で役場内に行政
相談所を開設しますので、この機会にお気軽にご
利用ください。

日　時　10月21日（月）13：00～16：00
場　所　役場３階　301会議室
内　容　国の行政機関の業務などについて、苦情
　　　　や業務運営の改善を求める意見・要望の
　　　　相談に応じ、問題解決のお手伝いをしま
　　　　す
※相談は無料で、秘密は守られます。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談委員
　と法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談
　をお受けします。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

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。

対　　象　町内に在住の方
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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
11月13日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

内 　 容

持 ち 物

費　　用

申込み方法

11月６日（水）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
生後８か月までの乳児とその保護者
離乳食について（講義）
調理実習（洋食編「鶏のチーズ焼き」
他３品）・試食
母子健康手帳、エプロン、三角巾、
ハンドタオル
300円（食材費）
予約制です。11月１日（金）午前中
までに保険健康課健康づくり班へお
申込みください

離乳食教室

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　10月24日（木）14：00～16：00
場　所　役場４階　402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）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

11月８日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
乳幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケアなど
※助産師による乳房ケアは予約制で、
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。申込み開始は11月１日（金）
からです。

母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル２枚

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。

月　　日
受付時間

場　　所

11月５日（火）
９：30～10：30
役場４階403会議室
※受付は１階福祉課です。

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
受付時間

場　　所

11月７日（木）
９：30～10：30
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。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


