
粗大ごみの直接搬入ができるようになります
　粗大ごみの廃棄について、これまでの町の戸別
収集に加えて、新たに令和２年度から足柄西部環
境センターへ直接搬入の受け入れを開始します。

受　入　日　第１・第３水曜日
受入開始日　４月15日（水）
　　　　　　（４月１日（水）から申請書の受付開始）
搬入できるごみ　粗大ごみ限定　５点以上
　　　　　　例：布団、自転車、衣装ケースなど
搬入できないごみ　通常の収集ごみや処理困難物、危険

物、産業廃棄物、家電リサイクル法の
対象物などは搬入できません。

搬入できる人　山北町在住の方で、自宅から出るご
み（家庭系一般廃棄物）を自ら足柄
西部環境センターに搬入できる人

搬 入 方 法　自家用車などで直接足柄西部環境セ
ンターに搬入

費　　　用　10kgまでを１単位として、１単位250円
※支払いは当日、足柄西部環境センターで現金払い。
受 付 方 法　搬入日の１週間前までに役場環境課

窓口で「廃棄物臨時搬入申請書」に
よりお申し込みください

※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。
※足柄西部環境センターでの受け入れ可能件数に上
限があるので、次回の搬入になる場合があります。

問　合　せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町外からの出店も多数予定していますので、ぜ
ひお越しください。お待ちしています。

日　　時　３月１日（日）※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、卵、惣菜、花、パン、
　　　　　雑貨などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、冷凍干物限定販売、
　　　　　作ろうインセクトホテル
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

小田原市斎場の進入路が変わります
　３月14日（土）※1 から、斎場の進入路が広域農
道側になります。
　これまでの進入路からは斎場に入れなくなりま
すので、ご注意ください。
※１　工事の進捗状況により、日程が変更になる
　　　可能性があります。
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問合せ　小田原市環境保護課（☎33－1474）

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、応募してください。

募集区画　岸地区６区画、向原地区２区画
利用期間　令和２年４月１日～令和４年３月31日
※以降の更新も可能。
使 用 料　年額 2,000円 （約40㎡の区画）
 4,000円 （約80㎡の区画）
応募資格　町内に在住又は在勤で非農家の方
申込み期限　３月23日（月）まで
※応募多数の場合は、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）



子育て支援センターから
　主に未就学児のお子さんを持つ子育て世代を対象
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。

日　程　３月11日（水）
●午前のかふぇ
時　間　10：00～12：30
対　象　子育て中の保護者
※コーヒー・紅茶などを用意してお待ちしています。
●あかちゃんひろば かふぇ
時　間　13：30～15：00
対　象　１歳未満のお子様と保護者
　　　　（兄弟・姉妹も参加できます）
※どちらも予約不要・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。

就学援助費支給のお知らせ
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒がい
る家庭（町内に在住）で、経済的理由により就学さ
せることが困難な保護者に対して、学用品費や給
食費などの必要な費用の一部を援助しています。

申請期間　４月６日（月）～５月１日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　８：30～17：15（12：00～13：00は除く）
援助対象　次のいずれかに該当する世帯
 ・児童扶養手当の支給を受けている
 ・市町村民税、個人事業税、固定資産

税、国民年金、国民健康保険税の減
免を受けている（前年の所得の確定
時に判断します）

 ・生活保護の支給を受けている（修学
旅行費のみの支給となります）

 ・その他、就学にお困りの方
申請方法　４月６日（月）から学校教育課窓口、

清水・三保支所で配付する就学援助費
交付申請書に必要事項を記入し、学校
教育課窓口に提出してください

※申請書は町ホームページからもダウンロードで
　きます。なお、清水・三保支所には申請書の提出
　はできません。
※申請期間を過ぎても申請書の提出は可能ですが、
　その場合、援助費については月割りの支給とな
　りますので、必ず期間内にご提出をお願いします。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

❷

町職員を募集します！！
募集内容

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）、エントリーシート（町指定のもの）、成績
　　　　　証明書、卒業証明書又は卒業見込証明書、資格証明書又は取得見込証明書
※専門学校を卒業又は卒業見込みの方は、高等学校の成績証明書・卒業証明書も同時に提出してください。
※申込書は、総務防災課で配付しています。町ホームページからもダウンロードできます。
給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付開始日　３月２日（月）から（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　８：30～17：15（12：00～13：00は除く）
※郵送などによる申込書の送付及び受験申込みの
　受付は行いません。
試験内容　第１次試験：一般的な知識についての
　　　　　　　　　　　筆記試験、適性検査など
　　　　　第２次試験：面接試験など
※試験日程や会場については、お問合せください。
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

水中運動サークル“ひまわり会”会員募集
～いつかはスイマーになる！はじめの一歩～
　アクアビクスやウォーキングを組み合わせ、音
楽に合わせて全身運動を行います。初心者の方で
も安心です。皆さんも一緒に参加しませんか。

活 動 日　毎週金曜日　13：30～14：30
場　　所　健康福祉センター３階さくらの湯　運動浴室
会　　費　１回500円（別途施設使用料）
※会費は期ごとに徴収します。
申込み方法　加入をご希望の方は、次の問合せ先に
　　　　　ご連絡ください
※見学も可能です。
問合せ申込み　岡本　君江（☎090－2743－5438）

おかもと きみ え

応　募　資　格採用予定日 職　　種 採用人数

令和２年度 保健師 若干名
昭和54年４月２日以降出生で保健師の資格を
お持ちの方、又は採用期日までに取得見込み
の方（令和２年３月卒業予定者含む）



※１　学校教育法に基づく大学院の修士課程若しくは専門職大学院の過程を修了した者又はこれに相当
　　　すると認められる者（令和3年3月学位取得見込みを含む）

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）

麻しん風しん混合ワクチン予防接種について
　町では、麻しん風しん（MR）混合ワクチンの予
防接種について、接種費用を助成します。
　麻しん（はしか）と風しんの予防接種は、１歳と
小学校就学前の２回受けることになっています。
　まだ接種を受けていないお子さんは、できるだ
け早い時期に医療機関で接種しましょう。

対　　象 山北町に住民登録があり、次の①又は
 ②に該当するお子さん
 ①１歳
 ②小学校就学前の１年間（平成25年４
 　月２日～平成26年４月１日生まれ）
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
接種回数 ①、②それぞれ１回
接種方法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接

種してください（医療機関によっては
予約不要の場合もあります）

※接種される際には母子健康手帳を持参し、保護
　者同伴で受けてください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❸

自衛官募集案内

試験期日募集種目 資　　格 受付期間
（締切日必着）

陸・海・空
一般幹部候補生

１次
①筆記試験
　５月９日（土）
②筆記式操縦適性検査
　（飛行要員希望者のみ）
　５月10日（日）

3月1日（日）
～ 5月1日

（金）

ア. 22歳以上26歳未満（修士課程修
了者等※1にあっては28歳未満）
の者（令和3年4月1日現在）

4月10日
（金）まで

１次
４月18日（土）～22日（水）
の間でいずれか１日を指定
※事務所にお問合せください。

１次　５月23日（土）
２次　未定
※事務所にお問合せください。

一般曹候補生
（第１回）

3月1日（日）
～ 5月15日

（金）

18歳以上33歳未満の者
（令和3年4月1日現在）
※高校生は不可。

イ. 20歳以上22歳未満（学校教育法
に基づく大学を卒業した者又は外
国における学校を卒業した場合で
大学卒業に相当すると認められる
者）の者（令和3年4月1日現在）

年間を通じ
て実施 ※事務所にお問合せください。18歳以上33歳未満の者自衛官候補生

予備自衛官補
（第１回）

大卒
程度
試験

修士課程修了者等※1で20歳以上28
歳未満の者（令和3年4月1日現在）

院卒者
試験

18歳以上34歳未満の者一般
公募

18歳以上55歳未満の者（資格免許な
どにより、差異があります）

技能
公募

風しんの無料クーポン券の
期限が延長されます

　町では、令和元年度中に発行した風しん抗体検
査・予防接種の無料クーポン券の期限を延長します。
　既にお手元に送付された無料クーポン券は、延
長後の使用期限までそのまま使用することができ
ます。

使用期限　延長前　令和２年３月31日（火）
　　　　　延長後　令和３年３月31日（水）

対 象 の　昭和37年４月２日～昭和54年４月１日
クーポン券　生まれの男性の方を対象に、令和元年
　　　　　度中に発行したクーポン券
※紛失したクーポン券は再発行することができま
　すので、次の問合せ先にご連絡ください（後日、
　郵送します）。

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」によるお
はなし会を開催します。絵本や手遊びで一緒に楽し
く過ごしましょう。どなたでも自由に参加できます。
　「らっこっこ」のメンバーも募集しています。
興味のある方はお問合せください。
日　時　３月11日（水）11：00～
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

精神保健福祉相談（精神科医による無料相談）
日　　　時　３月12日（木）13：30～　※１人１時間程度。時間予約制。
内　　　容　こころの不調に関する相談（不眠、うつ状態、アルコール依存など。専門医療機関への受診
　　　　　　の要否や家族の接し方など）を医師がお受けいたします
場　　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター　足柄上合同庁舎４階
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434）

❹

「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》
日　　時　３月23日（月）13：00～15：00
場　　所　役場３階　301会議室
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

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

３月10日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成28年12月～平成29年２月生ま
れの幼児
母子健康手帳、３歳児健診検査セッ
ト（視力・聴力検査用紙、尿検査）、
問診票、子育てアンケート

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10～11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

３月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

今月の納期
●２日 ●25日
固定資産税（第4期分） 下水道受益者負担金（第4期分）
認定こども園・保育園・幼稚園保育料（2月分） ●31日
放課後児童クラブ負担金（2月分） 町設置型浄化槽分担金（第4期分）
介護保険料（第8期分） 認定こども園・保育園・幼稚園保育料（3月分)
後期高齢者医療制度保険料（第8期分） 放課後児童クラブ負担金（3月分）
町営住宅使用料（2月分） 後期高齢者医療制度保険料（第9期分）
●11日 町設置型浄化槽使用料（1・2月分）
上下水道使用料（B地区第6期分） 町営住宅使用料（3月分）

婦人がん・子宮がん検診無料クーポン券について
　町では、婦人がん検診の受診率向上のため、令和元年６月に次の対象者へクーポン券を送付しました。
有効期限は令和２年３月31日です。まだ受診されていない方はお早めにご利用ください。

※紛失された方は、再発行できますので次の問合せ先にご連絡ください。
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

・乳がん検診無料クーポン券：昭和53年４月２日～昭和54年４月１日生まれ
・子宮がん検診無料クーポン券：平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれ

対象者

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　３月17日（火）※雨天中止。
行 き 先　三嶋大社と楽寿園
集　　合　山北駅北口　８：30
費　　用 会員の方 1,950円 （交通費）
 新規入会の方 2,950円 （交通費、入会費）
 （交通費は各自で清算）
※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　昼食、飲み物、敷物、雨具、健康保険証など
申込み期限　３月12日（木）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）


