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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。

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　7月5日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～ 8：30
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　ガラガラ抽選会など
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

夏季プールの一般開放中止について
　新型コロナウイルス感染防止のため、今年度は
プール（町営プール、川村小学校プール、三保小
学校プール）の一般開放を中止しますので、お知
らせします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

令和4年度（令和5年1月）からの
成人式について

　令和4年4月から成人年齢が18歳に引き下げら
れることを受け、令和4年度（令和5年1月）から
の成人式のあり方について、次のとおり町の方針
を決定いたしました。

対象年齢　20歳を対象に実施
名　　称　二十歳（はたち）を祝う会

※開催時期については、例年どおり成人の日前後
を予定しています。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

住民基本台帳ネットワークシステムの
業務を停止します

　システムのメンテナンスに伴い、7月21日
（火）は、次の業務の受付ができなくなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。

停止する業務
・マイナンバーカードの交付などの手続き
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを

使用した転入及び転出の手続き
・住民異動などに伴うマイナンバーカード又は住

民基本台帳カードの更新手続き
・海外からの転入手続き
・電子証明書に関連する手続き

問合せ　町民税務課町民班（☎75－3641）　　

令和2年度保険税（料）の
本算定決定通知書を郵送します
　今年度の国民健康保険税、介護保険料及び後期
高齢者医療制度保険料の決定通知を、7月上旬に
郵送します。

○国民健康保険税
令和元年（平成31年）中の所得や令和2年度の
固定資産税などによって計算されます。

○介護保険料
令和元年（平成31年）中の所得や令和2年度の
住民税の課税状況により1段階から12段階で計
算されます。

○後期高齢者医療制度保険料
令和元年（平成31年）中の所得により計算され
ます。

※詳細は、決定通知書でご確認ください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
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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
　現在、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ています。

支給対象者　・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。）

・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。）ほか

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　必要書類を郵送にて提出してください。
必要書類　・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）

・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）
・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
・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　ほか

※詳しい支給要件や必要書類は、町ホームページ又は広報やまきた（6月号又は7月号）をご覧ください。
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　神奈川県警察官採用試験（第2回試験）のお知らせ
試験区分 資　格 申込み期間 第1次試験日・場所

警察官A
（男性・女性）

学校教育法に基づく大学（短期大学を除
く。）を卒業又は令和3（2021）年3月まで
に卒業見込みの人（警察本部長が同等の資格
があると認める人を含む。）で、かつ、昭和
60（1985）年4月2日以降に生まれた人

〇郵送
7月27日（月）から
8月21日（金）
※最終日消印有効。

〇インターネット
7月27日（月）から
8月25日（火）
※最終日17：00
　受信有効。

9月20日（日）
青山学院大学
相模原キャンパス

警察官B
（男性・女性）

警察官Ａに掲げる人以外の人で、かつ、昭和
60（1985）年4月2日から平成15（2003）
年4月1日までに生まれた人

※申込み書類は松田警察署のほか、管内の交番・駐在所にも置いています。
問合せ　松田警察署警務課警務係（☎82－0110）

中学校環境整備作業の協力者
を募集します！

　山北中学校では、地域との連携を深めることに
力を入れています。
　2学期に向けて環境整備作業を行うにあたり、
草かき、鎌

かま
、草刈り機や軽トラックなどでご協力

いただける方を募集しています。
　なお、新型コロナウイルス感染防止のため、延
期又は中止とする場合がありますので、ご了承く
ださい。

日　　時　8月22日（土）9：30～11：30
※予備日23日（日）。
問合せ申込み　山北中学校　教頭（☎75－0755）

❷

ぐみの木近隣公園テニスコート
利用時間のお知らせ

　ぐみの木近隣公園テニスコートの全面工事が終
了し、きれいな状態になりました。利用時間は次
のとおりですのでご利用ください。

利用時間　 4月～9月     7時30分～19時　　
　　　　　10月～3月　  8時30分～17時

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）



❸

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　毎月20日に皆さまとの意見交換の場として開催している町議会「おしゃべりCafe」は、新型コロナウ
イルスの影響により3月から中断していましたが、7月より再開します。再開にあたっては、新型コロナ
ウイルス感染予防対策として密閉・密集・密接を避けるため、7月及び8月は事前申込制とさせていただ
きます。
　また、町議会では議員控室内に町民の皆さんと対話ができるミーティングルームを整備しました。今
回のおしゃべりCafeは、このミーティングルームを利用して実施します。

開　催　日 時　間 場　所

7月20日（月） 10：00～
15：00

役場4階議員控室内
ミーティングルーム8月20日（木）

特別定額給付金の申請はお早めに
　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。口座への振込みは、町での受付後約2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）

申込み方法　開催日の前日までに電話にてお申込
みください。

※各日ともに感染予防のため人数調整をさせてい
ただきますので、ご希望に添えない場合もあり
ます。

問合せ申込み　議会事務局議事班（☎75－3653）

～1市5町共催　食生活改善推進員養成講座　受講生募集～
　食生活改善推進員とは、食を通じた健康づくり、食育の担い手として地域で活動するボランティアで
す。講座修了後は食生活改善推進団体「いくみ会」の会員として地域で活躍していきます。

日　　程　　
月　日 時　間 内　容

① 9月15日（火） 9：30～12：00 開講式、食生活の現状と問題点など

② 9月25日（金） 9：30～13：40 栄養の基礎知識、食品表示、食品衛生、調理実習の基
本、調理実習

③ 10月15日（木） 9：30～13：00 対象別食育①、栄養価計算①、調理実習
④ 11月12日（木） 9：30～12：30 運動と栄養、対象別食育②、栄養価計算②

⑤ 12月 4日（金） 9：30～13：30 咀
そしゃく

嚼を通じた健康づくり、対象別食育③、献立作成①

⑥ 令和3年1月13日（水） 9：30～14：00 献立作成②
⑦ 令和3年2月12日（金） 9：30～14：00 献立発表、調理実習、修了式
⑧ 随　　時 食生活改善推進団体参加実習
会　　場　小田原保健福祉事務所足柄上センター
費　　用　3,500円程度（テキスト・調理実習材料代など）
※講座修了後に食生活改善推進団体の年会費として3,000円を徴収いたします。
※原則8回受講可能な方が対象です。
申込み期限　8月14日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）　　　　



1歳6か月児・2歳児健康診査
月　　日　7月21日（火）
受付時間　個別にご案内します
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1

対　　象　平成30年9月～12月生まれの幼児
　　　　　平成30年3月～6月生まれの幼児

持 ち 物　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。

7月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象　生後10～11か月の乳児
　　　　　※満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

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❹

令和2年度　婦人がん検診について
　新型コロナウイルス感染症の影響で、今年度の
婦人がん検診（集団）は受診人数を制限して実施
します。そのため、前々年度（平成30年度）の受
診状況に関わらず、受診を希望する場合はお申込
みいただくよう変更しました。受診を希望される
場合は、必ずお申込みください。

※足柄上病院での検診は、6月25日（木）から再
開しています。

月　　日　12月25日（金）
　　　　　令和3年1月16日（土）
　　　　　令和3年2月1日（月）
※受付時間はいずれも9：00、10：30、13：00、

14：30から。
申込み期限　9月30日（水）まで
申込み方法　電話、FAX又はメール
※FAX又はメールでのお申込みの場合は、氏名、

住所、電話、生年月日、検診名、希望日時（集
団のみ）をご記入ください。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822　FAX 76－4592）
　　　　　（メール　kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

「子育て支援センター」から
　7月に実施予定の「どなたでもごぜんかふぇ」、
「あかちゃんひろばかふぇ」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。
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）

　

≪人権行政相談≫
日　　時　7月20日（月）13：00～15：00
場　　所　役場4階　403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）

今月の納期限
●１０日　上下水道使用料（B 地区第 2 期分）
●３１日　固定資産税（第 2 期分）
　　　　認定こども園・保育園保育料（7月分）
　　　　幼稚園延長保育料（6 月分）
　　　　放課後児童クラブ負担金（7 月分）
　　　　国民健康保険税（第 2 期分）
　　　　介護保険料（第 1 期分）
　　　　後期高齢者医療制度保険料（第 1 期分）
　　　　し尿処理手数料（第 1 期分）
　　　　町設置型浄化槽使用料（5・6 月分）
　　　　町営住宅使用料（7 月分）

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
7月8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）

～思いやりからつなぐ命～献血にご協力を！
実施日 時　間 場　所

7月20日
（月）

10：00～12：00
13：15～16：00

役場西側
駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男 性 17～69歳

50kg以上
女 性 18～69歳

※ただし、65歳～69歳の方は、60歳～64歳の時
に献血をしたことのある方に限ります。

※初めて献血される方は、免許証などの身分を証
明できるものをお持ちください。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。
※新型コロナウイルス対策として、必ずマスクの

着用をお願いします。また、入口にて体温測定
を実施しているほか、消毒液にて手指の消毒を
お願いします。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


