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山北中学校体育祭について
山北中学校では、新型コロナウイルス感染防止

対策による臨時休業に伴い延期していた体育祭
を、9月20日（日）に開催します。

開催にあたっては、引き続き新型コロナウイル
ス感染防止対策を行い生徒及び関係者の健康・安
全を確保するため、実施種目を見直し、規模を縮
小するほか、見学・応援などにつきましては、保
護者のみの参加とさせていただきます。

地域の皆さんには大変申し訳ありませんが、ご
理解、ご協力をお願いします。

問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

　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。

令和2年度幼稚園・保育園・こども園
運動会について

　町立幼稚園・保育園・こども園では、次の日程
で運動会を開催します。例年、来年度に入園を希
望されるお子さんが参加できるプログラムを用意
していましたが、今年度は新型コロナウイルス感
染防止対策として実施を見送りますので、ご了承
ください。

園　名 月　日

岸 幼 稚 園 9月26日（土）
※雨天時9月28日（月）まで順延。　

向原保育園 9月26日（土）
※雨天時10月3日（土）に延期。

や ま き た
こ ど も 園

9月26日（土）
※雨天時10月3日（土）に延期。

三保幼稚園 9月27日（日）
※雨天時10月4日（日）に延期。

※駐車場に限りがありますので、車での来園はご
遠慮ください。

※詳しくは、次の連絡先までお問い合わせください。

問合せ　幼稚園については、岸幼稚園（☎75－1145）
　　　　向原保育園（☎75－1146）
　　　　やまきたこども園（☎75－1530）

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　9月6日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～ 8：30
※新型コロナウイルス感染防止対策として、第1

部のみ実施します。
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（☎090－3211－7616）

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103号室：3LDK（80.61㎡）

家　　　賃　57,600円～72,000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　9月8日（火）～23日（水）
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

申込み方法　定住対策課で配布している入居申込
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　11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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❷

9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」
～屋外広告物の手続きを忘れずに～

　良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外広
告物の表示・設置に関しては、神奈川県屋外広告物
条例に基づき町へ申請し、許可を受ける必要があり
ます。屋外広告物の表示をしている方・表示を予定し
ている方は、許可手続きの必要があるか確認し、該当
する場合には申請をお願いします。

屋外広告物とは
　次の要件を全て満たすもの
　・常時又は一定の期間継続して表示されるもの
　・屋外に表示されるもの
　・公衆に表示されるもの
　・看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広

告板、建物その他の工作物に掲出・表示され
たもの並びにこれらに類するもの（広告物を
掲出する物件を含みます）

※許可は一部を除き3年更新（自動更新ではあり
ません。）で、手続きの際に手数料の納付が必
要となります。

※神奈川県屋外広告物条例については、神奈川県
のホームページ（「かながわの屋外広告物」で
検索してください）をご覧ください。

※地域により基準が異なり、手続きが不要な場合も
ありますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

河村城まつり開催中止のお知らせ
　9月20日（日）に開催を予定しておりました河村城
址保存会主催の河村城まつりは、新型コロナウイル
ス感染防止のため、中止が決定いたしました。
　開催を楽しみにされていた皆さんには大変申し
訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い
します。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、令和3年1月10日（日）に開催する成
人式（第2部）の実行委員を募集しています。

対　　象　町内にお住まいで、平成12年4月2日から
平成13年4月1日までに生まれた方

内　　容　成人式第2部の企画・運営など（会議
に4回程度出席していただきます）

募集人員　若干名
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

敬老祝金について
　町では、長年にわたり社会に尽くされてきた
方々の長寿をお祝いし、節目を迎えられる方へ次
の金額の町商品券をお送りします。

敬老祝金の対象者及び金額
・喜寿（77歳）  町商品券5,000円分
・傘寿（80歳）  町商品券5,000円分
・米寿（88歳）  町商品券10,000円分
・卒寿（90歳）  町商品券10,000円分
・白寿（99歳）  町商品券20,000円分
・百寿（100歳）町商品券50,000円分
・町内最高齢者　町商品券50,000円分
※年齢基準は9月15日現在。
※9月上旬に郵送します。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

森林セラピー体験ツアー
「晩夏の西丹沢 清流めぐり散策プラン」

参加者募集
日　　時　9月26日（土）9：50～15：30
場　　所　「西丹沢西沢コース」 
集　　合　西丹沢ビジターセンター
内　　容　セラピーウォーク、ストレス度チェッ

ク、郷土食弁当「みほ弁」
※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、受付終了）
費　　 用　3,000円、町民の方は2,000円（ガイ

ド料、昼食代など）
申込み方法　参加申込書により、直接又は電話、

FAX、メールにてお申込みください
※参加申込書は役場保険健康課又は健康福祉セン

ターで配布しているほか、町ホームページから
もダウンロードできます。

問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局
　　　　　（健康福祉センター内）
　　　　　（☎75－0822　FAX76－4592） 
　　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

救急車の適正利用を
～9月9日は救急の日～

　9月9日（水）は救急の日です。また、この日を
含む9月6日（日）から12日（土）までの一週間
は「救急医療週間」となっています。この機会に
救急業務や救急医療への理解を深めるとともに、
救急医療関係者への意識を高めましょう。
　また、救急車の適正利用について、引き続きご
協力をお願いします。

問合せ　小田原市消防本部救急課（☎49－4441）



山北スタンプ会　プレミアム付商品券販売のお知らせ
　山北スタンプ会では、山北町内の加盟店で利用できるプレミアム付商品券を発行します。プレミアム
率は30％と、とてもお得です。販売に際しては、事前予約のうえ、予約数が販売数を超えた場合は抽選
とさせていただきますので、ご了承ください。

販 売 金 額　1セット10,000円（13,000円分の商品券を10,000円で販売します）
※1セットは1枚500円分の商品券26枚です。
販　売　数　400セット（予約数が販売数を超えた場合は抽選となります）
※1人最大5セットまで購入（予約）できます。
利用可能店　山北スタンプ会加盟店（最新の加盟店の状況は右上の画像から確認できます）
予約受付期間　9月1日（火）～15日（火）
※予約受付後、購入が可能な場合は販売場所などを記載した通知を発送します。また、抽選を行った場

合、当選発表は通知の発送をもって代えさせていただきます。
利用可能期間　9月23日（水）～12月20日（日）
申込み方法　申込書に必要事項を記入し、山北スタンプ会加盟店又は山北町商工会へ提出してください
※申込書は山北スタンプ会加盟店のほか、山北町商工会でも配布しています。
※商品券の購入（予約）は、山北町内在住・在勤の16歳以上の方に限らせていただきます。
問　合　せ　山北スタンプ会　担当：有限会社まつざわ（☎76－4111）
　　　　　　山北町商工会（☎76－3451）

❸

東名高速道路リニューアル工事のお知らせ
　9月7日（月）0時から12月18日（金）24時まで、東名高速道路でリニューアル工事を実施します。こ
のため、工事箇所周辺の道路を工事用車両が1日約10～20台通行します。また、日中にはコンクリート
の取り壊しなどで工事箇所から作業音が発生する場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理
解、ご協力をお願いします。

※詳しくは工事専用ホームページ（https://tomei-info.com/）をご覧ください。
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です。
　　　　新東名対策室新東名対策班（☎75－3655）

下水道に接続しましょう
　毎年9月10日は、下水道の全国的な普及を啓発する「下水道の日」です。
　町では、公共下水道の整備を行い順次接続できるエリアを拡大しています。山北・岸・向原・平山地
区で公共下水道の供用が開始されている地域にお住まいの方は、下水道への接続をお願いします。
　下水道は、美しい自然や快適な生活環境を守る大切な役割を果たしています。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

○ 工 事 箇 所
— 通行ルート

酒匂川橋

拡大図 拡大図 拡大図

拡大図

大沢橋

鍛冶屋敷第三橋 滝沢川橋（山北）



1歳6か月児・2歳児健康診査 
月　　日　9月15日（火）
受付時間　午後（時間は個別に通知します）
場　　所　健康福祉センター1階

対　　象　平成31年1月～2月生まれの幼児
　　　　　平成30年7月～8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

※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。

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
　　　　　母子健康手帳、問診票、子育てアン

持 ち 物　ケート
　　　　　※問診票、子育てアンケートは個別
　　　　　　に郵送します。

9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

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さんとの意見交換の場を増やす
ことを目的に、「おしゃべりCafe」をオープン
します。日頃、議員は何してるの？山北町はどう
なっていくの？私の思いを聴いて！など…
　なんでも結構です。お気軽にお立ち寄り頂き、
皆さんの『声』をお聞かせください。
　なお、お越しいただく際は、新型コロナウイル
ス感染予防のためマスクの着用などにご協力をお
願いします。

開 催 日 時　間 場　所

9月20日
（日）

13：30～
15：30

健康福祉センター
（ともしびショップ付近）

10月20日
（火）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

11月20日
（金）

13：30～
15：30

清水ふれあいセンター
2階大会議室

12月20日
（日）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

やまきた町議会

人権行政相談中止のお知らせ
　9月23日（水）に実施を予定していた人権行政
相談は、新型コロナウイルスの感染が再び拡大し
ていることから、感染防止対策のため中止といた
します。なお、翌月以降の実施については未定と
なっております。

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
上下水道利用料（B地区第3期分）　
　
●30日　
認定こども園・保育園保育料（9月分）　
放課後児童クラブ負担金（9月分）　　
国民健康保険税（第4期分）　　
介護保険料（第3期分）　　
後期高齢者医療制度保険料（第3期分）
町設置型浄化槽使用料（7・8月分）
下水道受益者負担金（第2期分）　　　　　 
町設置型浄化槽分担金（第2期分）    
町営住宅使用料（9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
9月9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）


