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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。

国道246号夜間全面通行止めのお知らせ
　一般国道246号、山北・谷峨バイパスにおい
て、集中工事を行うため夜間全面通行止めとなり
ますので、県道76号に迂

う
回をお願いします。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。

通行止日時　11月4日（水）21：00～翌朝6：00
　　　　　【予備日】11月5日（木）、6日（金）
場　　所　山北・谷峨バイパス
　　　　　（安戸交差点～谷峨駅入口交差点）
迂 回 路　県道76号
※特殊車両は、通行しにくい箇所がありますので

ご注意ください。
問 合 せ　国土交通省横浜国道事務所厚木出張所
　　　　　（☎046－221－0004）
　　　　　東京鋪装工業株式会社松田ベース
　　　　　（☎0465－46－6506）

三保小学校閉校式のご案内
　令和3年3月をもって閉校となる三保小学校で
は、次の日程で閉校式を実施します。当日は、校
舎内に懐かしい写真約3,000枚を掲示します。卒
業生や地域の皆さん、ぜひご参加ください。

日　時　令和3年3月21日（日）
　　　　・受　付　  9：20～10：00
　　　　・閉校式　10：00～11：45
場　所　三保小学校体育館
問合せ　三保小学校閉校実行委員会事務局
　　　　（三保小学校内）（☎78－3028）

新潟県村上市（旧山北町）の
塩引き鮭を販売します

　町では、新型コロナウイルス感染防止のため中
止となった第21回山北町産業まつりにて販売を予
定していた、新潟県村上市（旧山

さんぽくまち
北町）の塩引き

鮭を数量限定で販売します。なお、事前予約制と
し、予約数によっては抽選とさせていただきます
ので、ご了承ください。

金　　額　1本（漁獲時3kg）3,000円程度
※正式な金額は予約時にお伝えします。

予約受付期間　11月2日（月）～10日（火）
（土・日曜日、祝日を除く8：30～17：15）

申込み方法　役場農林課に電話にてご連絡いただ
き、氏名、住所、連絡先及び購入数を
お伝えください

※電話での予約受付後、購入可能日を後日ご連絡
します。

※抽選を実施した場合、結果についてはお申込み
いただいた方全員にご連絡します。

購入方法　申込み後にご連絡する指定日時（12月
下旬）に役場までお越しいただき、商品
と引き換えに代金をお支払いください

問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

秋季全国火災予防運動を実施します
　11月9日（月）～15日（日）の秋季全国火災
予防運動にともない、11月9日（月）は、足柄上
郡5町の消防団と小田原市消防本部合同の防火パ
レードを実施します。山北町消防団からは、第7
分団が山北町と開成町を巡回する予定です。
　町民の皆さんは、一人ひとりが防火に対する意
識を高め、火災から生命と財産を守りましょう。

　令和2年度全国統一防火標語
『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
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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、接種費用を助成しています。
　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を受けましょう。

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歳以上～2歳未満
　　　　　②小学校就学前の1年間（平成26年4月2日～平成27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、接種を受けてください（医療機関によっては予約不要の

場合もあります）
※接種を受ける際には保護者が同伴のうえ、母子健康手帳を持参してください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部を助成しています。
対　　象　山北町に住民登録があり、令和3年3月31日までに①～⑤のいずれかに該当する方
①75歳以上 昭和21年4月1日以前に生まれた方
②70歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生まれの方
③65歳 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生まれの方

④満60歳以上65歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有し、
身体障害者手帳1級に相当する方

⑤満66歳以上75歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有し、
身体障害者手帳1級に相当する方

※①、⑤の対象となる方でも、5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある場合は、今
回ワクチンの接種を受けることはできません。

※②、③、④の対象となる方でも、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカ
ライド）の接種を受けたことがある場合は助成の対象外となります。

接種期限　令和3年3月31日(水)　
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（その他の医療機関をご希望の方は、お問い合わせください）
接種回数　5年に1回
自己負担額　3,000円
※生活保護受給者及び中国残留邦人など支援給付受給者の自己負担額はありません。受給していること

がわかる書類を申請時に提示してください。
申込み方法　保険健康課健康づくり班窓口（健康福

祉センター1階）にて、直接又は電話
にて事前にお申込みください

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）　
全国一斉「女性の人権ホットライン」

強化週間について
　夫・パートナーからの暴力やストーカー被害な
ど、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るた
め、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週
間が実施されます。相談などがありましたら、「女
性の人権ホットライン」までご連絡ください。

実施期間　11月12日（木）～18日（水）
受付時間　8：30～19：00
※土・日曜日は10：00～17：00まで。
連 絡 先　女性の人権ホットライン
　　　　　（☎0570－070－810）
問 合 せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

点字電話帳発行のお知らせ
　11月中に、NTT東日本（東日本電信電話株式
会社）から点字電話帳神奈川県版が発行され、市
町村や福祉事務所、視覚障がい者福祉協会などに
配付される予定です。点字電話帳には県内の行政
機関、福祉施設、医療機関など、生活に密接に関
わる機関の電話番号が掲載されていますので、ご
活用ください。

問合せ  NTTタウンページ株式会社
　　　　（☎03－6275－6789）
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プレミアム付商品券『くらし応援！Ｄ５２（ゴーツー）商品券』を販売します
　町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている町民の生活を支援するとともに、
消費を喚起して地域経済を活性化させるため、プレミアム付商品券を発行します。

販 売 金 額　1冊5,000円（6,500円分の商品券を5,000円で販売します）※プレミアム率は30％です。
※1冊の内訳は共通券（1,000円券）5枚と店舗限定券（500円）3枚です。
※共通券はすべての取扱い店舗で利用できますが、店舗限定券は利用できる店舗が限定されます。

　●商品券の申込みについて
・「くらし応援！D52（ゴーツー）商品券」は事前申込制です。先着順での販売ではありませんの

で、購入を希望される方は期限内に必ずお申込みください。
・世帯ごとにお申込みください（1人あたりの申込み上限は2冊までですのでご注意ください）。
　例）5人家族の場合、1人あたり最大2冊×5人で、最大10冊までお申込みできます。
申込み期限　11月20日（金）必着
申込み方法　次のいずれかの方法により、お申込みください（申請内容に不備がありますと申込みが

完了しませんのでご注意ください）

〇インターネット（専用フォーム）での申込み
　町ホームページ内「くらし応援！D52（ゴーツー）商品券」のページから電子申
請システムにアクセス（右の画像からアクセスできます）→プレミアム付商品券を
選択→必要事項を入力し、申請してください
　
〇郵送での申込み
　裏面の記載例を参考に、はがきに「郵便番号」「住所」「代表者氏名」「電話番号」「購入冊数（1人
あたり最大2冊まで）」「世帯員氏名」「購入場所」を記入のうえ、次の送付先まで郵送してください
＜送付先＞〒258-0195　山北町山北1301－4　山北町役場　くらし応援！D52（ゴーツー）商品券事務局　宛

〇専用ポストへの投函による申込み
　次の場所に設置している専用ポストへ、持参したはがき又は備え付けの用紙に必要事項を記入の
うえ、投函してください

＜専用ポスト設置場所＞　山北町役場（1階エントランス）、清水支所、三保支所
※投函可能時間は平日8：30～17：15です。
※山北町役場のみ、土・日曜日、祝日の同時間も投函できます（ポストの設置場所は役場裏口守衛室）。　　

　　
　●商品券の購入について

購入可能数　1人最大2冊まで（町内在住の方のみ購入できます）
購 入 方 法　申込み後に町から送付される購入引換券を持参のうえ、申込み時に登録した販売場所で 
　　　　　　購入してください
※新型コロナウイルス感染防止対策として、販売場所が密にならないよう、購入引換券の発送は分散

して順次発送します。引換券の到着時期によっては商品券の購入可能日が利用可能期間内となり、
利用できる期間が短くなる場合がありますので、ご承知おきください。

販 売 期 間　11月下旬～令和3年1月29日（金）※引換券が到着次第購入できます。
※販売時間は平日9：00～12：00、13：00～16：00（年末年始除く）です。
販 売 場 所　山北町役場、清水支所、三保支所（申込みの際にいずれかの場所を指定してください）

　●商品券の利用について
利用可能店　山北町商品券取扱い店舗（取扱い店舗には特定事業者登録ステッカー及び山北町商品券

ののぼり旗が掲出されています。）
※利用可能店舗は広報やまきた11月号に掲載しています。町ホームページにも掲載していますので、

最新の情報は町ホームページを併せてご覧ください。
利用可能期限　令和3年2月28日（日）※引換券が到着し、商品券を購入次第、ご利用できます。

問　合　せ　くらし応援！D52（ゴーツー）商品券コールセンター（山北町商工会内）（☎080－9536－5926）
※対応時間は平日9：00～16：00（年末年始除く）です。
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【記載例（はがき表面）】
次のように記載してください

※郵便番号（〒258-0195）を記入すること
で、宛先住所の記入を省略できます。

【記載例（はがき裏面）】
次のように記載してください
（5人家族で、10冊申込む場合の記載例です）

＜注意＞
「世帯員氏名」には、代表者を除く世帯員
を記載してください。

【はがき裏面】

上の図を切り抜き、必要事項を記載のうえ、はが
きに貼りつけて郵送いただくことも可能です（コ
ピーの貼り付けも可）。

【事業者の皆さんへ】
　「くらし応援！D52（ゴーツー）商品券」は、
山北町商品券取扱い店舗でのみ使用可能です。山
北町商品券の取扱い店舗に登録をされておらず、
今回の「くらし応援！D52（ゴーツー）商品券」
の取扱い店舗への登録を希望される場合は、役場
商工観光課へご連絡ください。

問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）



❺

森林セラピー体験ツアー
「初冬の収穫体験♪河村城跡 散策プラン」

参加者募集
日　　時　12月5日（土）9：50～15：00
場　　所　河村城跡 
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、地元みかんの収穫体験、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、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）

［新型コロナウイルス感染症対策］事業者向け支援策のご案内
〇山北町雇用対策助成金［新規支援策］
　令和2年4月以降の期間において、1か月あたりの売上高が前年同月に比べ5％以上減少した町内中小企業・
小規模事業者に対し、雇用保険に加入している従業員の雇用維持を支援するために助成金を交付します。

交 付 額　法人　5万円～20万円　個人事業主　5万円～10万円
※雇用保険に加入している従業員数により異なります。
申請方法　必要書類を役場商工観光課又は山北町商工会に郵送してください
※山北町商工会への郵送は、山北町商工会に加入している事業者の方のみ可能です。
申請期限　令和3年3月1日（月）【消印有効】

提 出 先　〒258-0195　山北町山北1301－4　山北町商工観光課　宛
　　　　　〒258-0113　山北町山北1889－36　山北町商工会　宛

〇山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金［期間延長中］
　令和2年1月から12月までのいずれか1か月における売上高が、前年同月に比べ20％以上50％未満の範
囲で減少した町内事業者に対し、事業の継続を支援するために助成金を交付しています。

交 付 額　法人　上限20万円　　個人事業主　上限10万円
申請方法　必要書類を役場商工観光課に郵送してください
申請期限　令和3年3月1日（月）【消印有効】

提 出 先　〒258-0195　山北町山北1301－4　山北町商工観光課　宛

※各助成金についての詳しい交付要件や必要書類
などは町ホームページからご確認ください。

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

農業委員、農地利用最適化推進委員を
募集します

　山北町農業委員会では、農業委員及び農地利用
最適化推進委員の任期満了に伴い、次のとおり候
補者を募集します。

募集委員 募集人数 任　　期
農業委員 ６名 令和3年5月 1 日（土）

～
令和6年4月30日（火）

農地利用最適
化推進委員 ５名

※報酬や職務内容など、詳しくは町ホームページ
をご確認ください。

応募期間　11月16日（月）～
　　　　　12月15日（火）17：15（必着）
応募方法　指定の申込書に必要事項を記入のうえ、

山北町農業委員会事務局（農林課内）窓
口又は郵送にてお申込みください。

※申込書は山北町農業委員会事務局（農林課内）
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。

※申込書に記載された内容は公表されます。ま
た、それぞれの委員は選考委員会による選考を
経て、農業委員は町長、農地利用最適化推進委
員は農業委員会から任命、委嘱されます。

問合せ申込み　〒258－0195　山北町山北1301－4　
　　　　　山北町農業委員会事務局（農林課内）
　　　　　（☎75－3654）



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
　　　　　（開成町吉田島4320-2）
対　　象　生後3か月から4か月の乳児

持 ち 物
　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。

11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
　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

1歳6か月児・2歳児歯科健診
月　　日　11月17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　多目的室1
対　　象　平成31年3月～4月生まれの幼児
　　　　　平成30年9月～10月生まれの幼児
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、問診票
※希望者にはむし歯予防の薬をぬります。

今月の納期

❻

人権行政相談中止のお知らせ
　11月20日（金）に開催を予定していた人権行
政相談は、新型コロナウイルス感染防止のため中
止といたしますのでお知らせします。

※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）

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、神奈川県弁護士会所属の弁
護士が、無料で相談をお受けします。

日　　時　11月24日（火）13：00～16：00
※予約制で、相談時間は相談者1人につき20～30分です。
受付場所　役場4階　402会議室
定　　員　5名（定員になり次第、締切り）
申込み期間　11月2日（月）～13日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く8：30～17：15）
申込み方法　総務防災課庶務班へ直接又は電話にて

お申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

～ひとりで悩んでいませんか？～
心の悩み相談窓口について

　神奈川県では、心の悩みを相談できる窓口を開設
しています。ひとりで悩まず、相談してください。

〇こころの電話相談（☎0120－821－606）
※対応時間は平日9：00～21：00。
〇いのちのほっとライン＠かながわ
　LINEアプリにて専門員と相談ができます。
※対応時間は平日及び日曜日17：00～22：00。
問 合 せ  福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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付
しているほか、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
月　　日　11月11日（水）
時　　間　13：00～15：00
対　　象　1歳未満のお子さんと保護者（兄弟・姉

妹も参加できます）
※予約不要・無料です。
※町内在住の方のみとなります。
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）

※詳しく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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

●2日
町県民税（第3期分）
認定こども園・保育園保育料（10月分）
幼稚園延長保育料（9月分）
放課後児童クラブ負担金（10月分）
国民健康保険税（第5期分）
介護保険料（第4期分）
後期高齢者医療制度保険料（第4期分）
し尿処理手数料（第2期分）
町営住宅使用料（10月分）

●11日
上下水道使用料（B地区第4期分）
●30日
認定こども園・保育園保育料（11月分）
幼稚園延長保育料（10月分）
放課後児童クラブ負担金（11月分）
国民健康保険税（第6期分）
介護保険料（第5期分）
後期高齢者医療制度保険料（第5期分）
町設置型浄化槽使用料（9・10月分）
町営住宅使用料（11月分）　　　　　 　　


