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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。

やまきた駅前朝市中止のお知らせ
　2月7日（日）に開催を予定していたやまきた駅前朝
市は、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急
事態宣言が発出されたため、中止といたします。
　なお、次回の開催は3月7日（日）を予定しています。

問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　石田（☎090－3211－7616）

プレミアム付商品券
「くらし応援！Ｄ５２（ゴーツー）商品券」

の利用期限が近づいています
　「くらし応援！D52（ゴーツー）商品券」の利
用期限は2月28日（日）までです。期限を過ぎた
場合は利用できなくなりますので、お早めにご利
用ください。
利用期限　2月28日（日）
※利用可能店舗は町ホームページを
　ご確認ください（右の画像から
　アクセスできます）。
問 合 せ　くらし応援！D52（ゴーツー）商品券
　　　　　コールセンター（☎080－9536－5926）
　　　　　（対応時間は平日9：00～16：00）

プレミアム付商品券発行など地域経済
関連施策へのアンケートへご協力ください
　町では、プレミアム付商品券「くらし応援！
D52（ゴーツー）商品券」発行事業を含む新型コ
ロナウイルス感染症に係る地域経済関連施策の効
果検証のために、町ホームページ上でアンケート
を実施しています。各種施策をご利用になられた
方は、アンケートへの回答について、ご協力をお
願いします。

回答方法　町ホームページから
　　　　　回答してください
　　　　　（右の画像からアク
　　　　　　セスできます）
回答期限　2月28日（日）
問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

《東洋医学と骨盤整体》
　 腰 、 肩 、 膝 、 五 十 肩 、 神 経 痛 な ど で 辛 い
方・・・東洋医学と骨盤整体はいかがですか？
刺さない針治療・レーザー治療　1,000円
骨盤整体　1,000円
　　　　　（ご自身の体のゆがみが分かります！）
＜日　時＞　2月7日（日）9：30～16：00
＜場　所＞　山北町生涯学習センター2階第3会議室
　　　　　　ご都合の良い時間にお越しください
＜問合せ＞　東洋医学治療院（☎0463－85－3782）
　　　　　　秦野市河原町1-16

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　新根下住宅（4階建て）404号室（3LDK）
　　　　　（共同エレベーター完備）
主な入居資格　・町内に在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・現在、住宅に困窮していること
これらの条件をすべて備え、次の①又は②の条件
を満たす方
①一般世帯の場合
　夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とし

た家庭で令和元年の月所得額が158,000円以下
であること

②高齢者世帯や障がい者世帯の場合
　入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・

知的障がいのある方で、令和元年の月所得額が
214,000円以下であること

※月所得額とは、年間所得金額から公営住宅法に
定められている額を控除し、12ヶ月で割った額
です。

※ペットの飼育はできません。
※詳しくは、定住対策課へお問い合わせください。
申込期間　2月8日（月）～19日（金）
　　　　　（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

※申込者が多数の場合は選考を行います。
入居可能時期　3月下旬頃（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

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
緊急情報を確実にお伝えするため、全国瞬時警報
システム（ J

ジェイ
－
・

A
ア ラ ー ト
LERT）の起動確認を目的とし

た情報伝達訓練を実施します。
※J－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報

を、人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシス
テムです。

実施日時　2月17日（水）11：00頃

放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Jアラートのテストです。」×3回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな情

報伝達手段で試験が実施されます。
※国民保護のサイレン音は流れません。

問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

令和2年第7回足柄上地区在宅医療・
介護連携地域映画上映会のお知らせ
　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センターで
は、認知症への理解を深めることを目的に、映画
上映会を開催します。

日　時　2月27日（土）第1部　10：30～13：20　
第2部　15：00～17：50

※第1部、第2部ともに同内容です。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります。
場　所　大井町生涯学習センター（大井町金子1995）
対　象　足柄上地区在住の方300名（150名×2回）
※先着順で申込みを受付します。
内　容　・映画上映　タイトル「ぼけますから、

よろしくお願いします。」
　　　　・監督　信

のぶとも
友　直

な お こ
子氏の講演会

　　　　・映画パンフレット、書籍の販売など
申込み方法　足柄上地区在宅医療・介護連携支援セン

ターへ電話にてお申込みください
費　用　無料
問合せ　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
申込み　（☎43－8172）（平日8：30～17：00）

～事業者の皆さんへ～
令和3・4年度「一般競争（指名競争）参加資格審査申請」の受付について
　町が物品の購入や工事などを発注するときに行う入札への参加には、入札参加資格としてあらかじめ
審査を受け、町の名簿に登録されていることが条件となっています。
　令和3・4年度につきましては、新たな名簿登録になります。次のとおり申請を受付しますので、登録
を希望される事業者の方は参加資格審査申請をしてください。

受 付 期 間　2月1日（月）～26日（金）［必着］
申 請 方 法　役場財務課へ必要書類を郵送してください
登録有効期間　4月1日（木）～令和5年3月31日（金）
※様式、必要書類など詳細は、町ホームページ（事業者向け情報）をご確認ください。
問合せ申請先　〒258－0195　山北町山北1301－4　財務課財産管理班（☎75－3652）

マイナポイント制度受付期間延長のお知らせ
　国の景気対策として実施されている「マイナポイント」の受付期間が延長されました。令和3年3月末
までにマイナンバーカードの交付申請をして、令和3年9月末までにマイナポイントの申込み、決済サー
ビスを利用された方までポイントの取得が可能となります（2万円のチャージ又は買い物をすると、1人
あたり上限5,000円分のマイナポイントがもらえます）。
　また、マイナンバーカードをまだお持ちでない方（一部の方を除く）宛に、オンライン申請が可能な
申請書を順次発送しています。この申請書から、簡単に申請することができますので、ぜひこの機会に
マイナンバーカードを取得しましょう。
※申請書は、「地方公共団体情報システム機構」より発送されます。

　詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤル又は次のホームページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル　0120－95－0178（音声ガイダンスに従って「5番」を選択）
※対応時間は9：30～20：00です。
マイナポイント事業ホームページ　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
※右の画像からもアクセスできます。

問合せ　マイナポイント制度について　企画政策課企画班（☎75－3651）
　　　　マイナンバーカードの申請について　町民税務課町民班（☎75－3641）
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スポーツ施設利用の団体登録について
　令和3年度に町スポーツ施設の利用を希望する
団体の登録受付を開始します。
　受付期間内に登録をしないと、1年間該当する
施設の利用はできませんのでご注意ください。

対象施設　町立小・中学校、スポーツ広場
受付期間　2月1日（月）～26日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申請方法　登録申請書に記入のうえ、役場2階生

涯学習課へ提出してください
※登録申請書は役場生涯学習課窓口で配布してい

るほか、町ホームページからもダウンロードで
きます。

問合せ申請先　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

町内バレーボール祭中止のお知らせ
　3月に開催を予定していた町内バレーボール祭
は、新型コロナウイルス感染症の終息が見込めな
いため、参加者の皆さん及び関係者の健康・安全
を第一に考え、大会の開催中止を決定しました。
　大会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　山北町体育協会バレーボール部　
　　　　湯

ゆ か わ
川　英

ひ で き
樹（☎080－5438－3471）

第66回町内一周駅伝競走大会中止のお知らせ
　3月に開催を予定していた第66回町内一周駅伝
競走大会は、新型コロナウイルス感染症の終息が
見込めないため、参加者の皆さん及び関係者の健
康・安全を第一に考え、大会の開催中止を決定し
ました。
　大会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）

第13期酒匂川水系水源監視モニター募集
　神奈川県内広域水道企業団では、県民の飲み水
となる酒匂川水系の水質事故を防止し、水質保全
を図るため、水源監視モニター制度を実施してい
ます。このたび、第13期のモニターを次のとおり
募集しますのでお知らせします。

委嘱期間　4月1日（木）～令和5年3月31日（金）
活動内容　1.飯泉取水施設から上流にある河川、

用水路などを1週間に2～3回（昼間
に1時間程度）巡視し、水質異常を
発見した場合の通報

　　　　　2.巡視記録の報告（3か月に1回）
　　　　　3.モニター会議（3回）及び施設見学

会（1回）への参加
※新型コロナウイルス感染症の状況により、モニター

会議及び施設見学会は中止する場合があります。
応募資格　小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山

北町及び開成町において、酒匂川水系の
流域に居住する満20歳以上の方

募集人員　30名（定員を超える応募があった場合
は、居住地域、年齢などを総合的に判
断し、選考します）

活 動 費　年間6,000円
※会議などへの参加の際は、交通費として1回に

つき1,000円を支給します。
応募期限　2月19日（金）
応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、郵送、

ファックス又はメールにてお申込みく
ださい

※応募用紙は、ホームページに掲載しています。
　（URL　https://www.kwsa.or.jp/suishitsu/）
※選考結果は、3月末日までに応募された方全員

に郵送にて通知します。
問合せ申込み　〒250－0863　小田原市飯泉884 　　　　　
　　　　　神奈川県内広域水道企業団
　　　　　飯泉取水管理事務所
　　　　　（☎48－1849　FAX48－1698）
　　　　　（メールip-sui.fv3@kwsa.or.jp）
※お問い合わせなどへの対応時間は、平日9：00　

～16：00です。

「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お受
けするほか、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
日　時　2月10日（水）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。



2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か月～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。

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ています。
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～4か月の乳児
　　　　　母子健康手帳、問診票、子育てアンケ

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

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❹

人権行政相談中止のお知らせ
　2月22日（月）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）

日本赤十字社員増強運動の御礼
　令和2年10月に実施しました「日本赤十字社員
増強運動」に対し、自治会の皆さんからお寄せい
ただいた会費が1,580,200円となりました。皆さ
んのご協力に厚く御礼申し上げます。
　なお、いただいた会費は日本赤十字社神奈川県
支部へ送金させていただきます。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

今月の納期限
●1日
　町県民税（第4期分）
　認定こども園・保育園保育料（1月分）
　幼稚園延長保育料（12月分）
　放課後児童クラブ負担金（1月分）
　国民健康保険税（第8期分）
　介護保険料（第7期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第7期分）
　し尿処理手数料（第3期分）
　町設置型浄化槽使用料（11・12月分）
　町営住宅使用料（1月分）
●10日
　上下水道使用料（A地区第6期分）

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
2月10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）

乳幼児ニコニコ相談（0歳児）
月　　日　2月12日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階 多目的室2
対　　象　0歳（令和2年2月以降生まれ）の乳児
　　　　　乳児の計測（身長・体重）、健康・栄養

相談、助産師による乳房ケアなど
内　　容　※乳房ケアは原則先着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。

費　　用　無料

持 ち 物　母子健康手帳、バスタオル、乳房ケ
アのある方はフェイスタオル2枚

　 　 　　乳房ケアを希望される方は、保険健康

申 込 み　課健康づくり班へ事前にお申込みく
ださい

　　　　　※相談のみの方は申込み不要です。

乳幼児ニコニコ相談（1歳児以上）
月　　日　2月19日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階 多目的室2

対　　象　1歳以上（令和2年1月以前生まれ）の
幼児

内　　容　幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談

費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、バスタオル
申 込 み　不要
※参加人数を分散するため、乳幼児ニコニコ相談

は対象年齢を分けて実施します。兄弟・姉妹が
いる場合は、どちらでもご参加いただけます。


