
令和4年山北町成人式のご案内
　令和４年の成人式の日程が決まりましたので、
お知らせします。成人の日の前日となっています
ので、ご注意ください。

日　時　令和４年１月９日（日）
※成人の日の前日です。
　　　　10：30～13：00（受付10：00～）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

❶
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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。

令和3年度健康診査・がん検診の集団検診について
　令和３年度の健康診査・がん検診（乳がん、子宮がん検診除く）の集団検診を実施します。受診を希望
される方は、お申込みください。
月日・場所　７月15日（木）～17日（土）：生涯学習センター
　　　　　　７月18日（日）：清水ふれあいセンター
受 付 時 間　① ８：30～９：30　② ９：30～10：30　③ 10：30～11：30
※午前のみ実施します。
申込み方法　電話、FAX、メール又はホームページの申込みフォーム（右の画像から
　　　　　　アクセスできます）からお申込みください
※FAX、メールの場合は氏名、生年月日、住所、電話番号、希望の検診、希望日時を記載してください。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班 （☎75－0822　FAX76－4592）
 （メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）
　　　　　　　　　　　保険年金班 （☎75－3642　FAX79－2171）
 （メール hoken-kenkou@town.yamakita.kanagawa.jp）
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※国民健康保険に加入されている方

便潜血検査
レントゲン直接撮影

喀痰検査
レントゲン間接撮影
（バリウム）
血液検査
血液検査
（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）
問診、診察、身体計測、尿検査、
血圧、血液検査
問診、診察、身体計測、尿検査、
血圧、血液検査、心電図、眼底検査

600円
300円
600円

1,000円

500円

700円

700円

1,000円

検診名
大 腸 が ん

肺 が ん
（結 核 検 査）

胃 が ん

前 立 腺 が ん
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内　　　容 対　象　者 自己負担金

かくたん

伊藤整骨院
捻挫・打撲・挫傷・筋肉や関節の痛み・ムチウチ・肩こり・腰痛・背骨の歪み

〒258-0112 山北町岸2063-3
TEL.0465-20-9505

【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】
《受付時間》午前8：30～12：30 ／午後3：30～7：30
日
●／休

月
休

火
●

木
●

金
●

土
●

水
●

日曜午後・月曜日休診／予約不要（予約優先あり）
詳しくは公式ホームページでご確認ください

山北町　伊藤整骨院　公式



新型コロナウイルスワクチンの個別接種の予約が始まります
　令和３年度に65歳以上に達する方々を対象に新型コロナウイルスワクチン接種が始まります。ワクチン
接種を希望される方は、医療機関での個別接種又は集団接種会場での集団接種のどちらかを選択して接種
を受けてください。

○個別接種（医療機関での接種）について
　町内の医療機関では、個別接種の予約受付を５月17日（月）から開始しますので、個別接種を希望され
る方は接種を希望する医療機関で必ず予約してください。

接 種 費 用　無料（全額公費）
接 種 回 数　２回（ファイザー社製）
予約開始日　５月17日（月）
接種開始日　６月１日（火）

※１回目と２回目の接種は同じ医療機関で接種します。２回目の予約については医療機関にお問い合わせ
　ください。
※接種は、各医療機関の診療日・診療時間内に実施します。詳細については医療機関にお問い合わせくだ
　さい。
※足柄上地区１市４町（南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町）の医療機関においても６月以降に
　開始予定です。ただし、医療機関によっては開始時期が遅れる場合があります。
※かかりつけの医療機関が小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町にある方は、そちらの医療機関に直接ご
　相談ください。

○集団接種（集団接種会場での接種）について
　集団接種会場（山北町健康福祉センター・大井町総合体育館）での接種の予約受付は５月６日（木）か
ら開始していますが、５月・６月分の集団接種の予約は定員に達しました。次回（７月・８月分）の集団
接種の予約内容については、決まり次第町広報紙・ホームページなどでお知らせします。

※掲載内容は作成時点（５月11日時点）の情報です。ワクチンの供給状況や国の動向により変更となる場
　合があります。

詐欺被害にご注意ください！
　新型コロナウイルスワクチン接種をかたった電話が発生しています。
　ワクチン接種では、個人の費用負担はありません。
　ご自宅などに国、県、町の職員などをかたった電話がかかってきた場合は、松田警察署（☎82－0110）
にご連絡ください。

問　合　せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❷

予約受付日・時間
月・火・木・金曜日 8：30～12：00、14：45～18：00
水・土曜日 8：30～12：00
月～水・金曜日 9：00～12：00、15：00～18：00
木曜日 9：00～12：00
土曜日 9：00～12：00、15：00～17：00
※定期的に通院している方を優先します。
水・金曜日 15：00～17：00
月～金曜日 8：30～11：30、13：30～16：30
土曜日 8：30～11：30

医療機関名
ねもと総合内科
ク リ ニ ッ ク

飛彈クリニック

山北町立山北診療所
　山北中央診療所

住　所

山北711－32

向原150

谷ケ1018－20

山北192

電話番号

75－0095

75－1717

77－2281

75－0056

町内のワクチン接種実施医療機関



山北町カヌー体験教室
～B＆Gクリーンフェスティバルin丹沢湖～
　カヌーマラソンIN丹沢湖の参加を目指したカ
ヌー体験教室を開催します。教室参加者には、カ
ヌーの貸し出しもできますのでご相談ください。

日　　時　６月５日（土）９：30～12：10
開催場所　丹沢湖
集合場所　焼津ボート乗り場（現地集合・解散）
対　　象　町内在住の小学生以上
　　　　　（小学１・２年生は保護者同伴）
内　　容　カヌー教室、湖畔のクリーン活動
定　　員　15名（先着順）
費　　用　無料
持 ち 物　飲み物、水着（濡れてもよい服装）、着替

えなど
申込み期限　５月21日（金）
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

日　　時　６月１日（火）８：30 ～17：15
　　　　　６月２日（水）８：30 ～12：00
展示場所　役場１階　ご用ききスペース

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止
又は内容を変更する場合は、町ホームページで
お知らせします。

※実際の展示では、ケースに入った状態で展示さ
れており、直接触れることはできません。

❸

東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチを展示します
　聖火リレートーチを間近で見られる貴重な機会です。桜をモチーフにした美しいトーチをご覧ください。

※展示場所においては感染防止対策のご協力
をお願いします。

・手指消毒やマスクの着用をお願いします。
・密にならないよう間隔を空け、短時間での
　観覧をお願いします。
・体調不良の方、体温が37.5度以上の方は来
場をお控えください。

問合せ　企画政策課企画政策班（☎75－3651）

第21回カヌーマラソンIN丹沢湖
　豊かな自然に囲まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンを開催します。ぜひ、ご家族・お仲間で
ご参加ください。

開 催 日　７月４日（日）※小雨決行。
会　　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド横）
参 加 費　小・中学生　１人 1,500円
　　　　　高校生以上　１人 3,000円
申込み期限　６月６日（日）まで
申込み方法　生涯学習課窓口で配付している申込み用

紙に必要事項を記入し、参加費を添え
てお申込みください

※パソコン又は携帯電話からも申込みが
　できます。URL（https://runnet.jp/）
　ただし、無料会員登録が必要で、参加
　費のほか別途手数料がかかります。
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

東京2020オリンピック聖火リレートーチ 東京2020パラリンピック聖火リレートーチ



山北中学校体育祭実施に係るお願い
　山北中学校体育祭は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、５月22日（土）に規模を縮小
して実施します。
　今年度の見学・応援などは、感染症拡大予防及
び生徒の健康安全の観点から、保護者のみの参加
とさせていただきます。
　地域の方々には誠に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）

有害鳥獣による農業被害対策について
　町が設置している鳥獣被害防止対策実施隊又は
猟友会では、農業被害対策のためイノシシやニホ
ンジカといった大型の有害鳥獣のわな捕獲を実施
しています。
　農業被害があった際は、有害鳥獣被害届の提出
をお願いします。被害届をもとにわなの設置及び
駆除などの対応を行うほか、被害面積や金額を集
計し今後の対策に役立てます。
　届出用紙は役場農林課、各支所、町内JA各支
店、JA営農経済センターで配布しているほか、町
ホームページでもダウンロードができます。

提出先　町内JA各支店、JA営農経済センター、役
場農林課（役場農林課では電話やFAXで
の提出も受付けします。）

問合せ　農林課農林振興班
　　　　（☎75－3654　FAX75－3661）

令和3年度歯と口の健康週間事業
中止のお知らせ

　例年６月に足柄上合同庁舎で実施されている
「歯と口の健康週間事業の歯科健診」は、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止、安全・安心な健
診の確保の観点から、今年度の開催を中止といた
します。

問合せ　（一社）足柄歯科医師会（☎74－1180）

❹

令和3年度 ニホンジカ管理捕獲について
　神奈川県自然環境保全センターでは、第4次神奈
川県ニホンジカ管理計画に基づき、次のとおりニ
ホンジカの管理捕獲を実施しますので、ご協力を
お願いします。
　
実施期間　６月２日（水）～26日（土）及び
　　　　　10月６日（水）～令和４年２月23日
　　　　　（水・祝）の主に水・土曜日
※年末年始（12月29日（水）～1月3日（月））は実施しません。
※実施中は、実施場所周辺に赤い幟と横断幕を掲
示します。

実施場所　主に丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
※山北町内においては、中川(大滝沢・白石沢・箱
根屋沢・細川沢・菩提沢周辺)、世附(大又沢)、
玄倉(仲ノ沢・熊木沢・箒杉沢周辺)

問 合 せ　神奈川県自然環境保全センター
　　　　　野生生物課（☎046－248－6682内線215）

のぼり

ワクチン接種日は
健康ステーションを利用できません
　５月20日（木）から、健康福祉センターで新型
コロナウイルスワクチン接種が開始されるため、
接種日の毎週木曜日は健康福祉センター１階の健
康ステーションがご利用できません。ご迷惑をお
かけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

ゴーヤ苗無料配布のお知らせ
　町では、地球温暖化防止対策の一環としてグリーンカーテンを推奨しており、町民の皆さんにゴーヤ苗
を無料で配布します。すだれ代わりに窓際で育ててみませんか。

対　　象　山北町在住の方
内　　容　１世帯につき３株と育て方マニュアルを環境課窓口でお渡しします（先着30世帯）
募集期間　５月24日（月）～28日（金）８：30～17：15
応募方法　役場環境課へ直接又は電話、FAXにてお申し込みください
※FAXでお申込みの方は、住所・氏名・電話番号をご記入のうえ、
　「ゴーヤ苗希望」と明記してください。
問合せ申込み　環境課生活環境班（☎75－3656　FAX76－4564）



公園を利用するみなさんへ
 新型コロナウイルス感染防止のため、マナーを
守ってご利用ください。
・密集、密接を避けてご利用ください
・風邪や発熱などの症状がある方は利用をご遠慮
ください
・手洗いなど、感染予防をお願いします

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

精神科医による精神保健福祉相談
　不眠、うつ、アルコール依存などのこころの不
調に関する相談を精神科医がお受けします。
※かかりつけの医療機関がある方は、そちらをご
　利用ください。
日　　時　６月８日（火）13：30～
　　　　　（事前予約制・１人１時間程度）
費　　用　無料
場　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　（開成町吉田島2489－2、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432・433）

入札結果４月中
落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）事　業　名担当課

令和３年度　山北町指定ごみ袋購入 越健産業株式会社 5,082,000円

3,707,000円

3,200,450円

3,003,000円

992,750円

4,018,300円

3,575,000円

2,915,000円

1,536,293円

982,300円

環 境 課

都市整備課

都市整備課

上下水道課

議会事務局

金子建設株式会社

令和３年度　
山北町議会会議録作成業務委託

神戸綜合速記株式会社
東京支店

令和３年度
直読式水道メーター器購入

愛知時計電機株式会社
神奈川出張所

令和３年度　
町道宿平山線待避所設置工事
土木積算システム等賃貸借
（長期継続契約） 株式会社ＪＥＣＣ

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。
問合せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

❺

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時　５月25日（火）14：00～16：00
場　所　役場４階　404会議室
※相談は、「相談支援センターりあん」の職員が
　お受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。

問合せ　福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）

ブロック塀の除却工事に係る
費用を助成します

　町では、倒壊の危険性のあるブロック塀の除却
工事を行なう所有者の方に、工事費用の一部を助
成しています。

補助対象　次の条件をすべて満たすものに限ります
　　　　　①町内に存在し、避難路など（※１）に面

していること
　　　　　②コンクリート造り、石造り、レンガ造

り、その他組造りであること
　　　　　③道路面からの高さが１m以上（擁壁の

場合は0.6m以上）であること
※１　小学校及び中学校への登下校のため児童及

び生徒が利用する通り抜けができる道路並
びに緊急輸送道路。

※補助金の請求については事前に申請が必要です。
　その他詳細につきましてはお問い合わせください。

助 成 額　工事費用の１/２（上限30万円）

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

よう



お詫びと訂正
　おしらせ版５月１日号２ページ「平和行進セレ
モニーのお知らせ」中、時間に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

【正】 役場正面玄関前　14：10～14：30
 小田原百貨店山北店入口前　14：40～15：00
【誤】 役場正面玄関前　10：10～10：30
 小田原百貨店山北店入口前　10：40～11：00

　広報やまきた５月号15ページ「今月の町の動
き」に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

【正】 5/23　西丹沢山開き
【誤】 5/22　西丹沢山開き

人権相談を開催します
　人権擁護委員がさまざまな人権相談を無料でお
受けします。相談の内容は固く守られますので、
安心してご相談ください。
※人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間
の人たちで、人権相談・人権啓発活動などを行っ
ています。

日　時　６月１日（火）13：00～15：00
場　所　役場４階　403会議室
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

６月８日（火）
午後（時間は個別に通知します）
健康福祉センター１階　多目的室１
平成30年３月～５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

月　　日
時　　間

場　　所

対　　象

内　　容

費　　用
持 ち 物

申込み方法

６月５日（土）
10：00～ 12：00（受付9：45～）
健康福祉センター３階
さくらの湯休憩室
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・赤ちゃんのお風呂［デモンストレ
　ーション・実習］
・新生児の育て方［講話］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル
予約制です。６月３日（木）までに
保険健康課健康づくり班へお申込み
ください。
※託児を希望する方は、５月28日（金）
までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間

場　　所

６月３日（木）
９：30～10：30
役場４階　404会議室
※受付は１階福祉課です。

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。

月　　日
受付時間

場　　所

６月１日（火）
９：30～10：30
役場４階　404会議室
※受付は１階福祉課です。

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

６月11日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
・乳幼児の計測（身長・体重）
・健康相談、栄養相談
・助産師による乳房ケア（予約制）
※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。申込み開始は
６月１日（火）からです。
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

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。

※令和２年度は対象年齢を０歳児と１歳児以降とに
分けて月２回開催していましたが、令和３年度は
対象年齢を分けず、月１回の開催としています。


