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〒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
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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
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子育て世帯向け住宅
サンライズやまきたの入居者を募集します
募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
　　　　　１戸307号室：3LDK（80.22㎡）
※ペット飼育可の部屋です。
家　　賃 60,000円～75,000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２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
　　　　　③同居親族を有する方
　　　　　④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚

や婚約中の若年世帯など
※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 ６月８日（火）～21日（月）
　　　　　（土・日曜日を除く）
※受付時間は８：30～17：15です。
申込み方法　定住対策課で配付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 ７月下旬頃（予定）
＜随時募集中＞
募集部屋 506号室：3LDK（72.23㎡）
　　　　　601号室：3LDK（80.22㎡）
※詳細は、定住対策課へお問い合わせください。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

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 ６月６日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～９：00
※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
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）

やまきたブランド募集
　町の地域資源を活用した商品をブランド認定
し、多くの方に知っていただくため、次のとおり
やまきたブランドを募集します。

募集期間 ６月２日（水）～11日（金）
※認定審査会は、７月頃を予定しています。
申請条件　町の地域資源を活用しているもの
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課で配付している申請書に必

要事項を記入のうえ、お申込みください
※申請書は、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　商工観光課商工観光班
　　　　　（☎75－3646）

　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。



児童手当を受給されている方へ
～現況届のお知らせ～

５月31日現在、児童手当を受給されている方は
現況届の提出が必要です。
　現況届は、養育状況や収入状況を確認するため
の大切な書類です。現況届が未提出の場合、６月
分以降の手当が受給できなくなりますので、必ず
提出してください。なお、現況届用紙などは５月
下旬に受給者へ郵送しています。
　また、郵送により提出する場合は、必ず受給者
の健康保険証の写しを添えてください。

受付期間 ６月１日（火）～30日（水）
問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日 ６月15日（火）※雨天中止
行 き 先　河村城跡とその周辺
集　　合　健康福祉センター　９：00
費　　用　会員の方　無料
　　　　　新規入会の方　1,000円（入会費）
※初めて参加する方は、山北健康歩く会（YKA）に
入会する必要があります。

持 ち 物　昼食、飲み物、敷物、雨具、健康保険証
※マスクの着用をお願いします。
申込み期限 ６月11日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❷

令和３年２月福島県沖地震災害義援金の御礼
　令和３年２月に発生した地震災害の被災者に対し、町民の皆さんからいただいた義援金が、88,333円に
達しました。
　皆さんのあたたかいご協力に深く感謝します。
　なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支部を通じて被災地に送金させていただきます。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

敬老記念写真撮影のご案内
　町では、長寿をお祝いして、次の方を対象に記念写真の無料撮影を行い、贈呈します。
　令和３年９月15日時点で、１年以上町内にお住まいで該当する方は、６月11日（金）までに福祉課へ
電話でご連絡ください。

撮影の対象となる方

撮影日時　① ７月30日（金）　② ７月31日（土）10：00～16：00
※申込み時に、撮影希望日をお伺いします。申込み後、改めて撮影時間などのご案内を送付しますが、指
　定された日時の都合が悪い場合はご相談ください。
撮影場所　生涯学習センター　１階　ロビー
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

① ご長寿の方

令和３年９月15日時点で
80歳～88歳までの方

（昭和８年９月16日
～昭和16年９月15日生まれの方）

【ご注意】
　撮影は、１人につき１回のみです。
※来年度以降もご長寿の方に対する記念写真
の撮影は行う予定ですが、今年度撮影され
た方は来年度以降、撮影できません。

② ご長寿夫婦

令和３年９月15日時点で
結婚50年・60年・70年を迎えられるご夫婦
次の期間に結婚されたご夫婦
【結婚50年】
　　昭和45年９月16日～昭和46年９月15日
【結婚60年】
　　昭和35年９月16日～昭和36年９月15日
【結婚70年】
　　昭和25年９月16日～昭和26年９月15日
※婚姻届による婚姻期間だけではなく、事実
上夫妻として50年、60年、70年を経過し
ている方も対象となります。



土砂災害防止月間のお知らせ
　毎年６月は土砂災害防止月間です。
　町民の皆さんも、土砂災害から身を守るために
日頃からの備えをお願いします。

【土砂災害に備えて】
・自宅周辺の警戒区域を確認しましょう。
・避難所や避難路、危険箇所を確認しましょう。
・非常持出品を準備しておきましょう。

※令和３年４月に全戸配付した「山北町土砂災
害・洪水ハザードマップ」を参考にしてください。
　なお、ハザードマップは町ホームページからも
ご覧いただけます。

【警戒情報などに注意】
・大雨などの気象情報は、注意報＜警報＜特別警
報の順に危険度が高まります。
・土砂災害警戒情報は危険度が高まった際に発表
されるものです。土砂災害警戒情報が発表され
たら早めに避難しましょう。
・町から発令される避難情報に注意しましょう。

問合せ　避難指示など避難情報に関すること
　　　　　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
　　　　土砂災害警戒区域に関すること
　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

特設人権相談所のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点か
ら面接による相談に代え、電話やインターネット
による相談を受付しています。ご相談のある方は
各相談窓口にご連絡ください。

【電話による人権相談】
○みんなの人権110番（人権一般）
（☎0570－003－110）
○女性の人権ホットライン（女性の人権問題）
（☎0570－070－810）
○子ども人権110番（子どもの人権問題）
（☎0120－007－110）
○外国人人権相談（外国人の人権問題）
（☎0570－090－911）

【インターネットによる人権相談】
　法務省のインターネット人権相談受付窓口で
は、インターネットによる相談も受付けています
（右の画像からアクセスできます）。

問合せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　（☎045－641－7926）

在宅医療・介護連携支援センター
相談員を募集します

勤務場所 足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
　　　　 （足柄上病院内）（松田町松田惣領866－1）
募集人数 １名（随時募集中）
勤務時間　平日８：30～17：00（祝日・年末年始

を除く）
※研修会などのため時間外、休日勤務がある場合があります。
業務内容　足柄上地域の医療介護従事者と住民の

方々との連携強化を図るためのネット
ワークづくり、在宅医療・介護の普及
啓発のための講演会や研修会の企画・
立案・実施、相談業務など

賃　　金 足柄上医師会の規定に基づき支給します
（詳しくはお問い合わせください）

交 通 費　就業規則に基づき別途支給
応募資格 看護師（正・准）又は社会福祉士の資

格を有する方
必要経験　・医療、介護を通じた人材育成、地域
　　　　　　づくりに関心のある方
　　　　　・基本的なパソコン操作が可能な方
応募方法 履歴書（市販のもの）、応募資格の免許

証又は登録証などの写しを持参又は郵
送で提出してください

選考方法　書類選考及び面接
問合せ提出先　（一社）足柄上医師会（☎83－1800）
　　　　　〒258－0021　開成町吉田島580

小・中学校の教科書展示会を
開催します

　教科書展示会は、教科書の適正な採択に役立た
せるとともに、教育関係者の教科書研究、教科書
見本の効率的運用を図ることを目的として設けら
れた制度です。
　神奈川県教育委員会では、次のとおり小・中学
校の教科書を展示し、一般の方に公開します。

日　時 ６月11日（金）～30日（水）
　　　　９：00～17：00（土・日曜日を除く）

場　所　足柄上合同庁舎　本館２階
　　　　県西教育事務所足柄上指導課　教科書セ
　　　　ンター

展示物　・小学校用教科書
　　　　・中学校用教科書
　　　　・特別支援学校用及び小・中学校特別支
　　　　　援学級用教科書

問合せ　県西教育事務所足柄上指導課　
　　　　（☎83－5111　内線523）

❸
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「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

今月の納期
●10日　　　
　上下水道使用料（A地区第２期分）　　
●30日
　町県民税（第１期分）
　認定こども園・保育園保育料（６月分）
　幼稚園延長保育料（５月分）
　放課後児童クラブ負担金（６月分）
　下水道受益者負担金（一括納付又は第1期分）
町設置型浄化槽分担金（一括納付又は第1期分）
　町営住宅使用料（６月分）

「足柄乃文化」第48号を発刊しました
　山北町地方史研究会の機関誌「足柄乃文化」の
最新号です。
　今号は巻頭に河村新城跡発掘調査の写真を掲載
しているほか、町の近代産業、戦後の衛生史や関
東大震災時の川村役場、消防団、青年団の活動な
ど、多岐にわたり、町の歴史などに関する内容を
掲載しています。ぜひご覧ください。
　また、バックナンバーも購入できますので、お
問い合わせください。

販売場所　生涯学習課
価　　格 1,500円
問 合 せ 生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

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。

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
6月9日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

人権行政相談
日　　時 ６月21日（月）13：00～15：00
場　　所　役場４階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
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

※行政に対するお困りごとは、電話でも受付して
　います。「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）

「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんがいる子育て世代を対
象に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受け
たり、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 ６月９日（水）13：00～15：00
対　象　満１歳未満のお子様と保護者
　　　　（兄弟・姉妹も参加できます）
※町内在住の方のみとなります。
※予約不要・無料です。
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。

日　　時

場　　所

対　　象

持 ち 物

平日12：00～12：45（水曜日を除く）
樹こどもクリニック
（開成町吉田島4320－2）
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
ケート
※問診票、子育てアンケートは個別
　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
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問い合わせください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10か月～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで。
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。

６月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査


