
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

伊藤整骨院

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の土用干しについて

　南足柄市及び松田町の一部、開成町に農地をお
持ちの方へのお知らせです。
　水稲育成のため文命用水路からの水門を閉めま
すので、ご協力をお願いします。
日　時　【一番干し】
　　　　７月１日（木） 17：00から
　　　　７月４日（日） 17：00まで
　　　　【二番干し】
　　　　７月15日（木） 17：00から
　　　　７月18日（日） 17：00まで
※ご不明な点は、電話でお問い合わせいただくか、ホーム
ページ（https://sakawa-ugan.or.jp）をご覧ください。
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）

❶

令和３年６月１６日発行 第７３５号
編集発行 山北町役場企画政策課
〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

☎０４６５－７５－１１２２㈹
ホームページhttps://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

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 ７月４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）

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　山下テラス住宅４号（2階建て・2DK）
　　　　　山下住宅６号（平屋・2DK）
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２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2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。
※内覧可能です。
※詳しくは、定住対策課へお問い合わせください。
申込み期間 ６月23日（水）～７月６日（火）
　　　　　（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 ７月下旬（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

　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。



地籍調査事業　現地調査にご協力を
　町では、令和３年度地籍調査事業を次のとおり
実施します。
　期間中は、地権者の方との立会いや測量業者に
よる立ち入り調査及び測量を行いますので、ご協
力をお願いします。対象となる地権者の方には詳
細を別途通知します。

実施期間 ７月～令和４年３月
場　　所　向原字尾先地区

問 合 せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

❷

空き家活用セミナーを開催します
～「これからの空き家活用」～

　空き家を有効に活用し、住み良い地域づくりを
進めるため、地域包括ケアシステムと連携した「こ
れからの空き家活用」の方策を学ぶセミナーを開
催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

日　　時 ７月23日（金・祝）
　　　　　14：00～16：00（受付13：30～）
場　　所　生涯学習センター　３階視聴覚ホール
内　　容　第１部　行政からの説明（山北町職員）
　　　　　第２部　講演「地域包括ケアシステムと
　　　　　　　　　連携した空き家の福祉的活用」
定　　員 30名（先着順）
参 加 費　無料
申込み期間 ７月１日（木）～22日（木・祝）
※定員に達し次第締切りとなります。
申込み方法　参加申込書に必要事項を記入し、FAX
　　　　　にてお申込みください
※参加申込書は、かながわ地域振興会
ホームページ（右の画像からアクセス
できます。）からダウンロードできるほ
か、定住対策課でも配布しています。

問合せ申込み　一般社団法人かながわ地域振興会
　　　　　（☎20－3876、FAX20－3847）

生涯学習活動の講師や指導者をお探しの方へ
～山北町生涯学習支援者バンクのご案内～
　町では、皆さんの生涯学習活動をより幅広く、
有意義なものにすることを目的として「生涯学習
支援者バンク」を設置しています。
　ご自身の趣味や知識、経験、技術を役立てたい
とお考えの方に支援者としてご登録いただき、利
用者に向けて、支援内容や連絡先などを役場窓口
やホームページで公開しています。
　生涯学習活動の講師や指導者をお探しの方はぜ
ひご利用下さい。

支援内容 ヨガ、ピラティス、親子体操、ソーラン
山北、ダンス、三味線、大正琴、尺八、
オカリナ、民謡、詩吟、日本舞踊、

　　　　　茶道、押し花、和紙人形、洋裁
※令和３年６月現在の内容です。
※支援者バンクへの登録希望者も随時
募集しています。申込み方法などに
ついては町ホームページをご覧くだ
さい。
　（右の画像からアクセスできます。）

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

第40回山北町
青少年健全育成大会を開催します
　学校・家庭・地域が一体となり次の時代を担う
青少年の健全育成を推進するため、青少年健全育
成大会を開催します。皆さんのご参加をお待ちし
ています。

日　時 ６月26日（土）
　　　　13：00～15：00（開場12：30）
※新型コロナウイルス感染防止のため、入場者数の
制限など対策を講じて開催します。ご来場の際
はマスクの着用などにご協力をお願いします。

場　所　生涯学習センター　
　　　　１階多目的ホール、３階視聴覚ホール
※会場を分散するため、視聴覚ホールにてライブ
　中継を行います。

内　容　・講演「我が人生高校野球50年を振り返る」
　　　　　（講師：横浜高校硬式野球部　元監督
　　　　　　　　　渡辺　元智　氏）

・令和3年度山北町「少年の主張」作文コ
ンクールの最優秀賞、特別賞受賞者の
表彰と作文発表

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

わたなべ もとのり



❸

令和３年度自衛官等募集案内

※新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程などが変更となる場合があります。
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24－3080）（小田原市栄町１－14－９ NTビル３F）

空き家・空き地の適正な管理についてのお願い
　町内の空き家・空き地について、「老朽化した放置空家の一部が吹き飛ぶ恐れがあり、危険だ」「草木
繁茂により害虫が発生し、対応に苦慮している」といった相談が相次いで寄せられています。空き家・
空き地の適正管理は所有者の責務です。お互いに住みよい町になるよう、ご自身の土地・建物は適正に
管理しましょう。

〇不適正な状態の空き家にしないために
　建物の老朽化などにより、瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れた、通行人がけがをした場合などは、
空き家の所有者が、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
・自分で管理できない場合は、知人や事業者などに管理を依頼しましょう。
・倒壊などの危険な状態にある空き家は、速やかに修繕、解体などを行いましょう。

〇草木は適正に手入れをしましょう
　雑草が繁茂した状態が続くと、野生生物や害虫の住処になる可能性があります。空き家・空き地であっ
ても、その土地・建物の所有者もしくは管理者に管理責任があります。近隣の方の迷惑にならないよう、
適正な管理をお願いします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

受付期間
（締切日必着） 試 験 期 日資　格募集種目

防衛大学校学生

１次　10月23日（土）
２次　12月15日（水）～17日（金）

７月１日（木）
～　　　

10月13日（水）
高卒（見込含む）
21歳未満

防衛医科大学校
医学科学生

１次　10月16日（土）
２次　11月27日（土）・28日（日）

７月１日（木）
～　　　

10月６日（水）
高卒（見込含む）
21歳未満

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

１次 ９月16日（木）～19日（日）
２次　10月９日（土）～24日（日）
※いずれか１日を指定されます。

７月１日（木）
～　　　

９月６日（月）
18歳以上
33歳未満一 般 曹 候 補 生

受付時にお知らせします年間を通じて実施
※事務所にお問い合わせください。

18歳以上
33歳未満自 衛 官 候 補 生

高卒（見込含む）
21歳未満航空

高卒（見込含む）
23歳未満海上

１次 ９月25日（土）
２次　10月30日（土）・31日（日）

９月５日（日）
～ 10日（金）

高卒（見込含む）
21歳未満

総合
選抜

９月25日（土）・26日（日）９月５日（日）
～ 10日（金）

同上（学校長が
推薦できる者）推薦

高卒（見込含む）
21歳未満一般 １次　11月６日（土）・７日（日）

２次　12月７日（火）～11日（土）
７月１日（木）

～　　　
10月27日（水）

７月１日（木）
～　　　

９月９日（木）
航 空 学 生

１次 ９月20日（月・祝）
２次　10月16日（土）～21日（木）
３次　（航空）
　　　11月13日（土）～12月16日（木）
　　　（海上）
　　　11月19日（金）～12月15日（水）



道路上に張り出している樹木の
管理についてご協力をお願いします！
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により
伐採などの管理をお願いしています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障となるほ
か、事故につながる恐れもあり大変危険です。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方は、次のような場合、樹木の伐採
又は枝払いをお願いします。

・道路、歩道へ樹木が張り出し、通行の支障となっ
ている又はその恐れがある場合

・倒木、折れた枝の落下などにより、通行の支障
となっている又はその恐れがある場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

ペット（犬・猫など）を
正しく飼いましょう！

　近年、ペットに関する苦情・相談が増加してお
ります。ペットを飼育する際は、マナーやモラル
を守り、近隣住民の皆さんが過ごしやすい環境づ
くりを心掛けてください。

○屋内飼育など、適正飼育を心がけましょう
　近隣トラブルを未然に防ぐためにも、屋内飼育
などに努め、敷地外でのトラブルを防ぎましょう。

○飼い主の変更があった際は届出を行いましょう
　新たに犬を飼い始めた際は登録の届出、飼って
いた犬の変更があった場合は登録変更の届出をし
てください。また、猫についても連絡先などを記
入した首輪をつけて、飼い主が分かるようにしま
しょう。

○避妊去勢手術を行いましょう
　飼うことができない子猫や子犬を増やさないた
めにも適正飼育に努め、避妊・去勢手術を受けさ
せましょう。

○最後まで責任を持って飼いましょう
　飼い主は、ペットがその一生を終えるまで飼育
するよう努める義務があります。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
路線バスをご利用ください

　町内で運行されている路線バスは、町民の皆さ
んの移動手段の１つとなる大切な生活交通です。
　利用者が少ないと、減便や、路線が休廃止とな
ることがあります。皆さんの生活を支える生活交
通を守るため、外出の際はバスをご利用ください。

問合せ　企画政策課企画政策班（☎75－3651）

合併処理浄化槽を設置しましょう
　衛生的で快適な生活と、河川や水路などの水環境の保全を図るために、合併処理浄化槽を設置しましょ
う。設置を希望される場合は、事前に上下水道課へご相談ください。
　また、下水道処理区域の方は、公共下水道に接続するようお願いします。

【合併処理浄化槽設置補助金について】
○共和・清水地域にお住まいの方へ
　家の建替えで、合併処理浄化槽を設置する場合や、単独処理浄化槽・汲み取りから合併処理浄化槽へ切
替えを行う場合には、町からの補助があります。

○三保地域にお住まいの方へ
　高度処理型合併処理浄化槽の設置を希望される方は、町が設置工事を行います。
　町が設置した高度処理型合併処理浄化槽については、維持管理は町が行いますが、設置の次の年度より
分担金、使用開始と共に浄化槽使用料の支払いが必要となります。

※補助金などについては、国の基準改定などにより変更となる場合があります。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

❹



入札結果５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
地籍調査事業測量等業務委託

三枝測量設計
株式会社 9,498,500円

11,462,000円

1,980,000円

1,955,800円

9,295,000円

10,901,000円

1,760,000円

1,514,480円

財 務 課

朝日航洋株式会社
横浜支店町民税務課

令和３年度　用紙（再生紙）一括購入 株式会社武書店会 計 課

土地評価業務委託（長期継続契約）

令和３年度
町営役野住宅解体撤去工事 静和建設株式会社定住対策課

※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

全日本ろうあ連盟創立７０周年記念映画「咲む（えむ）」上映会を開催します
　全日本ろうあ連盟創立70周年記念として、映画「咲む（えむ）」の上映会を開催します。
この映画は、「ろう者」とは、「きこえない」とは何かということ、そして、「手話言語」は魅力的で素
晴らしい言葉であること、ろう者独自の文化を広く伝え、ろう者の方々に夢を与えていくことをコンセプトに作
製しています。また、日本語字幕付き、音声ガイド（UDcast）対応となっています。ぜひご来場ください。

日　　時 ７月10日（土） 午前の部：10：30～（開場10：00）
午後の部：14：00～（開場13：30）

場　　所　大井町生涯学習センター　１階ホール（大井町金子1995）
費　　用　大人　1,200円、小中学生　500円（乳幼児無料）
※チケットは、事前にインターネット（右の画像からアクセスできます。）などで購入してください。
主　　催　足柄上郡ろうあ福祉協会
後　　援　大井町、大井町教育委員会、社会福祉法人大井町社会福祉協議会
問 合 せ　公益社団法人　神奈川県聴覚障害者協会
　　　　　（お問い合わせは、可能な限り、FAX又はメールでお願いします。）
　　　　　（☎0466－26－5467、FAX0466－26－5454、メールkana_d5454@rondo.ocn.ne.jp）

胃がん検診内視鏡検査が始まります
　胃がん検診は次の２種類になります。検診を希望される方は、お申込みください。

※年齢は令和４年３月31日時点。
※胃部内視鏡検査とは、口又は鼻から内視鏡を挿入して食道、胃、十二指腸の内部を観察する検査です。
　また、胃部内視鏡検査を受けた方は、来年度胃部レントゲン撮影を受けることはできません。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

胃部レントゲン撮影（バリウム）胃部内視鏡検査検査の種類

受 診 場 所

【健康福祉センター】
７月15日（木）～ 17日（土）
９月28日（火）～ 10月１日（金）

【清水ふれあいセンター】
７月18日（日）

【指定医療機関】
足柄上病院、飛彈クリニック、あじさい
内視鏡クリニック、石川医院、いのうえ
クリニック、奥津医院、佐藤病院、白鷗
医院、富士フイルム健康管理センター

対　象　者 50歳以上で偶数年齢の方 40歳以上の方

受 診 間 隔 ２年に１回 １年に１回

費　　　用 50～68歳 5,000円
70歳以上 2,000円

40～69歳 1,000円
70歳以上 無料



母なる川　酒匂川フォトコンテスト
写真募集

　酒匂川水系の美しさを伝え、環境保全の大切さ
を啓発するため、酒匂川水系を題材にした写真を
募集します。

応募期間 ７月１日（木）～９月７日（火）（必着）

応募方法 役場環境課などで配布する応募用紙に
必要事項を記入し、郵送又は持参して
ください

※入選された方は、ネガやデータなどの提出をお
　願いします。
※詳細については、お問い合わせください。

問 合 せ　〒250－8555　小田原市荻窪300
応 募 先　酒匂川水系保全協議会事務局
　　　　　（小田原市環境保護課内）（☎33－1481）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日

受付時間

場　　所
対　　象
費　　用

持 ち 物

７月６日（火）
９：30～
※対象の方へ個別に通知します。
健康福祉センター２階 多目的室２
令和２年５月～７月生まれの幼児
無料
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、
事前送付した問診票

１歳児歯科教室
　歯科相談、栄養相談を実施します。

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

内 　 容

費　　用
持 ち 物

申込み方法

７月７日（水）
９：15～９：30
健康福祉センター２階　多目的室２
おおむね生後8か月までの乳児と
その保護者
・離乳食について［講義］
・簡単な調理実習
大人１名100円（食材費など）
母子健康手帳
予約制です。７月２日（金）午前中
までに保険健康課健康づくり班へお
申込みください。

離乳食教室
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 ６月22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）

月　　日
受付時間

場　　所

７月１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

７月６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

７月９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
７月１日（木）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。


