
成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、令和４年１月９日（日）に開催する成
人式（第２部）の実行委員を募集しています。

対　　象　町内にお住まいで、平成13年４月２日か
　　　　　ら平成14年４月１日までに生まれた方
内　　容　成人式第２部の企画・運営など（会議に
　　　　　４回程度出席していただきます）
募集人員　若干名
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

※駐車場に限りがありますので、車での来園はご
　遠慮ください。
※詳細は、次の連絡先までお問い合わせください。

問合せ　幼稚園については、岸幼稚園（☎75－1145）
　　　　向原保育園（☎75－1146）
　　　　やまきたこども園（☎75－1530）
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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
～山北駅から徒歩１分の好立地！～
募 集 住 宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
　　　　　　１戸605号室：2LDK（65.27㎡）
家　　　賃　55,000円～68,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃を決定します。
申込み期間　９月８日（水）～（先着順）
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
＜随時募集中＞
募 集 部 屋　307号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　　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。
【共通内容】
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）
主な入居資格　・入居者と同居親族の令和２年の月

　所得額が158,000円以上487,000
　円以下の方

　　　　　　・町内、町外を問いません
　　　　　　・同居親族を有する方
　　　　　　・18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
※月所得額とは、年間所得金額から定められてい
　る額を控除し、12か月で割った額です。
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
※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。
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　９月５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）

令和3年度幼稚園・保育園・こども園
運動会について

　町立幼稚園・保育園・こども園では、次の日程
で運動会を開催します。例年、来年度に入園を希望
されるお子さんが参加できるプログラムを実施してい
ましたが、今年度は新型コロナウイルス感染防止対
策として実施を見送りますのでご了承ください。

月　　　日園　　名
９月25日（土）
※雨天時９月27日（月）まで順延。
※今年度は合同により岸幼稚園
　で開催します。

岸 幼 稚 園
三保幼稚園

９月25日（土）
※雨天時10月２日（土）に延期。向原保育園

９月25日（土）　
※雨天時10月２日（土）に延期。

や ま き た
こ ど も 園

　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年度敬老のつどい　中止のお知らせ
　９月12日（日）に開催を予定していました「敬
老のつどい」は、緊急事態宣言が延長されたため、
中止とします。

敬老祝金について
　町では、長年にわたり社会に尽くされてきた方々の
長寿をお祝いするため、８月中旬に次の金額の町商
品券をお送りしました。

敬老祝金の対象者及び金額
・喜寿 （77歳） 町商品券 5,000円分
・傘寿 （80歳） 町商品券 5,000円分
・米寿 （88歳） 町商品券10,000円分
・卒寿 （90歳） 町商品券10,000円分
・白寿 （99歳） 町商品券20,000円分
・百寿 （100歳） 町商品券50,000円分
・町内最高齢者  町商品券50,000円分

※年齢基準は９月15日現在。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」
～屋外広告物の手続きを忘れずに～
　良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外
広告物の表示・設置に関しては、神奈川県屋外広
告物条例に基づき町へ申請し、許可を受ける必要
があります。屋外広告物を表示している方や表示
を予定している方は、許可手続きの必要があるか
確認し、該当する場合には申請をお願いします。

屋外広告物とは
　次の要件を全て満たすもの
　・常時又は一定の期間継続して表示されるもの
　・屋外に表示されるもの
　・公衆に表示されるもの
　・看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広
告板、建物その他の工作物に掲出・表示され
たもの並びにこれらに類するもの（広告物を
掲出する物件を含みます）

※許可は一部を除き３年更新（自動更新ではありません。）
で、手続きの際に手数料の納付が必要となります。
※神奈川県屋外広告物条例については、神奈川県の
ホームページ（「かながわの屋外広告物」で検索して
ください）をご覧ください。

※地域により基準が異なり、手続きが不要な場合もあ
りますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

下水道に接続しましょう
　毎年９月10日は、下水道の全国的な普及を啓発
する「下水道の日」です。
　町では、公共下水道の整備を行い順次接続でき
るエリアを拡大しています。山北・岸・向原・平山
地区で公共下水道の供用が開始されている地域に
お住まいの方は、下水道への接続をお願いします。
　下水道は、美しい自然や快適な生活環境を守る
大切な役割を果たしています。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。　　　　　　　　　　　

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

やまきた健康スポーツ大会の中止及び
代替イベントの開催について

　10月３日（日）に開催を予定していました第19
回やまきた健康スポーツ大会は、新型コロナウイ
ルス感染防止のため中止が決定しました。
　なお、10月に代替イベントを検討しています。
詳細は、次号以降の広報やまきた・おしらせ版や
町ホームページに掲載を予定していますのでご確
認ください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

町営住宅の入居者を募集します
募 集 住 宅　原耕地住宅５号（2階建て・2DK）
　　　　　　（内装改修済み）
申込み期間　９月８日（水）～（先着順）
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※同日に複数の申込みがあった場合は選考を行います。
＜随時募集中＞
募 集 住 宅　山下テラス４号（2階建て・2DK）
※詳細は、定住対策課へお問い合わせください。
【共通内容】
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）
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、年間所得金額から定められてい
る額を控除し、12か月で割った額です。
※ペットの飼育不可。内覧可能です。
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
※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。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

❷



❸

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影響が長期化していることを受け、町民の生活支援と消費を喚
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（7,500円分の商品券を5,000円で販売します）
※１冊の内訳は共通券（1,000円券）５枚と店舗限定券（500円）５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。
申込み期限　９月22日（水）必着
※「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お申込みください。
申込み方法　インターネット（町ホームページ内専用フォーム）又ははがき（郵送
　　　　　　もしくは専用ポストへ投函）にてお申込みください
＜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
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（支払いは現金のみです）
購入可能数　１人最大10冊まで（町内在住又は在勤の方のみ購入できます）
販 売 期 間　９月下旬～ 12月28日（火）
※引換券到着後、購入が可能です。
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）
利用可能期限　令和４年２月28日（月）
利用可能店　山北町プレミアム付商品券取扱い店舗（取扱い店舗にはステッカーが掲出されています。）
※詳細は、町ホームページ又は本紙と同時に全戸配付するパンフレットをご覧ください。
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）

東名高速道路リニューアル工事のお知らせ
　９月６日（月）０時から12月17日（金）24時まで、東名高速道路でリニューアル工事を実施します。このため、
工事箇所周辺の道路を工事用車両が１日約10～20台通行します。また、日中にはコンクリートの取り壊しなどで
工事箇所から作業音が発生する場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

※詳細は、工事専用ホームページ（https://tomei-info.com/）をご覧ください。
問合せ　中日本高速道路㈱ 東京支社 御殿場保全・サービスセンター 更新工事担当
　　　　（☎0550－82－3100）※対応時間は平日９：00～17：00です。
　　　　新東名対策室新東名対策班（☎75－3655）
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YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　日　９月21日（火）※雨天中止
内　容　運動公園（南足柄市）の周辺を歩こう
集　合　９：00　福沢神社（南足柄市怒田1912）
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、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　９月17日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

《人権行政相談》
日　　時　９月21日（火）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）

❹

「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（Ｂ地区第３期分）　　
●30日　
　認定こども園・保育園保育料（９月分）
　放課後児童クラブ負担金（９月分）
　国民健康保険税（第４期分）
　介護保険料（第３期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第３期分）
　町設置型浄化槽使用料（７・８月分）
　下水道受益者負担金（第２期分）
　町設置型浄化槽分担金（第２期分）
　町営住宅使用料（９月分）

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。

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
９月８日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

９月14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６月～８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

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。

９月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

３か月児健康診査
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。

１歳６か月児・２歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

９月21日（火）
午後（時間は個別にご案内します）
健康福祉センター１階　多目的室１
令和２年１月～２月生まれの幼児
令和元年７月～８月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、子育てアン
ケート、お子さんの歯ブラシ

※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。


