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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　10月３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）

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－ALERT）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 10月６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）

ジェイ アラート

　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4年山北町成人式のご案内
　町では、令和４年山北町成人式を次のとおり開
催します。令和３年10月１日時点で町内に住民登
録のある新成人の方については、12月中に案内状
を送付します。なお、町内に住民登録のない方
で、町の成人式に参加を希望される方は、生涯学
習課へご連絡ください。

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～）予定
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
※新型コロナウイルス感染症の状況により、急遽
　予定が変更となる場合があります。
問合せ 生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

きょ

稚児行列に参加しませんか
　種徳寺（堂山）では、お子さんの健やかな成長
を願って次のとおり稚児行列を行います。大勢の
方のご参加をお待ちしております。

＜日　時＞令和４年４月29日（金・祝）
　　　　　12：30～13：30

＜場　所＞堂山地区内

＜対　象＞おおむね２歳以上10歳までのお子さん

＜募集人数＞50名程度

＜費　用＞１名5,000円（衣装代・着付け代・化
粧代・記念品代・記念写真代など）

＜申込み期日＞令和３年12月31日（金）

＜申込み方法＞種徳寺まで電話にてお申込みください

＜問合せ＞種徳寺（☎75－1412）山北町山北363

※詳しくは、種徳寺までお問い合わせください。

ぎょうれつち　ご



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101号室：3LDK（80.22㎡）
家　　　賃 60,000円～75,000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24日（金）～（先着順）
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

＜随時募集中＞
募 集 部 屋 506号室：3LDK（72.23㎡）
　　　　　　601号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　　605号室：2LDK（65.77㎡）
※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）

❷

町営駐車場利用者を募集します
対 象 地　山北駐車場（山北1425－4）
駐車区画　４区画（屋根・照明付）
利 用 料　月額5,500円
※満車になり次第、受付を終了します。
問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）

山北駅

上清水
バス停

JR東海御殿場線 至東山北→←至谷峨

NPO法人KOMNY
やまなみ工芸

やまきたこども園

観音堂

山北駅前
交差点

山北町消防団
第２分団詰所

対象地

「山北町文化財めぐりウォーキング」
参加者募集

　山北町文化財保護委員の解説のもと、かつて御
殿場線が複線だった頃のトンネル跡や石仏など自
然を感じながら文化財を歩いてめぐります。ぜ
ひ、ご家族・お仲間でご参加ください。

日　　時 10月24日（日）9：15～13：00
※雨天の場合は10月31日(日)に延期します。
※緊急事態宣言の動向により、やむを得ず中止・
　変更となる場合があります。
集　　合 JＲ御殿場線谷峨駅
解　　散　鉄道公園
行　　程　歩行距離　約７km

JＲ御殿場線谷峨駅
→武尾本家資料館〈見学30分〉
→酒匂川第２橋梁の橋台
→瀬戸堰→瀬戸地区の石仏〈解説10分〉
→酒匂川第１橋梁の橋台→線守稲荷
→箱根第２号トンネル
→箱根第１号トンネル
→川入堰石碑→萩原地蔵堂〈解説10分〉
→瀬戸堰穴口→鉄道公園〈解説10分〉

定　　員 県内在住の小学生以上の方20名（先着順）
※小学生は保護者の同伴が必要です。
費　　用 100円（保険料）
持 ち 物　飲み物、筆記用具
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクな
　どの着用をお願いします。
※動きやすい服装や靴でご参加ください。
申込み期間 ９月21日(火)～10月12日(火)
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法 生涯学習課窓口へ直接、又は電話でお
　　　　　申込みください
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

りょう

せぎ

山北町パークゴルフ場
オープン10周年記念プレゼント
　皆さんのおかげで、山北町パークゴルフ場は令
和３年10月１日でオープン10周年を迎えます。
10周年を記念し、10月１日から31日にご来場

された方へ、数量限定でオリジナルグリーンマー
カーをプレゼントします。ぜひ、ご来場ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）
　　　　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）



❸

インフルエンザ予防接種のお知らせ
　町では、インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。希望される方は医療機関で接
種を受けてください。

対　　　象　町内に住民登録があり、次の①又は②に該当する方
　　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害があり、身体障害者手
　　　　　　　帳１級に相当する方

接 種 期 間 10月１日（金）～ 令和４年２月28日（月）

接 種 場 所　足柄上医師会及び小田原医師会に属する医療機関
※その他の医療機関での接種をご希望の方は、保険健康課健康づくり班までお問い合わせください。

接 種 回 数 １回のみ

自己負担額 1,500円
※生活保護受給者及び中国残留邦人など支援給付受給者は無料です。
　受給していることがわかるものを医療機関で提示してください。

持　ち　物　健康保険証

接 種 方 法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接種を受けてください
※医療機関によっては予約不要の場合もあります。

問　合　せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

令和3年度やまきた町民文化祭
中止のお知らせ

　おしらせ版８月１日号にて、11月開催予定の町
民文化祭一般参加者募集の記事を掲載しました
が、今年度のやまきた町民文化祭（展示発表会、芸
能発表会）は、新型コロナウイルスの感染拡大や
医療のひっ迫状況を踏まえ、中止が決定しました。
　準備を進めていただいている皆さん、楽しみに
されていた皆さんにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願いします。

問合せ　町民文化祭実行委員会事務局
　　　　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

軟式野球大会参加チーム募集
月　　日 10月31日（日）、11月７日（日）、
　　　　　11月14日（日）、11月21日（日）
※予備日は、11月28日（日）、12月５日（日）です。
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険に加入しているチーム
参 加 費 10,000円
申込み期限 10月14日（木）
※代表者会議を10月15日（金）19：00から生涯
学習センター２階第１会議室で行いますので、
申込みチームは必ず出席してください。

問合せ申込み　山北町スポーツ協会野球部
　　　　　湯川　靖法（☎090－8489－9403）

やまきた健康スポーツ大会
代替イベントの開催中止のお知らせ
　おしらせ版９月１日号にて、第19回やまきた健
康スポーツ大会の代替イベントの記事を掲載しま
したが、新型コロナウイルスの感染拡大や医療の
ひっ迫状況を踏まえ、開催中止が決定しましたの
でお知らせします。
　なかなか外出できない状況ではありますが、コ
ロナ禍でも自身の健康や体力づくりのため、定期
的に運動に取り組みましょう。

問合せ　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・パラリンピック
バッジを配布します

　東京都より東京2020大会のバッジ（マグネット
式）が提供されましたので、希望される町民の皆
さんへ配布します。配布は１人１つずつとし、な
くなり次第終了となりますのでご了承ください。

配布場所　役場１階町民税務課
　　　　　清水・三保支所
　　　　　生涯学習センター
　　　　　健康福祉センター

問 合 せ　企画政策課企画政策班（☎75－3651）
ゆ かわ やすのり



❹

介護予防事業　ブナの木塾
（高齢者向け体操教室）開催のお知らせ
　誰でも年齢を重ねればだんだんと足腰が弱く
なっていくもの…。普段からの運動が大切という
ことは理解していてもなかなか続かない…。この
機会に運動習慣を身につけてみませんか。

月　　日 11月２日～令和４年２月22日の毎週火
　　　　　曜日（全14回）
※祝日・年末年始は除きます。
時　　間 13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　町内在住で65歳以上の方
内　　容 健康運動指導士によるストレッチや筋

力アップを兼ねた体操
※１回目と13回目に体力測定を実施します。
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの
　着用などをお願いします。また、会場で体温測
　定を実施します。
定　　員　15名
※応募者多数の場合は抽選となります。
利 用 料 １回200円（最終日に集金します）
申込み期限 10月１日（金）
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

９月20日～26日は動物愛護週間です
　「動物の愛護及び管理に関する法律」では、毎年9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。こ
れは、命ある動物の愛護と適正な飼育について国民の関心と理解を深めるために設けられたものです。
　家庭に心のやすらぎとあたたかなふれあいをもたらすペットたち。彼らにとって、飼い主は生きてい
くための唯一のよりどころです。だからこそ、飼い主は、ペットに愛情を注ぐだけでなく、家族の一員
として最後まで責任を持って飼い続ける覚悟が必要です。
　この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動物について、もう一度考えてみませんか。

・周辺の人に迷惑をかけないよう、しつけを行いましょう。
・迷子に備え、鑑札・名札・マイクロチップなどをつけましょう。
・むやみに繁殖させないようにしましょう。
・災害に備え、えさの備蓄などをしましょう。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

ポールウォーキング教室参加者募集
　専用ポールを持って歩く「ポールウォーキング」
は姿勢が安定し、安全に効率よく全身運動をする
ことができます。今回は、２日間コースの教室を
開催します。初めての方もぜひご参加ください。

月　　日　①月曜コース　10月４日、18日
　　　　　②水曜コース　10月６日、20日
時　　間 13：30～15：30
集合場所　健康福祉センター
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受
　　　　　　けていない方
　　　　　・両手でポールを持って歩くことがで
　　　　　　きる方
　　　　　・原則２日間参加できる方
内　　容 １日目・ポールの使い方について
　　　　　　　　・健康福祉センター周辺のウォー
　　　　　　　　　キング
　　　　　２日目・健康福祉センター～洒水の滝往復
講　　師　村上　政司　氏（日本ポールウォーキ
　　　　　ング協会マスターコーチ）　
定　　員　各コース10名
※ポールをお持ちでない方は無料で貸出します。
※雨天時は延期又は中止とします。
※お申込みいただいた方には個別に詳細をご案内
　します。
申込み期限 ９月30日（木）
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

しゃすい

むらかみ まさ し



公益財団法人神奈川県市町村振興協会

入札結果８月中
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　山北町転倒骨折予防
教室業務委託 1,488,300円

1,003,200円

1,245,090円

696,960円

保険健康課

落札事業所名

Best Balance
株式会社

セコム 株式会社保険健康課 自動体外式除細動器（AED）賃貸借
（長期継続契約）

※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）

山北町農業委員会では
農地パトロールを実施しています！
　山北町農業委員会では、農地の利用状況や遊休
農地を把握するため、9月から10月にかけて農地
パトロール（利用状況調査）を実施しています。
　農業委員及び農地利用最適化推進委員が農地内
に立ち入ることがありますので、ご理解、ご協力
をお願いします。

農地の適正な管理をお願いします！
　農地が遊休化すると雑草、雑木が繁茂し、病害
虫や火災の発生原因となるおそれがあるほか、鳥
獣の住処になるなど、周辺農地や近隣住民に多大
な迷惑がかかってしまいます。農地をお持ちの方
は、定期的に草刈りや除草を行うなど、適正な管
理をお願いします。

問合せ　山北町農業委員会
　　　　（農林課内）
　　　　（☎75－3654）

❺

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）

水路の堰板撤去のお願い
　台風シーズンとなり、大雨が発生する可能性が
高まっています。近年ではその頻度や雨量が非常
に多くなっているため、特に注意が必要です。
　大雨の際、水路に堰板を設置していると、水路
から水が溢れ、近隣の宅地や畑などに被害を発生
させてしまうおそれがあります。水路に堰板を設
置している方は、大雨が予想される場合には必ず
堰板を取り除いてください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

せきいた

地区水道や井戸水を使用している方へ
　下水道に接続し、地区水道や井戸水を使用して
いるご家庭で、世帯人数に変更があった場合や地
区水道、井戸水の使用を中止した場合は、上下水
道課へ届け出をお願いします。届け出がされない
と、下水道使用料の変更や中止処理ができません。
　また、現在届け出をされていない場合は、速や
かに上下水道課までご連絡ください。

問合せ　上下水道課管理班
　　　　（☎75－3645）



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
時　　間

場　　所

対　　象

内　　容

費　　用

持 ち 物

申込み方法

10月２日（土）
10：00～12：00（受付９：45～）
松田町健康福祉センター
（松田町松田惣領17－2）
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［講話・演習］
・新生児の育て方　［講話］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル、
歯ブラシ、コップ、手鏡
予約制です。９月30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、９月24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。 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 ９月28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

10月５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。

月　　日
受付時間

場　　所

10月７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。

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

10月８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
10月１日（金）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。

月　　日

受付時間

場　　所
対　　象
費　　用

持 ち 物

10月５日（火）
午前中
※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８月～10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。

未来への約束を、公正証書が守ります
―10月1日～7日は「公証週間」―
　公証制度とは、契約や遺言の際に、法務大臣の
任命した公証人が公文書である公正証書を作成し、
後日のトラブル防止と取引の安全や遺言の完全な
実現を図る制度です。
　相談は無料で、各公証役場で行っています。詳
しくは、公証役場又は横浜地方法務局までお問い
合わせください。

問合せ　小田原公証役場（☎22－5772）
　　　　横浜地方法務局（☎045－641－7461）


