
１０月開催予定
１９日（火）、２３日（土）、 ２６日（火）
２８日（木）、２９日（金）

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

神奈川県最低賃金改定のお知らせ
神奈川県最低賃金額　1,040円（時間額）

（28円引き上げ）
【発効日】令和３年10月１日

問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金室
　　　　（☎045－211－7354）

❶

令和３年１０月１６日発行 第７４３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/

メロディ放送の時間が変わります
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、11月から２月までの間16：00になります。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

【山北町パークゴルフ場10周年記念】
第６回山北町長杯パークゴルフ大会

開催日決定のお知らせ
　延期をお知らせしていました、第６回山北町長
杯パークゴルフ大会の開催日が決定しましたので
お知らせします。

日　　　時 11月11日（木）９：00～12：00
　　　　　　（受付８：30～）
場　　　所　山北町パークゴルフ場
定　　　員 72名（県内在住の方のみ）
参　加　料 １人1,000円（保険料など）
※表彰者には入賞商品のほか、山北町パークゴル
　フ場10周年記念の豪華賞品を用意しています。
プレー方法 ２ラウンド36ホール個人戦（男女別）
申込み期間 10月18日（月）～29日（金）
　　　　　　（土・日曜日を除く）
申込み方法 生涯学習課窓口で配布している申込

書に必要事項を記入のうえ、参加料
を添えてお申込みください。

※マスクの着用など新型コロナウイルス感染防止
対策をしてご来場ください。また、大会当日は
会場で検温を実施しますが、事前に自宅で体温
測定をお願いします。

主　　　催　山北町、山北町パークゴルフ協会
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）

　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。



第22回山北町産業まつり
開催中止のお知らせ

11月23日（火・祝）に開催を予定していました
第22回山北町産業まつりは、新型コロナウイルス
感染防止のため、開催中止が決定しました。
　開催を楽しみにされていた皆さんには大変申し訳
ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。

問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

公園の利用について
　近頃、公園の施設が壊されたり、ごみが散乱し
汚されたりする被害が見受けられます。
　公園は地域の皆さんの憩いの場です。皆さんが
いつでも気持ちよく使える公園であるよう、マ
ナーを守ってご利用ください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

（一社）足柄歯科医師会
地域医療連携室のご案内

～ご自宅・施設・病院で歯科診療、口腔ケアが受けられます～
　高齢の方、お身体の不自由な方で、次のような
悩みをお持ちの方、又はそのご家族の方はお気軽
にご相談ください。

・歯科医院への通院が困難になった
・入れ歯が壊れた、合わない
・お口でうまく食べられなくなってきた
・口内炎がよくできる
・口腔ケアを受けたい
・在宅で診療を受けたいが治療費が心配　など

問合せ　一般社団法人　足柄歯科医師会
　　　　足柄歯科医師会地域医療連携室
　　　　（☎・FAX 74－4185）

❷

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！～

　町では、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ています。築年数も浅く、駅から近
い物件で、入居者からは広々とした間取りで子育てがしやすいなどと好評をいただいています。
　町ホームページでは、部屋の中を360°カメラで撮影した様子を掲載しています。また、希望者には内覧
も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

募 集 住 宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）

家賃・募集部屋

※入居世帯の合計所得により、家賃を決定します。
※詳細は、定住対策課へお問い合わせください。
※部屋の間取りや360°カメラで撮影した部屋の様子は、右上の画像からアクセスできます。

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。

申込み期間　入居者決定まで随時募集中【先着順】
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

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）

部屋番号
101号室
506号室
601号室
605号室

No.
１
２
３
４

間取り（平米数）
3LDK（80.22㎡）
3LDK（72.23㎡）
3LDK（80.22㎡）
2LDK（65.77㎡）

家　　　賃
60,000円～ 75,000円
56,000円～ 70,000円
63,000円～ 78,000円
55,000円～ 68,000円



❸

野焼きについて
｢野焼き｣とは
　一般家庭や事業所から出るごみを屋外で燃やす行為のことを言います。

野焼き行為は危険です
　野焼き行為には、火災の危険性があるのはもちろんですが、ビニールやナイロンなど、プラスチック系
のものを焼却するときに発生するダイオキシン類と呼ばれる化学物質が煙となって人体に大きな影響を及
ぼしたり空気を汚す原因になったりするだけではなく、大量の黒煙や臭いが発生し、近隣の方々の迷惑に
もなります。

野焼きは違法行為
　現在、野焼き行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「神奈川県生活環境保全などに関する条
例」で原則禁止されており、違反すると５年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金（法人は１億円以
下）と重い罰則が課せられることがあります。ただし、公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又
は周辺地域の生活に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。

例外として認められている焼却行為など
○国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
○災害などの予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
○風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
○農業、林業を営むためにやむ得ないとして行われる焼却行為
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

　しかし、例外として認められている焼却行為であっても、周辺の生活環境を阻害する場合や苦情が寄せ
られるような場合は焼却の中止をお願いすることになります。風向きや時間帯、量を考え、周辺住民に周
知し理解を得るなど地域への配慮に心がけるようお願いします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

乳がん・子宮がん集団検診のお知らせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。令和元年度の受診状況にかかわらず受診を希望さ
れる方はお申込みください。
　申込みされた方には、11月末までに問診票を送付します。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指針で２年に１回が適切とされています。
※医療機関での検診を希望される方は、受診券を送付しますので、ご連絡ください。

※妊娠中又は妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方、65歳以上で身体障害者手帳１・２級をお持ちの方は申請に
より自己負担が免除されますので、事前に申請してください。
※マンモグラフィは国の指針に基づき40～49歳の方は２方向、50歳以上の方は１方向の撮影となります。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

対　象・自己負担額月　　日

12月16日（木）

令和４年
１月15日（土）

令和４年
２月４日（金）

受付時間

 9：00
10：30
13：00
14：30

場　　所

健康福祉
センター

【乳がん】
　視触診・マンモグラフィ（乳房X線検査）
　　40～69歳の方 2,000円
　　70歳以上の方 400円
【子宮がん（頸部検査）】
　　20～69歳の方 700円
　　70歳以上の方 無料
※年齢は令和４年３月31日が基準日です。

けい ぶ



山北からだすっきりプログラム
（令和3年度健康づくりステップアップ事業）
　新型コロナウイルスの影響で運動の機会が減っ
ている今、ご自宅で続けられる運動を覚えて健康づ
くりをしましょう。健康運動指導士が各日のテーマ
に沿った内容で紹介しますので、運動習慣づくりの
きっかけとしてぜひご参加ください。

日　　時 ①金曜コース 11月５日、19日、12月３日
②月曜コース 令和４年１月17日、31日、

  ２月14日
時　　間 10：00～11：30
場　　所　健康福祉センター２階　多目的室２ほか
テ ー マ １日目 足の指・裏を意識して正しい

姿勢で歩こう
　　　　　２日目　血行を良くして代謝をアップ
　　　　　３日目　座ったままでもできる簡単な運動
対　　象　・特定保健指導の動機づけ、積極的支

援対象者
　　　　　・健診などで所見のある方
　　　　　・生活習慣病などで治療中の方で主治

医の運動許可がある方
　　　　　・運動習慣のない方
　　　　　・原則３日間参加できる方
費　　用　無料
申込み方法 健康福祉センター窓口又は電話にてお
　　　　　申込みください
※お申込みの方には個別に案内を送付します。
問合せ申込み 保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

悪質訪問業者に注意しましょう！
　最近、町内において「水道管の点検のため自宅
内を確認させてほしい」などと言って、業者が突
然訪問する事案が発生しています。
　町では、個人宅建物内の点検を業者に依頼する
ことはありません。建物外の漏水点検やメーター交
換を町から業者に依頼して実施する場合は、事前に
通知又はご連絡をしていますのでご注意ください。

【不審者が現れたら】
　・水道事業の関係者だと思っても、簡単に宅内
　　へ入れないでください
　・身分証明書の提示を求めてください
　　（相談先）松田警察署（☎82－0110）

【契約をしてしまいお困りの方】
　・クーリングオフ制度などにより契約を解除で
　　きる場合がありますので、詳しくは南足柄市
　　消費生活センターにお問い合わせください。
　　（相談先）南足柄市消費生活センター
　　　　　　　（☎71－0163）

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

❹

デマンドタクシー試行運行のお知らせ～清水・三保地区にて実施しています～
　町では、清水地区と三保地区にお住まいの方を対象に10月１日からデマンドタクシーの試行運行を実施
しています。デマンドタクシーとは、利用者の方に事前に予約をしていただき、ご自宅などから希望する
場所まで送迎するものです。日ごろの買い物や通院などの際に利用してみませんか。予約方法などの詳細
は、９月16日に清水・三保地区へ全戸配布したチラシ又は町ホームページをご確認ください。

運 行 期 間 10月１日（金）～12月27日（月）（土・日曜日、祝日を除く）
運 行 時 間 ８：15～16：30
運行エリア　町内全域（町外への利用はできません）
利用できる方　清水・三保地区に在住で、介助なしで乗降できる方
※小学生未満の方は保護者の同伴が必要です。
※通勤・通学などによる常態的な利用はご遠慮ください。
利　用　料　試行運行のため、無料
予約可能期間　利用希望日の１週間前から前日の12時まで（休日の場合は直近の平日）
※先着順となります。
予約受付時間　平日８：30～17：00（土・日曜日、祝日を除く）
予 約 方 法　清水地区の方は清水支所（☎77－2404）、三保地区の方は三保支所（☎78－3006）に電話

で予約してください
問　合　せ　企画政策課企画政策班（☎75－3651）



入札結果９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　水源環境保全・再生市
町村補助金事業　町有林整備工事 有限会社 宮本林産 3,073,400円

3,949,000円

3,069,000円

1,298,000円

農 林 課

株式会社 技研コン
サルタント関東本社都市整備課 令和３年度　D52軌道延伸工事に伴

う地質調査業務委託
※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）

2021 Child & Family Art
あしがらアートの森 with 森の大地祭を

開催します
日　時 11月20日（土）、21日（日）
　　　　10：00～16：00

場　所　県立足柄ふれあいの村
　　　　（南足柄市広町1507）

内　容　・絵画展「あしがらアートの森・世界は
　　一つの美術展」（入場料無料）
・「森のワークショップ」
　（材料費がかかります）
・「森のレストラン・森のショップ」ほか、
地元野菜販売、音楽生演奏

問合せ NPO法人あしがらアートの森
　　　　代表　中野　裕一（☎090－5761－5548）

行政相談所を開設します
10月18日（月）～24日（日）の行政相談週間に
伴い、次の日程で役場内に行政相談所を開設しま
すので、この機会にお気軽にご利用ください。

日　時 10月20日（水）13：00～16：00
場　所　役場４階　403会議室
内　容 行政機関の業務などについて、苦情や業

務運営の改善を求める意見・要望の相談
に応じ、問題解決のお手伝いをします

※相談は無料で、秘密は守られます。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談員と
　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を
　お受けします。
問合せ　総務防災課庶務班
　　　　（☎75－3643）

❺

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集のお知らせ

※自衛官候補生は、通年募集しています。

問合せ　自衛隊神奈川地方協力本部　小田原地域事務所（小田原市栄町１－14－９ NTビル３F）
　　　　（☎24－3080）

応募資格 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子
※中学校長の推薦などが必要。 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子

受付期間 11月１日（月）～12月３日（金） 11月１日（月）～令和４年１月14日（金）

令和４年１月８日（土）～11日（火）
のうち、指定された１日

第１次試験　令和４年１月22日（土）、23日
　　　　　　（日）のうち、指定された１日
第２次試験　令和４年２月３日（木）～ 6日
　　　　　　（日）のうち、指定された１日

試験期日

通信制高等学校に入学し（身分は特別職国家公務員（生徒））、手当の支給を受けながら
高等学校教育などを受け、生徒課程修了時には高等学校の卒業資格を取得できます。

教育及び
卒業資格

推　　　薦 一　　　般

ゆういちなか の



TEL＆FAX 0465-75-0138
お問い合わせ・ご予約は、 大谷スポーツまで

《入学用品予約受付中》
　山北中学校指定の（制服・体操服・カバン・上ばき）が
一度の試着で全て揃います。
制服一式ご注文のお客様には、特典としてYシャツ

１枚サービス致します。
　ご予約は、電話かFAXで結構です。
プレミアム商品券を使用されるお客様は、お早めに

お申し込み下さい。

❻

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
11月10日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

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 10月26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）

「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
月　時 11月10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。

月　　日
受付時間

場　　所

11月４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

11月２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）

離乳食教室のお知らせ
月　　日 11月10日（水）
受付時間 ９：15～９：30
場　　所　健康福祉センター２階　多目的室２
対　　象 おおむね生後８か月までの乳児とその
　　　　　保護者
内　　容　・離乳食について〔講義〕
　　　　　・簡単な調理実習
費　　用　大人１名　100円（食材費など）
持 ち 物　母子健康手帳
申込み方法 予約制です。11月５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

問合せ申込み 保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


