
町営住宅の入居者を募集します
募 集 住 宅　新根下住宅402号室（4階建て・2LDK）
※申込者が多数の場合は選考を行います。
入居可能時期　12月下旬頃（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。
※ペットの飼育はできません。
申込み期間　11月８日（月）～19日（金）
　　　　　　（土・日曜日を除く）
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）
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秋季全国火災予防運動を実施します
　11月９日（火）～15日（月）の秋季全国火災予
防運動にともない、11月９日は、足柄上郡５町の
消防団と小田原市消防本部合同の防火パレードを
実施します。山北町消防団からは、第８分団が山
北町と開成町を巡回する予定です。
　町民の皆さん一人ひとりが防火に対する意識を
高め、火災から生命と財産を守りましょう。

　令和３年度全国統一防火標語
『おうち時間　家族で点検　火の始末』

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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　11月７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）

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）
募 集 部 屋　101号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　　506号室：3LDK（72.23㎡）
　　　　　　601号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　　605号室：2LDK（65.27㎡）
家　　　賃　55,000円～78,000円
※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。
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（所得の範囲に入らない場合
　　　　　　　はご相談ください）
　　　　　　・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）

　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。



山北町障害福祉ネットワーク
運営委員会委員を募集します

　町では、障がいのある方が住み慣れた地域で共に
生活し活動できる社会を実現するため、山北町障害
福祉ネットワーク運営委員会を開催しており、現在、
委員になっていただける方を募集しています。

任　　期　令和６年３月31日まで
※年１回開催する会議に参加していただきます。
※詳細はお問い合わせください。
募集人数　２名
募集条件　障がいのある方本人又はそのご家族
応募期限　11月30日（火）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
応募方法　福祉課窓口で配布している申込書に必要
　　　　　事項を記入し、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　福祉課福祉推進班
　　　　　（☎75－3644　FAX79－2171）
　　　　　（メール fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp）

人権講演会を開催します
　町では、人権の大切さを考えるために、毎年12
月の人権週間にちなんで人権講演会を開催してい
ます。多くの方のご来場をお待ちしています。

日　時　12月４日（土）
　　　　13：30～15：30（開場13：00）
※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。
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。
テーマ　今、こだますとき　～みすゞ さんのまなざし～
講　師　矢崎　節夫　氏
　　　　（金子みすゞ記念館館長、童謡詩人）
費　用　入場無料
※事前申込みは不要です。
※駐車場に限りがあります。公共交通機関の利用
　や乗り合わせでの来場にご協力ください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

国民年金保険料の控除証明書が送付されます
　年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告す
るための「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」が、11月上旬までに日本年金機構から順次
郵送されます。
※10月１日以降に今年初めて国民年金保険料を納
　付された方には、令和４年２月上旬に郵送され
　る予定です。

問合せ　日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
　　　　（☎0570－003－004）

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療
制度保険料納付額のお知らせを送付します
　令和３年中に国民健康保険税・介護保険料・後
期高齢者医療制度保険料を普通徴収（納付書によ
る納付又は口座引落し）で納付された方に、１月
下旬に確定申告などに使用する納付額のお知らせ
を郵送します。年末調整のために事前に必要な方
は、保険健康課保険年金班へご連絡ください。

※特別徴収対象者（年金天引き）で納付額のお知らせ
が必要な方は、１月中旬より年金保険者（日本年金機
構など）から郵送される源泉徴収票をご利用ください。

※非課税年金（遺族年金又は障害年金）から特別徴収され
ている方は、源泉徴収票が年金保険者から郵送されませ
ん。必要な方は、保険健康課保険年金班へご連絡ください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

❷

や ざき せつ お

ぐみの木近隣公園ドッグパーク
「わんわんテラス」が登録制になります
　「わんわんテラス」は、12月１日から登録制に
変更となります。ご利用される方は、申請書に必
要書類などを添えて事前に登録をお願いします。
○申請に必要なもの
・申請書
・犬の鑑札（令和３年度）
・狂犬病予防注射済票（令和３年度）
・申請者の住所が確認できるもの
・登録する犬の写真

※申請書は、都市整備課窓口で配布しているほか、
　町ホームページからもダウンロードできます。

問合せ提出先　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

巡回展「丹沢山麓イキモノ撮影記
～センサーカメラを仕掛けたら～」
　丹沢山麓の森に仕掛けたセンサーカメラで撮影し
た「イキモノ」の写真などを展示します。身近に棲
んでいる生き物たちの素顔をのぞいてみませんか。

開催日時　11月10日（水）～23日（火・祝）
　　　　　９：00～17：00
　　　　　（生涯学習センター休館日を除く）
場　　所　生涯学習センター　１階ロビー
問 合 せ　県立秦野ビジターセンター
　　　　　（☎0463－87－9300）

す



全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間について

　夫・パートナーからの暴力やストーカー被害な
ど、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るた
め、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週
間が実施されます。相談などがありましたら、「女
性の人権ホットライン」までご連絡ください。

実施期間　11月12日（金）～18日（木）
受付時間　８：30～19：00
※土・日曜日は10：00～17：00まで。
連 絡 先　女性の人権ホットライン
　　　　　（☎0570－070－810）
問 合 せ  横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、神奈川県弁護士会所属の弁
護士が、無料で相談をお受けします。

日　　時　11月24日（水）13：00～16：00
※予約制です。
※相談時間は相談者１人につき20～30分です。
受付場所　役場４階　403会議室
定　　員　５名（定員になり次第、締切ります）
申込み期間　11月２日（火）～17日（水）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　総務防災課庶務班へ直接又は電話にて
　　　　　お申込みください

問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動教室
月　　日　11月９日、16日、30日
　　　　　12月７日、14日、21日
　　　　　令和４年１月11日、18日、25日
　　　　　令和４年２月８日、15日、22日
　　　　　（全て火曜日）
時　　間　11：00～12：00（初回は10：20～）
場　　所　健康福祉センター３階　運動浴室
対　　象　町内在住で水中運動の経験が少ない成
　　　　　人の方
講　　師　健康運動指導士　
費　　用　１回800円（講師料、参加費、運動浴室・

さくらの湯利用料）
※詳細は、お申込みの方へ別途ご連絡します。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❸

食の安全・安心審議会委員を募集します
　県では、食の安全・安心の確保に関する重要事
項について審議する「神奈川県食の安全・安心審
議会」の審議委員を募集しています。多くの方の
ご応募をお待ちしています。

応募資格　県内に在住・在勤・在学の20歳以上の方
　　　　　（令和３年11月１日現在）
任　　期　令和４年１月１日～令和５年12月31日
報　　酬　あり
※詳細はお問い合わせください。
募集人数　３名
申込み期限　11月15日（月）
応募方法　郵送又はFAXで申込書など

を提出、若しくは申込み
フォーム（右の画像からア
クセスできます）からお申
込みください

※申込書は、県ホームページからダウンロードで
　きます。
選考方法　書類選考及び面接
問合せ申込み　神奈川県健康医療局生活衛生部
　　　　　生活衛生課食品衛生グループ
　　　　　（☎045－210－4940
　　　　　　FAX045－210－8864）

女性のための「新時代のリーダー」
育成セミナーの参加者を募集します
日　　時　令和４年１月26日、２月２日、16日
　　　　　13：00～17：00（全３回・全て水曜日）
開催方法　オンライン（Zoom®）
※参加に必要なカメラ付きの機器及びインターネット
　接続環境はご自身でご準備ください。
対　　象　係長・主任・サブリーダー相当職の女性
内　　容　変化に対応するしなやかさとスピード

感ある意思決定方法を学び、「私のリー
ダー像」を考える

講　　師　株式会社キャリア・ブリッジ　
　　　　　代表取締役兼キャリアコンサルタント
　　　　　片岡　裕子　氏
　　　　　キャリアコンサルタント　森安　みわ　氏
定　　員　30名
※申込み多数の場合は抽選を行い、12月24日（金）
　までに受講の可否をメールでお知らせします。
費　　用　2,100円
申込み期限　12月16日（木）
申込み方法　申込みフォーム（右の画像

からアクセスできます）から
お申込みください

問合せ申込み　県立かながわ男女共同参画センター
　　　　　（かなテラス）参画推進課
　　　　　（☎0466－27－2115）

もりやす

かたおか ゆう こ



YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日　11月16日（火）※雨天中止
行 き 先　丹沢湖紅葉めぐりコース
集　　合　８：30　山北駅北口
費　　用　会員の方 1,260円 （交通費）
　　　　　新規入会の方 2,260円 （交通費・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、健康保険証など
※マスクの着用をお願いします。
申込み期限　11月12日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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
●１日
町県民税（第３期分）
認定こども園・保育園保育料（10月分）
幼稚園延長保育料（９月分）
放課後児童クラブ負担金（10月分）
し尿処理手数料（第２期分）
国民健康保険税（第５期分）
介護保険料（第４期分）
後期高齢者医療制度保険料（第４期分）
町営住宅使用料（10月分）

●10日
上下水道使用料（B地区第４期分）

●30日
認定こども園・保育園保育料（11月分）
幼稚園延長保育料（10月分）
放課後児童クラブ負担金（11月分）
国民健康保険税（第６期分）
介護保険料（第５期分）
後期高齢者医療制度保険料（第５期分）
町設置型浄化槽使用料（９・10月分）
町営住宅使用料（11月分）

≪人権行政相談≫
日　　時　11月22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）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

11月12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。
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。

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

11月16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３月～４月生まれの幼児
令和元年９月～10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。

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。

11月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

３か月児健康診査
月　　日

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。


