
確定申告個別相談会のお知らせ【予約制】
　町商工会では、令和３年分の所得税・消費税の確
定申告相談会を開催します。事業を営む方はもちろ
ん、不動産所得のある個人の方の相談も可能です。
月　日 ２月23日(水・祝）～26日（土）
　　　　３月６日（日）～11日（金）
時　間　各日とも10：00～12：00、13：00～15：00
※事前予約制です。
場　所　山北町商工会館２階　第１会議室
問合せ　山北町商工会（☎76－3451）

第67回町内一周駅伝競走大会中止のお知らせ
３月に開催を予定していた第67回町内一周駅伝

競走大会は、新型コロナウイルス感染症の終息が見
込めないため、参加者の皆さん及び関係者の健康・
安全を第一に考え、開催中止が決定しました。
大会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　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）
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やまきた駅前朝市中止のお知らせ
２月６日（日）に開催を予定していたやまきた

駅前朝市は、新型コロナウイルス感染症が再び拡
大していることから、中止といたします。
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）

　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。

山北町バレー祭中止のお知らせ
３月に開催を予定していた山北町バレー祭は、

新型コロナウイルス感染症の終息が見込めないた
め、参加者の皆さん及び関係者の健康・安全を第
一に考え、開催中止が決定しました。
　大会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　山北町スポーツ協会バレーボール部
　　　　湯川　英樹（☎080－5438－3471）

ゆ かわ ひで き

プレミアム付商品券
「くらし応援！！Ｄ５２（ゴーツー）商品券」の
利用期限が近づいています

　「くらし応援！！D52（ゴーツー）商品券」の利
用期限は２月28日（月）までです。期限を過ぎた
場合には利用できなくなりますので、お早めにご
利用ください。
利用期限 ２月28日（月）
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）
　　　　　（対応時間は平日9：00～16：00）

プレミアム付商品券発行など地域経済
関連施策へのアンケートへご協力ください
町では、令和３年度にプレミアム付商品券の発行
のほか、中小企業・小規模事業者等持続化支援助
成金、中小企業・小規模事業者等持続化補助金、
相談支援事業（商工会における無料相談会の実施）、
商工会費助成、観光協会費助成、観光協会員感染
防止対策物品配布事業を実施しました。これらの効
果検証のため、町ホームページ上でアンケートを実施
していますので、各施策をご利用になられた方は、
アンケートへのご回答にご協力をお願いします。

回答方法　専用ページからご回答
　　　　　ください（右の画像か
　　　　　らアクセスできます）
回答期限 ２月28日（月）
問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）



スポーツ施設利用の団体登録について
　令和４年度に町スポーツ施設の利用を希望する
団体の登録受付を開始します。
　受付期間内に登録をしないと、１年間該当する
施設の利用はできませんのでご注意ください。

対象施設　・川村小学校（グラウンド・体育館）
　　　　　・山北中学校（体育館・柔剣道場）
　　　　　・スポーツ広場
受付期間 ２月１日（火）～28日（月）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申請方法　登録申請書に記入のうえ、生涯学習課
　　　　　へ提出してください
※登録申請書は生涯学習課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。
問合せ申請先　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

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）
募集部屋・家賃

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　２月16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

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

No.
①
②
③

部屋番号
1 0 1号室
20 2号室
60 5号室

間取り（平米数）
3LDK（80.22㎡）
3LDK（72.23㎡）
2LDK（65.27㎡）

※入居世帯の合計所得により、家賃を決定します。
※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。
※詳細は、定住対策課に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　①・③：入居者決定まで随時募集中【先着順】
　　　　　　②：２月８日（火）～入居者決定まで【先着順】
※いずれも土・日曜日、祝日を除く。
※先着順のため、ご来庁時に受付を終了している場合があります。予めご了承ください。
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）



❸

わかりやすい医学講話
日　　時 ３月６日（日）13：30～15：30（開場13：00～）
場　　所　南足柄市文化会館 大ホール（南足柄市関本415－1）
内　　容　第１部　講演：がん・心臓病・脳卒中・呼吸器疾患の予防と怖いタバコの影響
　　　　　※新型タバコ（加熱式タバコ、電子タバコ）の最新情報についてもお伝えします。
　　　　　第２部　講義・実技：心臓・血管を若々しく保つエクササイズ
講　　師　第１部　横浜市立大学医学部教授　水嶋　春朔　先生
　　　　　第２部　かながわ健康財団 健康運動指導士　高垣　茂子　先生
費　　用　無料
申込み方法　かながわ健康財団に電話（平日９：00～17：00）又は申込みフォームから
　　　　　お申込みください。（右の画像からアクセスできます）
問 合 せ　かながわ健康財団（☎045－243－6933）
　　　　　足柄上医師会事務局（☎83－1800）

しゅんさくみずしま

たかがき　　しげ こ

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日 ２月15日（火）※雨天中止
行 き 先　松田町内
集　　合 ８：40　山北駅北口
費　　用　会員の方 190円 （交通費）
　　　　　新規入会の方 1,190円 （入会費・交通費）
※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 ２月10日（木）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

森林ボランティア参加者募集
町では、森林ボランティアの参加者を募集してい
ます。間伐作業などを通して、森林の大切さを感じ
てみませんか。

日　　時 ２月20日（日）９：00～12：00
場　　所　城山地区（集合：山北町役場）
内　　容　伐採体験
定　　員　若干名
持 ち 物　軍手、飲み物
※作業のできる服装でご参加ください。
申込み期限 ２月10日（木）
申込み方法　電話でお申込みください
※参加者には、「さくらの湯」無料入浴券をお渡し
　します。
※傾斜地での作業が困難な方は、ご家族などとご
相談のうえお申込みください。

※応募状況により参加できない場合があります。
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

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）

ひだまりカフェを開催します
　ひだまりカフェは、認知症の方やそのご家族、
地域の皆さんなど、どなたでも自由に参加して介
護や認知症についてのお話や相談をすることがで
きるカフェスタイルの交流の場です。お気軽にご
参加ください。

日　時 ２月25日（金）14：00～16：00
場　所　緑茶カフェ 茶ぁぼう（山北2767）
内　容 ・専門職への相談や参加者同士の情報交
　　　　　換など
　　　　・ジャンベ（アフリカの打楽器）演奏
　　　　　一緒に演奏もできます。
費　用 500円（お茶・お菓子代）
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
　　　　山北町地域包括支援センター（☎75－1941）

茶ぁぼう
山北駅

山北駅入口 岸入口

萩原バス停

駐車場

宮地国道246号線



≪人権行政相談≫
日　　時 ２月21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）

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（A地区第６期分）　　
●28日　　　　　　　
　固定資産税（第４期分）
　認定こども園・保育園保育料（２月分）
　幼稚園延長保育料（１月分）
　放課後児童クラブ負担金（２月分）
　介護保険料（第８期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第８期分）
　町営住宅使用料（２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
2月10日
（木）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

２月18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
２月１日（火）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。

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。

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。

２月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

「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 ２月９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、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。


