
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
～山北駅から徒歩１分の好立地！ペットの飼育もできます！～

　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。事前にご連絡をいただければ土・日曜日、祝日の対応も可能ですので、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　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。
※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（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、夫婦のみ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）
※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。あらかじめご了承ください。
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）
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交通指導隊員を募集します
　町では、町民の交通安全に携わっていただける
交通指導隊員を募集しています。

応募資格　町内在住の20歳以上50歳未満の方
※性別は問いません。
募集人員　１名（定員になり次第受付終了）
職務内容　交通安全指導、各種行事の
　　　　　交通整理
問 合 せ　総務防災課防災消防班
申 込 み　（☎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　３月６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）

　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。



日々の食料などの購入にお困りの方へ
　町では、NPO法人報徳食品支援センターと協
力し、「仕事をやめた」、「収入が大幅に減少した」
などの理由により、食料品や生理用品など生活必
需品の購入が困難になったご家庭を支援していま
す。お困りの方がいましたらご相談ください。

支援する生活必需品
・白米、パン、冷凍食品、缶詰、レトルト食品、
インスタント食品、調味料、粉ミルク、離乳食
など、その世帯を構成する年代に必要な食料
・生理用品、乳幼児用紙おむつ、おしりふき、
パッドなど

※食料については原則その場でお渡しします。
※事前申請は不要ですが、生活が困窮するに至っ
た経緯や抱えている問題などをお聞かせくださ
い。必要に応じて、今後の支援も併せて行いま
す。相談はプライバシーに配慮した場所でお伺
いし、秘密は守られますのでご安心ください。

問合せ受付先　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

議会広報モニターを募集します
　町議会では、広く町民の皆さんの意見を議会広報
などに反映させ、より一層の議会活動の充実を図る
ため、「議会広報モニター」を募集します。皆さん
の応募をお待ちしています。

活動内容　年４回発行の議会だより「議会のおと」
に関するアンケートへの回答、意見交
換会への参加協力など

任　　期　２年間（令和４年４月～令和６年３月）
対　　象　町内在住の方
募集定員　12名程度
応募方法　電話又はメールで氏名（ふりがな）、住所、

年齢、電話番号、職業をお知らせください。
　　　　　メールの場合は、件名に「議会広報モ

ニター募集」、本文に必要事項を記載し
てください。

※応募者多数の場合は、居住地域や年齢層などを考
慮して選考させていただきます。

応募期限　３月15日（火）
問 合 せ　議会事務局議事班（☎75－3653）
　　　　　（メール　gikai@town.yamakita.kanagawa.jp）

❷

毎年3月1日から31日は自殺対策強化月間です～ひとりで悩まず相談を！～
　自死は病気、経済不安、人間関係など様々な問題が複雑に絡み合い、追い込まれた末に起こります。
学校や職場など大きく環境の変わる３月は１年の中でもストレスがたまりやすい季節です。自分はもちろ
ん、身近な人のこころの健康を振り返ってみてください。
　ひとりで問題を抱え込まず、誰かに相談してください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

就学援助費支給のお知らせ
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒がいる家庭（町内在住）で、経済的理由により就学させる
ことが困難な保護者に対して、学用品費や給食費などの必要な費用の一部を援助しています。

申請期間　４月５日（火）～28日（木）８：30～17：15（平日12：00～13：00及び土・日曜日を除く）
援助対象　次のいずれかの条件に該当する世帯
　　　　　・児童扶養手当の支給を受けていること
　　　　　・市町村民税、個人事業税、固定資産税、国民年金、国民健康保険税の減免を受けていること
　　　　　　（前年の所得の確定時に判断します）
　　　　　・生活保護の支給を受けていること（生活保護を受給されている場合は、修学旅行費のみが交
　　　　　　付対象となります）
　　　　　・その他、就学にお困りの場合
※ご不明な点は、お問い合わせください。
申請方法　就学援助費交付申請書に必要事項を記入のうえ、学校教育課に提出してください
※申請書は４月５日（火）から学校教育課窓口、清水・三保支所で配付するほか、町ホームページからも
　ダウンロードできます。
※なお、清水・三保支所には申請書の提出はできませんのでご注意ください。
※申請期間を過ぎても申請書の提出は可能ですが、その場合は、援助費は月割りの支給となりますので、
　必ず期間内にご提出をお願いします。
問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）



令和３年度　ちいき・ふくし博をオンラインで開催します
　障がい福祉への理解を深めていただくため、障がいのある方の活動や作品展示、施設・機関の概要など
の紹介を行います。今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンラインで開催します。どな
たでも自由にご視聴いただけますので、ぜひご覧ください。

開催期間　３月１日（火）～31日（木）
内　　容　・障がいのある方の作品紹介
　　　　　・障がいのある方が利用する福祉施設、機関の概要、活動紹介
　　　　　・令和３年度絵画コンクール表彰式や入賞作品展示
視聴方法　ホームページ（URL：https://sites.google.com/view/fukushifair）にアクセス
　　　　　してください。右の画像からも視聴できます。
問 合 せ　社会福祉法人風祭の森　地域支援センターひまわり（☎20－7120）

❸

※１　学校教育法に基づく大学院の修士課程若しくは専門職大学院の過程を修了した者又はこれに相当
　　　すると認められる者（令和５年３月学位取得見込みを含む）。
※年齢は全て令和５年４月１日現在です。

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３階）
　　　　（☎24－3080）

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）

令和４年度自衛官等募集案内
試験期日募集種目 資　　格 受付期間

（締切日必着）

陸・海・空
一般幹部
候補生

〇筆記試験
・１回目
　４月23日（土）
・２回目（飛行要員除く）
　６月25日（土）

〇筆記式操縦適性検査
　（飛行要員希望者のみ）
　４月24日（日）

３月１日（火）
～

４月14日（木）

【飛行要員除く】
３月１日（火）

～
６月16日（木）

ア. 22歳以上26歳未満（修士
課程修了者等※1にあって
は28歳未満）の者

イ. 20歳以上22歳未満（学校
教育法に基づく大学を卒
業した者又は外国における
学校を卒業した場合で大
学卒業に相当すると認めら
れる者）の者

年間を通じて実施 事務所にお問い合わせください18歳以上33歳未満の者自衛官候補生

大卒程
度試験

修士課程修了者等※1で20歳
以上28歳未満の者

院卒者
試験

〇１次試験
　５月20日（金）～29日（日）
　のうち、指定された１日
〇２次試験　未定
　事務所にお問い合わせく
　ださい

一般曹候補生
（第１回）

３月１日（火）
～

５月10日（火）
18歳以上33歳未満の者



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６期分）
●25日 下水道受益者負担金（第４期分）

町設置型浄化槽分担金（第４期分） 
●31日 認定こども園・保育園保育料（３月分）

幼稚園延長保育料（２月分）
放課後児童クラブ負担金（３月分）
後期高齢者医療制度保険料（第９期分）
町設置型浄化槽使用料（１・２月分）
町営住宅使用料（３月分）

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日　３月15日（火）※雨天中止
行 き 先　町内神社めぐり
集　　合　９：00　役場裏側駐車場
※午前中で終了となります。
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　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　３月11日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

３月11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。

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

３月15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７月～８月生まれの幼児
令和２年１月～２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。

３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
日　時　３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。

≪人権行政相談≫
日　　時　３月22日（火）13：00～15：00
場　　所　役場４階　404会議室
※受付は、３階多目的室です。
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）


