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　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。

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町内外から多数出店を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　5月1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　ガラガラ抽選会など
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）　

大野山開き
　登山者の安全を祈願して、大野山山頂にて山開
き式が行われます。

日　時　4月29日（金・祝）11：00～
場　所　大野山山頂　※雨天決行。
内　容　山開き式など
※先着1,000名に牛乳の無料配布を行います。
問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）

ウクライナ人道危機救援金について
　町では、2月24日以降ウクライナ各地で激化し
た戦闘により、不安と緊張の中で生活している
方々を支援するための救援金を募集しています。
皆さんのあたたかいご協力をお願いします。

募 金 箱　役場1階エントランスホール
設置場所　清水支所・三保支所
　　　　　健康福祉センター
　　　　　生涯学習センター
設置期間　5月16日（月）まで
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さんとの意見交換の場を増やす
ことを目的に「おしゃべりＣａｆｅ」をオープン
します。気軽にお立ち寄りいただき、皆さんの
『声』をお聞かせください。
　なお、新型コロナウイルス感染防止のため、マ
スクの着用などにご協力をお願いします。

開 催 日 時　間 場　所
4月20日
（水）

13：30～
15：30

山北駅前Cafe NICO横
（芝生スペース付近）

5月20日
（金）

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

6月20日
（月）

山北駅前Cafe NICO横
（芝生スペース付近）

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

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）
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国民年金の加入手続きのご案内
　20歳から59歳までの方のうち次に該当する場
合には、国民年金第1号被保険者となるため、国
民年金に加入する手続きが必要です。

○会社を退職したとき
○配偶者が退職したことなどにより、第3号被保

険者（会社員が扶養する配偶者など）でなく
なったとき

【手続きに必要なもの】　
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など
・印鑑（認印）※自署の場合は不要。
・年金手帳又は基礎年金番号通知書

※就職に伴う第1号被保険者から第2号被保険者（厚生
年金加入者）への変更や、扶養認定に伴う第1号被
保険者から第3号被保険者への変更手続きは、勤務
先又は年金事務所にて行うことになります。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
　　　　小田原年金事務所（☎22－1391）

国民健康保険の
加入・脱退手続きのご案内

○加入手続きについて
　職場の健康保険を脱退した方や、お勤めされて
いる方の扶養を抜けた方は、国民健康保険に加入
する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など、健康

保険を脱退したことがわかる書類
・銀行の通帳と登録印（口座引落しを希望される方）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

○脱退手続きについて
　国民健康保険に加入していた方が就職や扶養認
定などにより新しい健康保険に加入した際には、
国民健康保険から脱退する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・新しく加入した保険の保険証（コピー可）
・国民健康保険の保険証
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

ふれあい農園の利用者募集
　町では、農業を身近に感じてもらえるよう、ふ
れあい農園を開設しています。土とふれあい、収
穫の喜びを味わいませんか。

募集区画　岸（日向）地区1区画（約40㎡）
契約期間　5月9日（月）～令和5年3月31日（金）
※契約期間以降の更新も可能です。
使 用 料　年額2,000円
申込み期限　4月28日（木）
※応募者多数の場合は、抽選にて決定します。
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の通水について

　南足柄市及び松田町の一部、開成町全域（酒匂
川右岸土地改良区受益地内）に農地をお持ちの
方々へのお知らせです。
　水田へのかんがいのため、次のとおり文命用水
路からの全量通水を開始します。ご不明な点は、
お問い合わせください。

日　時　5月1日（日）9：00～
※刈り草やごみを用水路に流さないようご協力を

お願いします。
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）

国民年金 学生納付特例制度のお知らせ
　日本国内にお住まいの方は、20歳になると国
民年金に加入し保険料を納付することが義務付け
られていますが、所得の額が一定以下の学生の方
は、申請により保険料の納付を猶予される制度が
あります。希望される方は申請してください。

対　　象　令和3年中の所得が128万円以下の学生
※扶養親族などがある場合は加算されます。
※学校によっては一部該当しない場合があります。

申請場所　保険健康課窓口又は清水・三保支所
※各申請場所で申請書を配布しています。
※学生納付特例制度の申請は、年度ごとに必要で

す（日本年金機構からハガキが送付されている
方で、令和4年度も同じ学校に在学する方は、
必要事項を記入し返送してください）。

必要書類　・国民年金保険料学生納付特例申請書
・学生であることを証明する書類（申

請年度有効の学生証（コピー可）又
は在学証明書）

・マイナンバーカード又は通知カード
・年金手帳又は基礎年金番号通知書
・印鑑（自署の場合は不要）
・会社などを退職して学生になった方

は、雇用保険受給資格者証、雇用保
険被保険者離職票など

※学生納付特例制度は、保険料の免除制度ではな
く納付猶予制度です。

問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
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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
～ペット飼育可！山北駅から徒歩１分の好立地！～
募集部屋　507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。
※内覧可能です。事前にご連絡いただければ、土

曜日、日曜日、祝日の対応もできます。
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方は
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　4月25日（月）～5月6日（金）
　　　　　（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。
※書類選考後、申込者が多数の場合、公開抽選を

実施します。
入居可能時期　6月中旬ごろ（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

風しんの追加的対策
（無料クーポン券送付）のお知らせ
　町では、対象となる方に無料クーポン券を発行
し、風しんの抗体検査・予防接種にかかる費用を助
成します。

抗体検査 予防接種

対　　象
町に住民登録があり、これまで抗体検査を受けたことがない昭和37年4月1日～昭和54年4月
1日生まれの男性
※クーポン券は、4月中に送付予定です。

有効期限 令和5年3月31日（金）
回　　数
費　　用 1回のみ、無料 1回のみ、無料

※抗体検査の結果、抗体がないと診断された方のみ対象となります。

実施場所 指定医療機関、特定健
診、事業所健診など 指定医療機関

受 診 の
流　　れ

①町から届いたクーポン券を持参のうえ、指定医療機関などで抗体検査を受診します。
②検査の結果、抗体がないと診断された方に限り、予防接種を実施します。

※クーポン券は全国の医療機関などで使用できます。実施可能な医療機関などについては、直接医療機関又
は勤務先の企業にお問い合わせください。また、厚生労働省のホームページ（「厚労省　風しん　追加的
対策」で検索）でも確認できます。

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

山北町ファミリー読書週間
～4月23日から5月12日まで～
　町では、家庭での読書活動推進のため、毎年4
月23日から5月12日を「山北町ファミリー読書週
間」と定めました。
　この期間、町では生涯学習センター図書室で関
連イベントを開催するほか、幼稚園・保育園・こ
ども園・小学校・中学校などと連携し、家庭での
読書活動の推進に重点的に取り組みます。
　この機会に、町民の皆さんも積極的にご家庭で
の読書活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）

川村小学校放課後子ども教室の
安全管理員を募集します

　町では、放課後の小学生の遊びや学習の見守り
をしてくださる方を募集しています。

任　　期　採用日から令和5年3月31日（金）
※更新（再度任用）される場合があります。
勤務場所　川村小学校
勤 務 日　水曜日（給食のない日は除く）
勤務時間　学校の下校時間から17：30まで
※10月から3月は16：30までです。
報　　酬　時給1,047円
通勤手当　通勤距離が2㎞以上の場合、町基準により支給します
採用人数　若干名
応募方法　会計年度任用職員任用申込書に記入の

うえ、企画総務課へ提出してくださ
い。その場で記入し提出することもで
きます（中学校卒業からの学歴、職歴
などの記入箇所があります）

※申込書は企画総務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。

選考方法　書類選考及び面接（資格は不要です）
問 合 せ　こども教育課教育支援班（☎75－3648）
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　高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部を助成しています。

対　　象　町に住民登録があり、令和5年3月31日までに①～⑤のいずれかに該当する方　
①75歳以上 昭和23年4月1日以前に生まれた方
②70歳 昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれの方
③65歳 昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれの方
④満60歳以上65歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいがあり、

身体障害者手帳1級に相当する方⑤満66歳以上75歳未満
※①、⑤の対象となる方で、5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある場合は、今回

ワクチンの接種を受けることはできません。
※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカラ

イド）の接種を受けたことがある場合は、助成の対象外となります。

接種期限　令和5年3月31日（金）　
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

機関をご希望の方は、お問い合わせください）
接種回数　5年に1回
自己負担額　3,000円
※生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者は無料です。申請時に受給していることがわかる

書類を提示してください。
申込み方法　保険健康課健康づくり班窓口（健康福祉センター1階）又は電話にて事前にお申込みください
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）　　　　　　　　　　　

水中運動を始めてみませんか
　現在、次の水中運動サークルで会員を募集しています。興味のある方は、気軽にご参加ください。

サークル名 曜日 時　間 費　用 問合せ 備　考

スイミングさくら 月 11：00～12：00 要問合せ 佐
さ と う

藤　節
せ つ こ

子（☎75－0633）

なでしこ 月 13：20～14：20 要問合せ 尾
お ざ き

崎　幸
さ ち こ

子（☎75－4571）

アクアキッズ 月 14：30～15：30 1回500円 杉
すぎざき

崎　 茜
あかね

（☎080－5447－9632） 会期ごとに一括払い

ジュニアスイミング
サンフィッシュ
＆オーシャン

月・火・
水・金

16：00～18：00
※要問合せ 1回800円 瀬

せ と
戸

（swim8131@yahoo.co.jp）
問合せはメールのみ
会期ごとに一括払い

O’hana 月・火
金

19：00～20：00
14：30～15：30 1回500円 関

せき
　和

か ず こ
子（☎75－0885） 年会費(2,000円)別途

すみれ 火 13：30～14：30 1回500円 石
い し い

井　道
み ち こ

子（☎82－1506）

めだかの学校 水 14：30～15：30 1回500円 渡
わたなべ

邊　達
た つ お

夫（☎75－0137） 施設使用料別途

まんぼう 金 11：00～12：00 月2,000円 池
い け だ

田　寿
す ず え

々江（☎37－3505）

アクア健康倶
く ら ぶ

楽部 金 19：00～20：00 1回500円 加
か と う

藤　勝
かつよし

芳（☎76－3752） 年会費(1,000円)別途

※サークルによって活動内容や年会費などが異なります。詳細は、各団体へお問い合わせください。

場　　所　健康福祉センター3階「さくらの湯」運動浴室
持 ち 物　水泳帽、水着、飲み物、タオル
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



❺

入札結果3月中
担当課

（令和3年度時点） 事　業　名 落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）

企画政策課 令和4年度
広報やまきた・おしらせ版印刷 株式会社 ソーゴー 5,995,000円 5,149,870円

財　務　課 令和4年度　庁用マイクロバス
運転業務委託

有限会社 ドリーム
観光バス神奈川営業所 1,874,180円 1,220,945円

財　務　課 令和4年度
庁舎防災設備点検業務委託

株式会社 足柄防災
山北営業所 726,000円 495,000円

福　祉　課 令和4年度　やまきたこども園ほか
１施設食器消毒保管庫購入 有限会社 マルイ産業 1,732,500円 1,199,000円

環　境　課 令和4年度
一般廃棄物収集運搬業務委託 有限会社 共和衛生工業 34,881,000円 34,320,000円

環　境　課 令和4年度　資源ごみ（ビン・古紙
等）収集運搬業務委託

あしがら環境保全
株式会社 14,960,000円 14,960,000円

農　林　課 令和4年度　庁用車購入（軽自動車） 有限会社 田中モータース 1,430,000円 1,430,000円

上下水道課 令和4年度　水質検査業務委託 株式会社 総合環境分析 13,772,000円 10,119,890円

議会事務局 令和4年度
やまきた議会だより印刷 株式会社 あしがら印刷 1,397,000円 1,053,360円

学校教育課 令和4年度　
小学校スクールバス運行業務委託

有限会社 ドリーム
観光バス神奈川営業所 17,468,000円 9,931,046円

生涯学習課 令和4年度　山北町パークゴルフ場
芝管理業務委託 有限会社 小泉産業 4,749,800円 4,510,000円

生涯学習課 令和4年度　山北町立生涯学習センター
舞台機構設備保守点検業務委託

株式会社 サンケン・
エンジニアリング東京本店 1,100,000円 1,100,000円

※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）

子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）接種のお知らせ
　これまで厚生労働省の通知に基づき、積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和4年度より接種勧
奨を再開することになりました。対象となる方には、お知らせとリーフレットを送付します。接種前にワク
チンの効果とリスクについて十分ご理解いただいたうえで、接種について判断するようお願いします。

対　　象　①定期予防接種：小学校6年生から高校1年生相当の女子
　　　　　　※接種をお勧めする年齢（標準的な接種年齢）：中学1年生の女子

②救済措置（キャッチアップ接種）：平成9年4月2日生まれ～平成18年4月1日生まれの女性
で、過去に子宮頸

けい
がんワクチンを合計3回受けていない方

　　　　　　※救済措置の実施期間は、令和7年3月31日までです。
ワクチンの種類と接種間隔

ワクチンの種類 接種間隔

サーバリックスワクチン（2価） 1月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から
6月の間隔をおいて3回目

ガーダシルワクチン（4価） 2月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から
6月の間隔をおいて3回目

※シルガード（9価ワクチン）を任意接種で完了している方は、2価又は4価ワクチンを接種す
る必要はありません。

接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属する協力医療機関
費　　用　無料
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



ママパパクラス
月　　日　5月7日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45～）
場　　所　健康福祉センター　2階会議室
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
内　　容　・妊娠中の栄養[講話]
　　　　　・歯の栄養[講話]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具

申込み方法
　予約制です。5月6日（金）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、5月2日（月）

までにお申込みください。
※動きやすい服装でお越しください。

離乳食教室
月　　日　5月11日（水）
時　　間　9：30～11：00（受付9：15～）
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・調理実習〕
費　　用　大人1人100円（食材費）
持 ち 物　母子健康手帳

申込み方法
　予約制です。5月6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。

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。
月　　日　5月13日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2

内　　容

　・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5月2日
（月）からです。

持 ち 物　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

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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。

実施日 時　間 場　所
5月11日
（水）

  9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

健康福祉センター
1階　内科診察室

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）

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　4月26日（火）14：00～16：00
場　所　役場4階　403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）

軟式野球大会参加チーム募集のお知らせ
月　　日　6月5日、19日、26日（全て日曜日）
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険加入チーム
費　　用　15,000円（参加料など）
申込み期限　5月13日（金）
※代表者会議を5月20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

ゆ か わ
川  靖

やすのり
法（☎090－8489－9403）

山北ＪＶＣ（ジュニアバレーボールクラブ）
部員募集中です

　山北ＪＶＣでは、部員を募集しています。興味
のある方は、いつでもお気軽に練習体験に参加し
てみてください。
練習日　・毎週水曜日　18：00～20：00
　　　　　（川村小学校体育館）
　　　　・毎週土曜日　17：00～19：30
　　　　　（山北中学校体育館）
※新型コロナウイルス感染症の状況により、活動

を休止する場合があります。
対　象　小学生男女
会　費　年額3,000円
問合せ　山北ＪＶＣ　松

ま つ だ
田　浩

ひろよし
義（☎76－3481）

　　　　　　　　　　加
か と う

藤　康
やすとも

智（☎75－3373）


