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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。

住民基本台帳ネットワークシステムの
業務を停止します

　システムのメンテナンスに伴い、6月23日（木）は、
次の業務の受付ができなくなります。ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。
停止する業務
・マイナンバーカードの交付などの手続き
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを

使用した転入、転出の手続き
・住民異動などに伴うマイナンバーカード又は住

民基本台帳カードの更新手続き
・海外からの転入手続き
・電子証明書に関連する手続き
問合せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

介護ボランティアポイント事業の
参加者を募集します

　「住み慣れた地域で暮らし続けたい」という高
齢者の意志を尊重するには、介護保険などの行政
サービスだけでなく、地域の支援やボランティア
が大きな力となります。
　介護ボランティアポイント事業は、介護ボランティア
活動を行った町民の方にポイントが付与され、そのポ
イント数に応じて町の商品券と交換できるものです。
　「ボランティア活動に興味がある」、「自分の趣
味や得意なことを活

い
かしたい」、「退職したため地

域に貢献したい」など、様々な方のご参加をお待ち
しています。詳しくはお問い合わせください。
【活動内容の例】
・山北町介護予防教室でのボランティア活動
・要介護（支援）認定者宅のゴミ出しを手伝う　など
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）

　多数の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　7月3日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～ 8：30
※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、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）

相談・予約・割引を騙る悪質なサイトにご注意ください

場所

午前

山北町生涯学習センター

６月２１日（火） ６月２８日（火）
７月７日(木）７月１５日（金）

体験会９：３０～１０：３０
販売会１０：３０～１２：００

０４６５－８２－１１５４
ドコモショップ大井松田店予約受付時間１０：００～１９：００

※定員人数あり

山北町生涯学習センターでスマホ体験会とスマホ販売会を開催
します。

ドコモ、au、ソフトバンク 、どのキャリアの方でもご参加

頂けます。

スマホ体験会はスマホの使い方、楽しみ方、料金、デジタル化

の専門講師が親切、丁寧にご案内させて頂きます。

スマホ販売会は人気機種を特別価格で販売致します。

体験会だけでも、お話だけでも大丈夫です！気になる方は

お越しください！！

日程

予約

午後 体験会１３：３０～１４：３０
販売会１４：３０～１６：３０
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子育て世帯に対する生活支援のための給付金のお知らせ
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
　新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、「低所得の
子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（国給付金）」が給付されます。
　また、町独自の支援事業として国給付金に5万円を上乗せする追加給付を実施します。

対象世帯　令和4年3月31日時点で18歳未満（特別児童扶養手当対象児童の場合は20歳未満）の子を養育
している世帯で、

　　　　　①令和4年度住民税非課税世帯
　　　　　②新型コロナウイルスの影響により家計が急変した世帯
　　　　　　のいずれかに該当する世帯
※他市町村で受給済みの世帯は対象外です。
給 付 額　対象児童1人につき10万円（町からの上乗せ給付分5万円を含む）
申請方法　申請書、申立書、令和4年1月以降のいずれか1か月分の収入額の分かる書類（給与明細書や

年金額改定通知書など）、本人確認書類（運転免許証など）の写し、振込先の分かる書類
（キャッシュカードなど）の写しを福祉課へ提出してください

※対象世帯のうち、対象世帯①の条件に該当かつ令和4年4月分の児童手当・児童扶養手当（公的年金受
給により支給停止の方を含む）・特別児童扶養手当を受給している世帯は申請不要です。

※申請書及び申立書は町ホームページからダウンロードできるほか、福祉課窓口でも配布しています。
申請期限　令和5年2月28日（火）まで

○町独自の子育て世帯への臨時特別給付金
　令和3年度に実施された子育て世帯への臨時特別給付金（国給付金）において、所得制限により給付さ
れなかった世帯に対して、町独自に臨時特別給付金を給付します。

対象世帯　所得制限により「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金（国給付金）」の給付を受けてい
ない世帯で、令和4年3月31日時点で19歳未満の子を養育している世帯

給 付 額　対象児童1人につき5万円
申請方法　申請書、本人確認書類（運転免許証など）の写し、振込先口座の分かる書類（キャッシュ

カードなど）の写し、令和3年9月分の特例給付の受給状況が分かる書類（公務員の方の
み）、申請者及び配偶者の所得証明書の写し（令和3年1月1日以降に山北町に転入された方の
み）を福祉課に提出してください

※申請不要の世帯については、町から5月上旬に案内を送付しています。
※申請書は町ホームページからダウンロードできるほか、福祉課窓口でも配布しています。
申請期限　7月29日（金）まで

問合せ申請先　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

第41回山北町青少年健全育成大会を開催します
　学校・家庭・地域が一体となり次の時代を担う青少年の健全育成を推進するため、青少年健全育成大
会を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

日　時　6月25日（土）13：00～15：30（開場12：30）

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。

内　容　・講演「立ちはだかる壁を越えて～選手として・指導者として～」
　　　　　講師：日本体育大学教授　具

ぐ し け ん
志堅　幸

こ う じ
司　氏（ロサンゼルスオリンピック体操金メダリスト）

　　　　・令和4年度山北町「少年の主張」作文コンクール入賞者の表彰と最優秀賞・特別賞受賞者の作
文発表　ほか

※ご来場の際は、マスクの着用など新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）
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子育て世帯向け住宅サンライズやまきた
（地域優良賃貸住宅）の入居者を募集します
募集部屋　507号室：3LDK（80.22㎡）※ペット飼育可。
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。
主な入居資格　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　ほか　　　　
※詳しくは、定住対策課へお問い合わせください。また、内覧

も可能です。（事前予約制。土・日曜日、祝日も対応可。）
申込み期間　6月23日（木）から入居者決定まで
　　　　　（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。
入居可能時期　入居者決定後速やかに（要相談）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の土用干しについて

　開成町全域と南足柄市及び松田町の一部に農地
をお持ちの方々へのお知らせです。
　稲作育成のため文命用水路からの取水門を閉め
ます。ご不明な点はお問い合わせください。
日　時　【一番干し】
　　　　6月30日（木）　17：00から
　　　　7月 3 日（日）　17：00まで
　　　　【二番干し】
　　　　7月14日（木）　17：00から
　　　　7月17日（日）　17：00まで
※刈り草やゴミを用水路に流さないようにご協力

をお願いします。
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）
　　　　（URL https://sakawa-ugan.or.jp）

母なる川　酒匂川フォトコンテスト
写真募集のお知らせ

　酒匂川水系の美しさを伝え、環境保全の大切さ
を啓発するため、酒匂川水系を題材にした写真を
募集します。
応募期間　7月1日（金）～9月6日（火）（必着）
応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、郵送又

は持参してください
※入選された方は、ネガやデータなどの提出をお

願いします。
※詳しくはお問い合わせください。
問 合 せ　〒250－8555　小田原市荻窪300
応 募 先　酒匂川水系保全協議会事務局
　　　　　 （小田原市環境保護課内）（☎33－1481）

小・中学校の教科書展示会を開催します
　教科書展示会は、教科書の適正な採択に役立た
せるとともに、教育関係者の教科書研究、教科書
見本の効率的運用を図ることを目的として設けら
れた制度です。
　神奈川県教育委員会では、次のとおり小・中学
校の教科書を展示し、一般の方に公開します。

展示期間　6月29日（水）まで
　　　　　9：00～17：00（土・日曜日を除く）
場　　所　足柄上合同庁舎本館5階 東側大会議室Ｂ
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
展示内容　・小学校用教科書
　　　　　・中学校用教科書
　　　　　・特別支援学校用及び小、中学校特別支

援学級用教科書
問 合 せ　県西教育事務所足柄上指導課　
　　　　　（☎83－5111　内線523）

「足柄乃文化」第49号を発刊しました
　山北町地方史研究会の機関誌「足柄乃文化」の
最新号です。
　今号は巻頭に鉄道遺産の写真を掲載しているほ
か、「洒水の滝と文

もん
覚
がく

上
しょうにん

人」、「昭和30年代山北
町の工場誘致のあゆみ」や「幕末期旗本川村氏の
知
ち ぎ ょ う ち

行地支
し は い

配」など、多岐にわたり町の歴史などに関す
る内容を掲載しています。ぜひご覧ください。
　また、バックナンバーも販売していますので、
詳しくはお問い合わせください。
販売場所　生涯学習課窓口　
価　　格　1,500円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

道路上に張り出している樹木の
管理についてご協力をお願いします！
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により
伐採などの管理をお願いしています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障となるほ
か、事故につながる恐れもあり大変危険です。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方は、次のような場合、樹木の伐採
又は枝払いをお願いします。
・道路、歩道へ樹木が張り出し、通行の支障と

なっている又はその恐れがある場合
・倒木、折れた枝の落下などにより、通行の支障

となっている又はその恐れがある場合
問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
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足柄上医師会・かながわ健康財団主催
第37回わかりやすい医学講話

日　　時　7月2日（土）13：30～15：30
　　　　　（開場13：00）
場　　所　ＢＩＯＴＯＰＩＡ（ビオトピア）アリーナ
　　　　　（大井町山田300）［入場無料］
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 
　　　　　講師：横浜市立大学医学部教授　
　　　　　　　　水

みずしま
嶋　春

しゅんさく
朔　先生 

【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：かながわ健康財団健康運動指導士
　　　　　　　　高

たかがき
垣　茂

し げ こ
子　先生

申込み方法　6月30日（木）までに、かながわ健康
財団に電話（対応時間は平日9：00
～17：00）又は申込み
フォーム（右の画像からア
クセスできます）にてお申
込みください

　
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）

～いくみ会地区伝達講習会～
災害時にも役立つパッククッキング教室
　「いくみ会」はより良い食生活の普及を目標に
活動しているボランティア団体です。パッククッ
キングとはポリ袋に食材を入れて湯煎調理するも
ので、簡単・衛生的なので災害時にも適した調理
法です。

日　　時　6月29日（水）9：30～12：00
※参加人数によって変更となる場合があります。 

場　　所　健康福祉センター2階　栄養指導室

内　　容　調理実習と試食
※メニューは、ツナとトマトのスパゲッティ、サ

ラダチキン、ポテトサラダです。

費　　用　400円程度（食材費など）

申込み期限　6月24日（金）まで

申込み方法　保険健康課健康づくり班（健康福祉セ
ンター内）窓口へ直接又は電話にてお
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）

クマにご注意ください
　クマは春先に冬眠から目覚め、11月頃まで木の
実などのエサを求めて活発に動き回ります。不意
の遭遇による事故を避け、また、クマを集落や農
地に寄せ付けないよう十分にご注意ください。
　なお、町ではクマの目撃情報があった丸山地区
周辺で、センサーカメラの設置や現地調査を実施
していますので、ご協力をお願いします。

●クマの出没を防ぐためには
・生ごみを屋外に置いたままにしないようにしま

しょう。
・柿や栗などはできるだけ早く収穫し、収穫後の

放置果実は適切に除去しましょう。
・クマが潜んでいそうな山林やその付近に出かけ

る必要があるとき、早朝、夜間に外出するとき
は、鈴やラジオなど音の出るものを身につけま
しょう。

●クマに遭遇してしまったら
　クマを刺激しないようにし、慌てずに静かに立
ち去りましょう。走って逃げてはいけません。
※クマを目撃又はクマと思われる痕跡を発見した

場合は、環境課へご連絡をお願いします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

空き家・空き地の適正な管理に
ついてのお願い

　町内の空き家・空き地について、「老朽化した
放置空き家の一部が吹き飛ぶ危険性がある」、
「草や木が生い茂り害虫が発生し、対応に苦慮し
ている」といった相談が相次いで寄せられていま
す。空き家・空き地の管理は所有者の責務です。
お互いに住みよい町になるよう、ご自身の土地・
建物は適正に管理しましょう。

●不適正な状態の空き家にしないために
　建物の老朽化などにより瓦や外壁が落下し、
通行人がけがをした場合などは、空き家の所有
者が損害賠償などの管理責任を問われることが
あります。
・自分で管理できない場合は、知人や事業者など

に管理を依頼しましょう。
・倒壊などの危険な状態にある空き家は、速やか

に修繕、解体などを行いましょう。

●草木は適正に手入れをしましょう
　雑草が繁茂した状態が続くと、野生生物や害虫
の住みかになる可能性があります。空き家・空き
地であっても、その土地・建物の所有者若しくは
管理者に管理責任があります。近隣の方の迷惑に
ならないよう、適正な管理をお願いします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
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入札結果5月中
担当課 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）

財 務 課 令和4年度　地籍調査事業測量等
業務委託（向原字水上地区） 株式会社城山測量設計 12,204,500円 11,880,000円

財 務 課 令和4年度
庁舎会議室等ＬＥＤ照明化工事 加藤電気 3,443,000円 2,310,000円

地域防災課 令和4年度
山北町地域防災計画改定業務委託

株式会社サーベイリサーチ
センター静岡事務所 4,642,000円 3,608,000円

都市整備課 令和4年度
山北町都市計画基礎調査業務委託

国際航業株式会社
神奈川支店 7,931,000円 6,380,000円

都市整備課 令和4年度
町道掘割前安戸線土留柵設置工事 静和建設株式会社 2,442,000円 2,255,000円

定住対策課 令和4年度　サンライズ東山北
増圧給水ポンプユニット更新工事

株 式 会 社エム・ティ・
シー山北事務所 5,896,000円 5,720,000円

会 計 課 令和4年度　
用紙（再生紙）一括購入 株式会社稲妻屋 1,990,929円 1,589,940円

生涯学習課 令和4年度
河村城址歴史公園整備工事 有限会社山秀工業 6,787,000円 6,347,000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）

1市5町共催　食生活改善推進員養成講座　受講生募集～
　食生活改善推進員とは、食を通じた健康づくり、食育の担い手として地域で活動するボランティアで
す。講座修了後は食生活改善推進団体「いくみ会」の会員として地域で活躍していきます。

日 程 月　日 時　間 内　容
1 9月16日（金） 9:30～11:10 開講式、食生活の現状と問題点など

2 9月22日（木） 9:30～13:00 栄養の基礎知識、食品表示、食品衛生、調理実習の基
本、調理実習

3 10月18日（火） 9:30～13:00 対象別食育①、栄養価計算①、調理実習
4 11月14日（月） 9:30～11:40 運動と栄養、対象別食育②、栄養価計算②
5 12月15日（木） 9:30～12:10 咀

そしゃく
嚼を通じた健康づくり、対象別食育③、献立作成①

6 令和5年1月18日（水） 9:30～12:00 献立作成②
7 令和5年2月 6 日（月） 9:30～12:00 献立発表、調理実習、修了式
8 随　　時 食生活改善推進団体参加実習

会　　場　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
費　　用　3,500円程度
　　　　　（テキスト・調理実習材料費など）
※講座修了後に食生活改善推進団体の年会費として
　3,000円をいただきます。
※原則8回受講可能な方が対象です。
申込み期限　8月16日（火）
申込み方法　保険健康課健康づくり班に電話にて
　　　　　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） 公益財団法人神奈川県市町村振興協会



1歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。
月　　日　7月5日（火）
受付時間　午前（時間は個別にご案内します）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　令和3年5月～7月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、 
　　　　　事前送付した問診票

離乳食教室
月　　日 7月6日（水）
時　　間 9：30～10：30（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〕
 ・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。7月1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　7月8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7月1
日（金）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）

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。
月　　日　7月5日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403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　7月7日（木）
受付時間　9：30～10：30

場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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　6月28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）

里親講座のお知らせ
日　　時　6月25日（土）10：00～12：00
場　　所　小田原合同庁舎　2ＤＥ会議室（小田原市荻窪350番地1）
内　　容　①里親制度の説明　②施設で生活する子どもたちについて　
　　　　　③里親体験談
問合せ申込み　小田原児童相談所里親担当（☎32－8000（代表））

高齢者交通安全教室を実施します
　高齢者の交通事故が増加傾向となっていること
から、町では、松田警察署と協力し、出前講座と
して地域の集会所などを利用した高齢者交通安全
教室を実施します。
　この教室では、歩行者及び自動車乗用者として
道路の安全な通行方法、基本的な交通ルール・マ
ナー、交通事故を防ぐための交通安全行動など
様々な内容を学びます。
　少人数からでも実施できますので、お気軽にご
相談ください。

問合せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）　
　　　　松田警察署交通総務課（☎82－0110）


