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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。

清水・三保地区でデマンドタクシーの試行運行を実施しています
　町では、清水・三保地区にお住まいの方を対象にデマンドタクシー（予約運行型タクシー）の試行運
行を実施しています。デマンドタクシーとは、利用者の方に事前予約をしていただき、ご自宅などから
希望する場所まで送迎するものです。日ごろの買い物や通院などの際に利用してみませんか。

運行期間　9月30日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く）
運行時間　8：15～16：30
利用できる方　清水・三保地区在住（住民登録のある方に限る）で、介助なしで乗降できる方
※小学生未満の方は、保護者の同伴が必要です。
※通勤・通学などによる常態的な利用はご遠慮ください。
運行エリア　町内全域（利用者のご自宅などから町内の鉄道駅、医療機関、公共施設、商業施設など）
※町外は県立足柄上病院での診療にかかる送迎のみ実施します。
利 用 料　試行運行のため、無料
予約方法　清水地区の方は清水支所（☎77－2404）、三保地区の方は三保支所（☎78－3006）に電話で 
　　　　　予約してください
※利用希望日の2週間前から前々日（土・日曜日、祝日を除いた2日前）の12時までに予約してください。
問 合 せ　企画総務課企画班（☎75－3651）

「ポールウォーキング教室」参加者募集
　専用ポールを持って歩く「ポールウォーキング」
は姿勢が安定し、安全に効率よく全身運動をするこ
とができます。今回は、2日間コースの教室を開催
します。初めての方もぜひご参加ください。

月　　日　9月14日（水）、21日（水）
時　　間　13：30～15：30
集合場所　健康福祉センター
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受

けていない方
　　　　　・両手でポールを持って歩くことができる方
　　　　　・原則2日間参加できる方
内　　容　1日目・ポールの使い方について
　　　　　　　  ・健康福祉センター周辺のウォーキング
　　　　　2日目・健康福祉センター～洒

しゃすい
水の滝往復

講　　師　村
むらかみ

上　政
ま さ し

司　氏
　　　　　（日本ポールウォーキング協会マスターコーチ）
定　　員　10名
※ポールをお持ちでない方は無料で貸出します。
※雨天時は延期又は中止となります。
※詳しくは、お申込みされた方に個別にご案内します。
申込み期限　9月9日（金）
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

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　9月4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
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「2022あしがらアートの森 with 森の大地祭世界は一つの美術展」作品募集
部　　門　A　個人参加の部（5歳から15歳までの子どもが描いた作品）
　　　　　B　家族参加の部（共同制作又は家族の絵を集めて参加）
※家族参加の部は、必ず5歳から15歳までの子どもが1名以上入ることが条件です。
規　　格　四つ切りまでの画用紙など
※共同制作の場合は模造紙サイズまで。
応募期間　9月1日（木）～10月14日（金）
入賞作品　A・B部門併せて、入賞24点、佳作60～70点
※賞品は切手などを予定しています。
応募方法　あしがらアートの森ホームページからダウンロードした応募票又は作品の裏面に必要事項

（住所・氏名・年齢・題名・作品の返却希望の有無）を記入のうえ、郵送してください
※作品は原則返却しませんが、返却を希望される場合は着払いで発送します。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
応 募 先　〒250－0105　南足柄市関本156 
　　　　　南足柄郵便局留「NPO法人あしがらアートの森」

問 合 せ　NPO法人あしがらアートの森　代表　中
な か の

野　裕
ゆういち

一（☎090－5761－5548）
　　　　　（URL https://art-no-mori.net/）

全国一斉「子どもの人権110 番」強化週間
　学校における「いじめ」や、家庭内における児童虐待など子どもをめぐる様々な人権問題について、
県人権擁護委員連合会所属の人権擁護委員及び法務局職員が無料で電話相談をお受けします。ひとりで
悩まず電話してください。

実施期間　8月26日（金）～9月1日（木）
受付時間　8：30～19：00（土・日曜日は10：00～17：00）
電話番号　0120－007－110（通話料無料）

問 合 せ  横浜地方法務局人権擁護課（☎045－641－7926）

❷

山北町学生等応援給付金について
　町では、新型コロナウイルス感染症の影響による保護者や学生の経済的負担の軽減を図るため、町内
在住又は山北町出身の学生などを対象に、図書や日用品などの購入に係る支援事業を実施しています。

対　　象　①高校生など　平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、令和4年4月1日か
ら8月31日までの間に山北町にお住まいの方

　　　　　②大学生など　平成5年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた専修学校専門課程（専門
学校）・各種学校（洋裁学校・美容学校・予備校）・短期大学・大学に在学
する学生で、学生若しくは学生の保護者が令和4年4月1日から8月31日までの
間に山北町にお住まいの方

給付金額　①高校生など　10,000円（図書カード・クオカード　各5,000円）
　　　　　②大学生など　20,000円（図書カード・クオカード　各10,000円）
申請期限　8月31日（水）まで
申請方法　②に該当する方
　　　　　・山北町学生等応援給付金申請書、学生であることを証明する書類（学生証・在学証明書な

ど）の写し、学生の住所が確認できる本人確認書類（運転免許証など）の写しを生涯学習
課生涯学習スポーツ班窓口へ提出してください。申請書は、町ホームページからもダウン
ロードできます。

　　　　　・山北町電子申請システムを利用して申請することもできます（右下の画像若しくは次のＵ
ＲＬからアクセスできます）。ＵＲＬ（https://onl.sc/zH72K2U）

※①に該当する方については、申請の必要はありません。

問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）



❸

ヤマビルにご注意ください
　高温多湿の気候になり、町内でヤマビルの目撃情報が寄せられています。畑などでの草刈りや地域の
清掃活動の際は、吸血被害にご注意ください。

ヤマビルに吸血されたら
　吸血された際は、ヤマビルを無理に引き剥がそうとせず、塩や食塩水を直接ふりかけて駆除したう
え、傷口からヤマビルが吸血する際に分泌する成分を流し出すようにしてください。
ヤマビルを寄せ付けないために
　ヤマビルは乾燥に弱いため、定期的に落ち葉などの片づけや草刈りを行い日当たりや風通しを良くす
ることで、ヤマビルの定着抑制につながります。
駆除剤を配付します
　町では、ヤマビル被害のあった自治会に対して駆除剤を配付しています。詳しくは、環境課までお問
い合わせください。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

町営住宅の入居者を募集します
≪サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）≫～ペット飼育可！山北駅から徒歩１分の好立地！～
募  集  部  屋　6階建て　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・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合計の月所得額（令和3年分）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
　　　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
※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。
申 込 み 期 間　入居者決定まで随時募集中（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。
※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。
入居可能時期　入居者決定後速やかに（要相談）

≪新根下住宅≫　　　　　　　　　　　　
募  集  部  屋　4階建て　203号室：2DK（56.14㎡）
主な入居資格　・町内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、入居者と同居親族の合計の
月所得額（令和3年分）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、入居者と同居
親族の合計の月所得額（令和3年分）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。
※犬、猫そのほかの動物は飼育できません。
申 込 み 期 間　8月23日（火）～9月5日（月）（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
※希望者多数の場合は選考を行い、入居者を決定します。
入居可能時期　9月中旬（予定）

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）



「ひざ・腰  楽ちん！水中運動継続教室」参加者募集
月　　日　9月6日、20日、10月4日、18日、11月1日、15日、12月6日、20日
　　　　　令和5年1月10日、24日、2月7日、21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　町内在住の成人の方
講　　師　健康運動指導士　
費　　用　1回800円（参加費、運動浴室・さくらの湯利用料）
※詳しくは、お申込みされた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）

❹

フードパントリーを始めます
　ひさりの家では、地域活動団体ミュークで集
まった食品とNPO法人報徳食品支援センターか
ら届く食品を、お困りの方に無料で配布するフー
ドパントリー活動を始めます。必要な方は、事前
に電話でお問い合わせのうえお越しください。

月　　日　 9月 3日（土）、10月 1日（土）、
　　　　　10月29日（土）、12月 3日（土）
時　　間　15：00～17：00
場　　所　ひさりの家（山北町山北289）
配布予定　米、麺類、冷凍食品、野菜類など
主　　催　地域活動団体ミューク・ひさりの家

問 合 せ　ひさりの家　加藤（☎75－3549）

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の減水について

　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。
　本年も水稲の収穫時期が近づいてきたため、次の
とおり減水します。ご理解ご協力をお願いします。

日　時　9月10日（土）17：00～
　　　　9月20日（火）17：00～
　　　　9月30日（金）17：00～
内　容　全量通水時の4分の3から2分の1に段階

的に減水します
※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）       
　　　　ホームページ（https://sakawa-ugan.or.jp）

新規作物の導入に必要な種苗の
購入費用を助成します

　町では、主要作物以外の作物の導入を目指す農
家を応援するため、新規導入作物の種苗購入費用
を助成します。
　助成を希望される方は、手続きなどについてご
案内しますので、種苗の購入前に農林課までお問
い合わせください。

対 象 者　町内の農地で農業を営む方
対象作物　主要作物以外で、申請者が町内におい

て新規に導入する作物
補 助 額　対象作物の導入に必要な種苗の購入費

用全額（上限1万円）
申請期限　令和5年3月末まで（予算がなくなり次

第受付を終了します）

問 合 せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

（一社）足柄歯科医師会
地域医療連携室のご案内

　ご自宅、施設、病院で歯科診療、口腔ケアが受
けられます。
　高齢の方、お身体の不自由な方で、次のような
お悩みをお持ちの方又そのご家族は、どうぞお気
軽にご相談ください。

・歯科医院への通院が困難になった
・入れ歯が壊れた、合わない
・お口でうまく食べられなくなってきた
・口内炎がよくできる
・口腔ケアを受けたい
・在宅で診療を受けたいが治療費が心配　など

問合せ　足柄歯科医師会地域医療連携室
　　　　（☎・FAX 74－4185）
　　　　（平日10：00～16：00）
　　　　（メール　ashigarashika@gmail.com）



❺

入札結果7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）

農 林 課 令和4年度
谷ケ地区農地防災工事 有限会社 籔田組 8,030,000円 7,700,000円

都市整備課 令和4年度
町道越地宿線測量業務委託

株式会社 ケンセイコ
ンサルタント 4,235,000円 3,630,000円

上下水道課 令和4年度
検定満期メーター器交換工事

有限会社
尾崎水道工事店 2,728,000円 2,695,000円

上下水道課 令和4年度
日向マンホールポンプ更新工事

荏原商事 株式会社
神奈川支店 14,091,000円 13,200,000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）

屋外広告物の設置について
　良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外
広告物の表示・設置に関しては、神奈川県屋外広
告物条例に基づき町へ申請し、許可を受ける必要
があります。
 屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続し
て、屋外で、公衆に表示・設置される」看板、立
看板、はり紙、広告塔、広告板などのことです。
許可は一部を除き3年更新(自動更新ではありませ
ん)で、手続きの際に許可申請手数料の納付が必要
となります。地域ごとに面積、高さなどの基準に
違いがあり、申請が不要な場合もありますので、
詳しくはお問い合わせください。

※神奈川県屋外広告物条例については、神奈川県
のホームページ（「かながわの屋外広告物」で
検索してください）をご覧ください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

道路上に設置した乗り入れ（段差解消）
ブロックなどの撤去についてのお願い
　敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブ
ロックや鉄板・プラスチック製ステップなどを公道
上に設置することは、歩行者や自転車・バイクの転
倒事故につながる可能性があり、大変危険です。乗
り入れブロックなどが原因で歩行者や自転車などの
事故が発生した場合、設置者が責任を問われること
がありますので、安全な通行のために、乗り入れブ
ロックなどの撤去をお願いします。

※敷地への出入りなどのために段差を解消したい
場合、道路法第24条の規定に基づく施工承認を
受ければ、費用自己負担で道路の切り下げ工事
を行うことができます。詳しくは、お問い合わ
せください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

後期高齢者歯科健康診査について
　神奈川県後期高齢者医療広域連合では、前年度
75歳になられた方を対象に、無料で歯科健康診査
を実施しています。対象の方には7月下旬にご案内
を送付しましたのでご覧ください。

対　象　昭和21年4月2日から昭和22年4月1日まで
に生まれた被保険者の方

期　間　8月1日（月）～令和5年1月31日（火）
費　用　無料

問合せ　神奈川県後期高齢者医療広域連合
　　　　（☎045－440－6700）



ママパパクラス
月　　日　9月3日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45～）
場　　所　松田町健康福祉センター
　　　　　（松田町松田惣領17－2）
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]
　　　　　・妊娠中の歯の衛生 [講話・演習]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル、
　　　　　歯ブラシ、手鏡、コップ

申込み方法
　予約制です。9月1日（木）までに保

険健康課健康づくり班へお申込みくだ
さい。

※動きやすい服装でお越しください。

離乳食教室
月　　日　9月7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）
持 ち 物 母子健康手帳

申込み方法
 予約制です。9月2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　9月9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9月1日
（木）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）

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　9月1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。

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　9月6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。

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　8月23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）

「こどもコンサート2022」を
開催します

　3年ぶりにこどもコンサートを開催します。観
客及び出演者全員参加の抽選会も行いますので、
ぜひご来場ください。

日　　時　8月27日(土)　13：00～17：00
場　　所　生涯学習センター1階 多目的ホール
参加団体　・川村囃

ば や し
子山北保存会

　　　　　・山北ジュニアコーラス
　　　　　・洒

しゃすい
水太鼓を守る会

　　　　　・スマイリーキッズ
　　　　　・山北高校ダンス部
　　　　　・スポーツプラザホウトク　ＰＩＸＩＥＳ
　　　　　・開成ジュニアアンサンブル
入 場 料　無料

問 合 せ　こどもコンサート2022実行委員会
　　　　　幹事長　田

た し ろ
代　一

か ず お
男

　　　　　(☎76－3111　携帯090－3203－5940)
　　　　　(メール　syasui@rice.ocn.ne.jp)


