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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。

令和5年山北町二十歳を祝う会
（旧成人式）のご案内

　令和5年山北町二
は た ち

十歳を祝う会を次のとおり開
催します。令和4年10月1日時点で町に住民登録
がある二十歳の方については、12月中に案内状を
送付します。町に住民登録がない方で、町の二十
歳を祝う会に参加を希望される方は、生涯学習課
へご連絡ください。

日　時　令和5年1月8日（日）
　　　　10：30～13：00（受付10：00）
※成人の日の前日です。
場　所　生涯学習センター1階　多目的ホール
対　象　平成14年4月2日から平成15年4月1日ま

でに生まれた方
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、

急きょ予定が変更となる場合があります。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

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　10月2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）

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　2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）

第10回やまきたLove婚を開催します！
　高いマッチング率で、婚約・成婚カップルも誕
生している「やまきたLove婚」を開催します。大
野山の景色や自然を堪能しながらウォーキングが
できる婚活イベントに参加してみませんか。

日　　時　12月11日（日）9：00～16：00
集合場所　ふるさと交流センター1階
参加資格　男性30歳以上45歳以下、
　　　　　女性25歳以上39歳以下の独身の方
※イベント開催時点の年齢とします。
定　　員　男女各16名
参加料金　男性5,000円、女性3,000円
※町内在住、在勤者は1,500円の割引。
募集期間　9月30日（金）～11月9日（水）
応募方法　SNS（やまきたLove婚Facebook）又

はメールにてお申込みください
※Facebookは右の画像からアクセス

できます。
問 合 せ　やまきたLove婚実行委員会
　　　　　（Facebook　https://www.facebook.com/yamakitalovema）
　　　　　（メール　yamakitalovema@gmail.com）

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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令和4年度　保健医療セミナーを開催します
　足柄上医師会では、地域の方に病気や薬、健康について正しく知っていただくため、保健医療セミ
ナーを無料で開催します。申込みは不要ですので、ぜひご参加ください。

日　時 演　題

10月12日（水）

13：30～
14：30

上手な薬との付き合い方～飲み合わせ・副作用について～
講師：吉田島薬局　市

いちかわ
川　和

か ず こ
子　氏

14：30～
15：30

健康な老後を過ごすために
～骨粗しょう症性骨折と変形性膝関節症の治療～
講師：県立足柄上病院人工関節センター　草

くさやま
山　喜

よしひろ
洋　氏

10月13日（木）

13：30～
14：30

足柄上地区の心臓病の特徴～早期の受診で健康寿命の延長を～
講師：県立足柄上病院循環器内科　久

く じ
慈　正

しょうたろう
太郎　氏

14：30～
15：30

歯医者さんに行く前に知っておきたい知識の総まとめ
講師：横浜市立大学付属病院
　　　足柄上病院歯科口腔外科　大

お お や
屋　貴

た か し
志　氏

場　所　足柄上合同庁舎本館5階　西側会議室（開成町吉田島2489－2）
問合せ　足柄上医師会事務局（☎83－1800）

インボイス対応セミナーのご案内
　令和5年10月からインボイス制度が始まります。
　特に、免税事業者に影響があるといわれている
ことから、インボイス制度に対する疑問や不安を
解消するため、小規模事業者などを対象にセミ
ナーを開催します。

日　　時　10月5日（水）19：00～
場　　所　山北町商工会館（山北1889－36）
定　　員　20名
※定員に達し次第受付を終了します。
問合せ申込み　山北町商工会（☎76－3451）

軟式野球大会参加チーム募集
月　　日　10月23日（日）、10月30日（日）
※予備日は、11月13日（日）、12月4日（日）です。
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険に加入しているチーム
参 加 費　15,000円
申込み期限　10月6日（木）
※代表者会議を10月7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　山北町スポーツ協会野球部
申 込 み　湯

ゆ か わ
川　靖

やすのり
法（☎090－8489－9403）

❷

インフルエンザ予防接種の費用の一部を助成します
　町では、インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。希望される方は医療機関で
接種を受けてください。

対　　　象　町内に住民登録があり、次の①又は②に該当する方
　　　　　　①満65歳以上の方

②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害があり、身体障害者手
帳1級に相当する方

接 種 期 間　10月1日（土）～令和5年2月28日（火）
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
※そのほかの医療機関での接種をご希望の方は、保険健康課健康づくり班までお問い合わせください。
接 種 回 数　1回のみ
自己負担額　1,500円
※生活保護受給者及び中国残留邦人など支援給付受給者は無料です。受給していることがわかるものを

医療機関で提示してください。
持　ち　物　健康保険証
接 種 方 法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接種を受けてください
※医療機関によっては予約不要の場合もあります。
問　合　せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



❸

「サンライズやまきた」入居者募集
～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）

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

不登校児童・生徒、高校中退者などのための
「不登校相談会・進路情報説明会」
　県・市町村教育委員会とフリースクールなどが
連携・協働して相談会を開催します。また、不登
校で悩む生徒や高校中退者及びその保護者に進路
の見通しがもてるよう情報提供を行い、一人ひと
りの社会的自立や学校生活の再開に向けた支援を
行います。申込みは不要ですので、お気軽にお越
しください。

日　時　10月16日(日)13：00～16：30
　　　　（受付12：30～16：00）
場　所　小田原合同庁舎3階　3DEF会議室ほか
　　　　（小田原市荻窪350－1）
対　象　小学生、中学生、高校生、高校中退者、
　　　　保護者、教員など
内　容　・フリースクールなどの活動紹介　　　　　　
　　　　・個別相談会及び進路情報の提供　など
費　用　無料

問合せ　神奈川県教育委員会教育局支援部子ども
　　　　教育支援課小中学校生徒指導グループ
　　　　（☎045－210－8292）

令和4年度　幼稚園・保育園・
こども園運動会について

　町立幼稚園・保育園・こども園では、次の日程
で運動会を開催します。なお、例年、来年度に入
園を希望されるお子さんのプログラムを用意して
いましたが、本年度も新型コロナウイルス感染防
止のため実施を見送りますのでご了承ください。

園　名 月　日

岸 幼 稚 園 10月15日（土）
※雨天時10月17日（月）まで順延。

向 原 保 育 園 10月8日（土）
※雨天時10月9日（日）に延期。

や ま き た
こ ど も 園

10月15日（土）
※雨天時10月16日（日）に延期。

※詳しくは、各園にお問い合わせください。

問合せ　岸幼稚園（☎75－1145）
　　　　向原保育園（☎75－1146）
　　　　やまきたこども園（☎75－1530）

「山北町文化財めぐりウォーキング」
参加者募集

　室
むろうじんじゃ

生神社や種徳寺などを歩いてめぐります。道
中では町の文化財や歴史について、講師が解説し
ながらご案内します。
　
日　　時　10月22日（土）9：30～12：00
※雨天の場合は、10月29日(土)に延期します。
定　　員　小学生以上の方20名（先着順）
※小学生は保護者の同伴が必要です。
集合解散　生涯学習センター
行　　程　歩行距離　約2.3km
　　　　　生涯学習センター→室生神社〈見学〉
　　　　　→種徳寺〈見学〉→生涯学習センター
※天候などにより、変更となる場合があります。
費　　用　100円（保険代）
申込み期間　9月20日(火)～10月11日(火)
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　生涯学習課窓口へ直接、又は電話でお

申込みください
持 ち 物　飲み物、筆記用具
※動きやすい服装や靴でご参加ください。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）



全国の携帯電話ショップでマイナンバー
カード申請サポートが受けられます
　全国の携帯電話ショップでマイナンバーカード
の申請をお手伝いしています。詳しくは、各携帯
電話ショップへ直接お問い合わせください。

実施場所　ドコモショップ、auショップ、UQス
ポット、ソフトバンクショップ、ワイ
モバイルショップ

受付期間　令和5年3月下旬まで（予定）
持 ち 物　マイナンバーカード交付申請書と本人確

認書類（運転免許証や健康保険証など）
※マイナンバーカード交付申請書がなくても、申

請サポートが受けられます。
※申請サポート当日、店頭で顔写真を撮影します

ので、顔写真を持参する必要はありません。
※携帯電話ショップでマイナンバーカードの受け

取りはできません。町から交付通知書（はが
き）が届きましたら、町民税務課窓口でお受け
取りください。

問 合 せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

❹

高齢者の交通事故が多発しています！
　令和4年に山北町は、高齢者交通事故多発地域
に指定されました。高齢者の方の交通事故は、歩
行中だけでなく、自動車や自転車など運転中の交
通事故も多く発生しています。
　ご自身が交通事故に遭わない、起こさないため
にも、交通ルールを守り、しっかりと安全確認を
行いましょう。

歩行者の方
・遠回りでも近くに横断歩道があれば必ず横断歩

道を渡りましょう。
・横断前に一度立ち止まり、車が来ていないか確

認しましょう。
・横断後半は、左からの車に注意しましょう。
・赤信号、黄信号、青信号点滅時は横断せずに、

青信号になるまで待ちましょう。

ドライバーの方
・身体能力及び認知能力の変化などを自覚して、

ゆとりある安全運転をしましょう。
・安全を確かめるときは、意識的に顔全体を左右

に向けましょう。
・一時停止箇所や見通しが悪い場所では確実に 

止まり、安全を確認しましょう。
・同乗者もシートベルトを正しく着用しましょう。

問合せ　地域防災課防災安全班(☎75－3643)

水路の堰板管理のお願い
　大雨の際に、水路へ堰

せきいた
板を設置していると、水

路から水があふれ、近隣の住宅や畑などに被害を
与えるおそれがあります。水路に堰板を設置して
いる方は、大雨が予想される場合には事前に堰板
をはずすなど適正な管理をお願いします。
　また、雨が降っている時は水路の流れが強く大
変危険ですので、増水している時には水路へ近づ
かないようにしましょう。
※見回り点検・作業の際には複数人で行うなど十

分注意し、安全第一で行ってください。

問合せ　農林課農林整備班（☎75－3654）

地区水道や井戸水を使用している方へ
　下水道に接続し、地区水道や井戸水を使用してい
るご家庭で、世帯人数に変更があった場合や地区水
道、井戸水の使用を中止した場合は、上下水道課へ
届け出をお願いします。届け出がされないと、下水
道使用料の変更や中止処理ができません。
　また、現在届け出をされていない場合は、速や
かに上下水道課までご連絡ください。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

法テラスオンライン無料弁護士相談
　町では、法テラス小田原支部と連携して、役場
で弁護士に相談できるサービスを行っています。

月　　日　9月28日（水）、11月25日（金）、
　　　　　令和5年2月17日（金）
時　　間　各日とも13：15～15：15
※相談時間は1人30分程度、1日3枠までです。
場　　所　役場4階　403会議室
対 象 者　町内に在住・在勤で、収入・資産が一

定基準以下の方
※詳しくは、法テラス小田原支部にお問い合わせ

ください。
申込み方法　事前予約制です。開催日の1週間前ま

でにお申込みください
相談方法　パソコンモニターを通してのオンライ

ン方式
問合せ申込み　法テラス小田原支部（☎0570－078311）

神奈川



❺

入札結果8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　庁用車購入 有限会社 杉本自動車
整備工場 1,520,373円 1,496,000円

町民税務課 令和4年度　標準地評価替え不動産
鑑定評価業務委託 原鑑定事務所 4,941,200円 4,785,000円

上下水道課 令和4年度
簡易水道事業水源探査業務委託

株式会社 東洋設計
事務所神奈川出張所 2,992,000円 2,915,000円

定住対策課 令和4年度　町営原耕地住宅環境
整備（内装）工事 今泉建設 株式会社 6,523,000円 6,380,000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）

9月20日～26日は動物愛護週間です
　命ある動物の愛護と適正な飼育について国民の
関心と理解を深めるための「動物の愛護及び管理
に関する法律」では、毎年9月20日から26日を動
物愛護週間と定めています。
　家庭に心のやすらぎとあたたかなふれあいをも
たらすペットたち。彼らにとって、飼い主は生き
ていくための唯一のよりどころです。だからこ
そ、飼い主は、ペットに愛情を注ぐだけでなく、
家族の一員として最後まで責任を持って飼い続け
る覚悟が必要です。
　この機会に、私たちが飼っている動物、身近に
いる動物について、もう一度考えてみませんか。

・周辺の人に迷惑をかけないよう、しつけを行い
ましょう。

・迷子に備え、鑑札、名札、マイクロチップなど
をつけましょう。

・むやみに繁殖させないようにしましょう。
・災害に備え、えさの備蓄などをしましょう。

問合せ　環境課生活環境班
　　　　（☎75－3656）

クマにご注意ください
　クマは冬眠に向けて栄養を蓄えるため、11月
頃までエサを求めて活発に活動します。秋の行楽
シーズンを迎え、登山や紅葉狩りで山野に入る機
会が多くなりますが、不意の遭遇や被害にあわな
いよう、十分注意してください。なお、町ではク
マの移動経路などを把握するため複数のセンサー
カメラを設置し調査を実施しています。ご理解と
ご協力をお願いします。

◆クマとの遭遇を防ぐためには
・生ごみを屋外に置かない。
・柿や栗などはできるだけ早く収穫し、果実を

放置しない。
・クマが潜んでいそうな山林には近づかない。

山林などに入る必要がある場合は、鈴やラジ
オなど音の出るものを身につける。

・クマの足跡などの痕跡を見かけたらその場か
ら静かに立ち去る。

・見通しや視界の悪い場所へは立ち入らない。
◆クマに遭遇してしまったら

　刺激しないよう静かに立ち去る。決して走っ
て逃げない。

※クマを目撃又は痕跡を発見した場合は、環境課
へご連絡ください。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

山北町農業委員会では農地パトロールを実施します！
　山北町農業委員会では、農地の利用状況の確認や遊休農地を把握するため、9月下旬から11月30日
（水）まで農地パトロールを実施します。
　農地パトロールの際、農業委員及び農地利用最適化推進委員が農地内に立ち入ることや、利用状況な
どについてお話を伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

農地の適正な管理をお願いします！
　農地が遊休化すると雑草や雑木が生い茂り、病害虫の発生原因や鳥獣の住みかになるなど、周辺農地
や近隣住民に多大な迷惑がかかってしまいます。農地をお持ちの方は、定期的に草刈りや除草を行うな
ど、適正な管理をお願いします。
問合せ　山北町農業委員会（農林課内）（☎75－3654）



ママパパクラス
月　　日　10月1日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45～）
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）

内　　容
　・赤ちゃんのお風呂[デモンストレー 

　　　　　　ション・実習]
　　　　　・新生児の育て方　[講話]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、ハンカチ
　　　　　※動きやすい服装でお越しください。

申込み方法
　予約制です。9月29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。
※託児を希望する方は、9月22日

（木）までにお申込みください。

1歳児歯科教室
　歯科相談、栄養相談を実施します。
月　　日　10月4日（火）
受付時間　午前（時間は個別に通知します）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　令和3年8月～10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

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　10月14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10月3日
（月）からです。

【予約時間】
①9：10、②9：40、③10：10、④10：40

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　10月4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　10月6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）

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

10月12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　9月27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）

未来への約束を、公正証書が守ります―10月1日～7日は「公証週間」―
　公証制度とは、契約や遺言の際に、法務大臣の任命した公証人が公文書である公正証書を作成し、後
日のトラブル防止と取引の安全や遺言の完全な実現を図る制度です。相談は無料で、各公証役場で行っ
ています。詳しくは、公証役場又は横浜地方法務局までお問い合わせください。
問合せ　小田原公証役場（☎22－5772）　横浜地方法務局（☎045－641－7461）


