
相談・予約・割引を騙る悪質なサイトにご注意ください

有料広告

今季は、予約制を中止 致します。予約後そのまま放置
される方が少なくありません。この為に予約できなく
なったり、ワクチンが残る等の混乱を防ぐためですの
で、ご了承下さい。
なお、接種当日 の在庫問合せ、可能な場合には、確保
致しますので、お電話にてご確認下さい。
定期的に受診され、かつ毎年接種している患者様の
ワクチンは確保致します。

インフルエン ザ 予 防 接 種

ねもと総合内科クリニック（役場近く、いちじま歯科隣り） 
Tel 75-0095     URL : https://nemoto-gim-clinic.jp/

❶

　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。

メロディ放送の時間が変わります
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、11月から2月までの間16：00になります。

問合せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）

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　11月6日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　7：00～ 8：30
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
内　　容　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）

新東名高速道路「現場見学会」を開催します～大規模工事は山北町でも～
　町内で進む新東名高速道路の工事についてさらに知っていただくため、町内在住の方を対象に現場見
学会を開催します。普段は入ることができない迫力ある工事現場を見学できる貴重な機会ですので、ぜ
ひご参加ください。
日　　時　①11月19日（土）②11月25日（金）両日とも13：00～16：20
対　　象　①11月19日（土）：町内在住の小中学生（保護者の同伴が必要です）
　　　　　②11月25日（金）：町内在住の一般の方
定　　員　各日30名（申込者多数の場合は抽選）
行　　程　山北町役場→向原地区→山北事業PR館→河内川橋→山北スマートインターチェンジ→山北町役場
※見学場所は変更になる場合があります。
※動きやすい服装でご参加ください。
参 加 費　無料
申込み方法　新東名対策室窓口に直接又は電話でお申込みください
申込み期限　10月31日（月）
問合せ申込み　新東名対策室新東名対策班（☎75－3655）　

神奈川県最低賃金改定のお知らせ
神奈川県最低賃金額　1,071円（時間額）

（31円引き上げ）
【発効日】令和4年10月1日

問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金室
　　　　（☎045－211－7354）
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ひだまりカフェ（認知症カフェ）
開催のお知らせ

　認知症の方やそのご家族の気分転換、認知症に
ついて知りたい・相談をしたい方は、ぜひお気軽
にご参加ください。

日　時　10月28日（金）14：00～16：00
場　所　緑茶カフェ　茶ぁぼう（山北2767）
対　象　町内在住の方
定　員　10名（先着順）
参加費　500円（緑茶及び菓子代）
※新型コロナウイルス感染防止のため、手指消毒

及びマスク飲食などをお願いします。
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
申込み　山北町地域包括支援センター（☎75－1941）

「あすぽ」のレッスンに参加してみませんか
～ビジターさんいらっしゃいキャンペーン開催中～

　あすぽは、「総合型地域スポーツクラブ」として、スポーツを通じた地域づくりなどの活動をする一
般社団法人です。あすぽのレッスンに参加して、スポーツの秋を楽しみませんか？
　レッスンの参加費の支払いには、山北町商品券（プレミアム付商品券含む）が使えます。お子さんか
ら大人まで、色々なレッスンがあります。詳しくは、ホームページからご確認ください。体験参加も大
歓迎です。ぜひお申込みください。
問合せ申込み　秋

あ き ば
葉（☎090－8013－5541）※平日のみ。

　　　　　　　（メール　asupo2009@yahoo.co.jp）（URL　https://asupo1.com）

ちぎり絵のチャリティー販売のご案内
　町民文化祭においてミニサイズの和紙ちぎり絵
のチャリティー販売を行います。
　和紙をちぎって台紙に貼っていく「ちぎり絵」
は、和紙のちぎり方や貼り方で様々な質感や雰囲
気を表現することができ、子どもからご年配の方
まで年齢を問わず楽しめる日本の伝統工芸です。
　実演販売のほか、希望によりちぎり絵を体験す
ることもできますので、ぜひお越しください。

日　時　11月2日(水)～4日（金）
　　　　10：00～15：00
場　所　生涯学習センター1階　ホワイエ
価　格　200円（材料費）
問合せ　山北町手工芸協会
　　　　瀬

せ と
戸　恵

け い こ
子（☎75－0188）

❷

「歴史・文化遺産ガイド養成講座」
参加者募集

　山北町地域文化遺産活性化実行委員会では、歴
史・文化遺産ガイドとして基本的な知識、プログ
ラムづくりや安全管理などのスキルを学ぶ、ガイ
ド養成講座を開催します。申込み方法など、詳し
くはお問い合わせください。
　
日　時　10月26日（水）又は12月4日（日）のい

ずれか都合のよい日にご参加ください
　　　　13：30～16：30（受付13：00）
定　員　20名（18歳以上）
※山北町の歴史文化遺産ガイドに協力していただ

ける方を対象とします。
受講料　無料
講　師　山

やまもと
本　篤

あ つ し
志　氏（大外郭の会会長）

場　所　河村城址歴史公園・生涯学習センター
内　容　河村城跡のツアーを想定したガイドプロ

グラム、体験観光など実技と講義からガ
イドに必要なスキルを学びます

持ち物　筆記用具
※動きやすい服装や靴でご参加ください。

問合せ　山北町地域文化遺産活性化実行委員会
　　　　藤

ふじわら
原（☎75－0111）

「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。

日　　時　11月9日（水）、16日（水）
　　　　　13：30～15：00
集合場所　高齢者いきいきセンター（岸2061）
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・ポールの使い方などについて
　　　　　２日目・高齢者いきいきセンタ―周辺

のウォーキング
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
申込み期限　11月4日（金）
※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。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



❸

公園の利用について
　近頃、公園の施設が壊されたり、ごみが散乱したり汚されたりする被害が見受けられます。
　公園は地域の皆さんの憩いの場です。皆さんがいつでも気持ちよく使える公園であるよう、マナーを
守ってご利用ください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

ごみはルールを守って正しく出しましょう
○ごみステーションについて
　自治会などで決められたごみステーション以外には、ごみを出さないでください。清掃などの維持管
理はそれぞれの自治会の皆さんによって実施されています。マナーを守り、美しい環境を保つようにし
ていきましょう。

○ごみステーションの利用時間について
　ごみ収集は朝の8時から開始しますので、ごみは収集日の朝6時から8時までの間に出してください。夜
間や日中などにごみを出すと野生鳥獣のエサとなるため、必ず時間を守りましょう。

○分別について　
　町民カレンダーや家庭ごみ分別早見表（町ホームページに掲載しています）を確認し、ごみの分別に
ご協力ください。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

野焼きについて
〇｢野焼き｣とは
　一般家庭や事業所から出るごみを屋外で燃やす行為のことです。

〇野焼き行為は危険です
　野焼き行為には、火災の危険性があることはもちろんですが、ビニールやナイロンなど、プラスチッ
ク系のものを焼却するとダイオキシン類と呼ばれる化学物質が発生し、人体に大きな影響を及ぼしたり
空気を汚す原因になるだけではなく、大量の黒煙や臭いが発生し、近隣の方々の迷惑にもなります。

〇野焼きは違法行為
　現在、野焼き行為は｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「神奈川県生活環境保全などに関する条
例」で原則禁止されており、違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円以下（法人は1億円以下）の
罰金と重い罰則が課せられることがあります。ただし、公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの
又は周辺地域の生活に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。

〇例外として認められている焼却行為など
　・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
　・災害などの予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
　・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　・農業、林業を営むためにやむを得ないとして行なわれる焼却行為
　・たき火又は日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

　しかし、例外として認められている焼却行為であっても、周辺の生活環境を阻害する場合や苦情が寄
せられるような場合は焼却の中止をお願いすることになります。風向きや時間帯、量を考え、周辺住民
に周知し理解を得るなど地域への配慮を心がけるようお願いします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）



陸上自衛隊高等工科学校生徒募集のお知らせ
推　　薦 一　　般

応募資格 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子
※中学校長の推薦などが必要です。 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子

受付期限 12月2日（金） 令和5年1月6日（金）

試験期日 令和5年1月5日（木）～7日（土）のう
ち、指定された1日

第1次試験　令和5年1月14日（土）、15日
（日）のうち、指定された1日

第2次試験　令和5年1月26日（木）～29日
（日）のうち、指定された1日

教育及び
卒業資格

通信制高等学校に入学し（身分は特別職国家公務員（生徒））、手当の支給を受けながら
高等学校教育などを受け、生徒課程修了時には高等学校の卒業資格を取得できます。

生 徒 の
待 遇

身　分　特別職国家公務員（生徒）※自衛官ではありません。
手　当　月額103,700円（令和4年1月1日現在）、期末手当　年2回支給（6月・12月）
衣食住　駐屯地内の寮で生活します。宿舎の利用は無料で、食事・制服類・寝具について

は、支給又は貸与されます。　
所 在 地 横須賀市御幸浜2－1

※自衛官候補生は、通年募集しています。

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）
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「サンライズ東山北」入居者募集
～東山北駅から徒歩1分の好立地！～
募集部屋　6階建て　403号室：3LDK（65.58㎡）
家　　賃　53,600円～67,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
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

　　　　　・町内、町外を問いません
※詳しくは、お問い合わせください。
申込み期間　10月24日（月）～11月4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、入居の取り

消しとなります。
※書類選考後、入居申込者が多数の場合、公開抽

選を行います。
入居可能時期　12月初旬（予定）

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

行政相談所を開設します
　10月17日（月）～23日（日）の行政相談週間
に伴い、次の日程で役場内に行政相談所を開設し
ますので、この機会にお気軽にご利用ください。

日　時　10月20日（木）13：00～16：00
場　所　役場4階　403会議室
内　容　行政機関の業務などについて、苦情や業

務運営の改善を求める意見・要望の相談
に応じ、問題解決のお手伝いをします

※相談は無料で、秘密は守られます。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談員と

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を
お受けします。

問合せ　企画総務課総務班（☎75－3651）

神奈川県企業庁LINE公式アカウントのご案内
　県企業庁では、LINEによるダム放流情報などの緊急情報の配信を行っています。右下の画像から友だ
ち登録ができますので、ぜひご利用ください。
　なお、発信内容など詳しくは、ホームページをご覧ください。
　（URL　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yt7/linejyouhou.html）

問合せ　神奈川県企業庁企業局総務室（☎045－210－7025）



❺

入札結果9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
水源環境保全・再生市町村補助金
事業　町有林整備工事

株式会社湯山林業 4,416,500円 4,345,000円

農 林 課 令和4年度
谷ケ農地災害用地測量業務委託

有限会社ライズサー
ベイ 3,630,000円 2,090,000円

農 林 課
令和4年度
水源環境保全・再生市町村補助金
事業　森林調査業務委託(私有林)

合同会社丹沢興業 1,672,000円 1,320,000円

都市整備課 令和4年度
町道尺里橋中里線拡幅工事 株式会社荻野工業 2,871,000円 2,750,000円

都市整備課 令和4年度　町道宿原耕地線ほか
１路線地質調査業務委託

株式会社コーセツコ
ンサルタント 990,000円 935,000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）

合併処理浄化槽を設置しましょう
　衛生的で快適な生活と、河川や水路などの水環境の保全を図るために、合併処理浄化槽を設置しま
しょう。設置を希望される場合は、事前にご相談ください。
　また、下水道処理区域にお住まいの方は、公共下水道に接続するようお願いします。

【合併処理浄化槽設置補助金について】
○共和・清水地域にお住まいの方へ

　単独処理浄化槽・汲
く

み取りから合併処理浄化槽へ切り替えを行う場合には、町からの補助がありま
す。 また、家の建て替えや増築に伴い切り替えを行う場合についても対象となります。

○三保地域にお住まいの方へ
　高度処理型合併処理浄化槽の設置を希望される方は、町が設置工事を行います。
　町が設置した高度処理型合併処理浄化槽については維持管理は町が行いますが、設置の次の年度よ
り分担金、使用開始と共に浄化槽使用料が必要となります。

※補助金などについては、国の基準改定などにより変更となる場合があります。
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）   

「足柄森林公園　丸太の森」イベント参加者募集
問合せ申込み　足柄森林公園丸太の森（☎74－4510）

むささび観察会
日　　時　　11月19日（土）15：45～17：45
場　　所 足柄森林公園　丸太の森

（南足柄市広町1544）

内　　容
丸太の森内に生息する「むささび」の観察
※野生動物のため、見ることができな

い場合があります。
定　　員 15名（先着順）

※小学生以下は保護者同伴。
参 加 費 小学生以上　1,000円（活動費など）

未就学児　無料
持 ち 物 懐中電灯、マスクなど
申 込 み
方 法

申込み開始は11月5日（土）9：00か
らです。電話にてお申込みください。

古民家アート
日　　時　　12月3日（土）13：00～15：00

場　　所 足柄森林公園　丸太の森
（南足柄市広町1544）

内　　容 トールペイント体験
（クリスマスグッズづくり）

定　　員 10名（先着順）
参 加 費 小学生以上　1,500円（材料費など）
持 ち 物 飲み物、マスクなど

申 込 み
方 法

申込み開始は11月5日（土）9：00か
らです。電話にてお申込みください。



TEL＆FAX 0465-75-0138
お問い合わせ・ご予約は、 大谷スポーツまで

《入学用品予約受付中》
　山北中学校指定の（制服・体操服・カバン・上ばき）が
一度の試着で全て揃います。
　制服一式ご注文のお客様には、特典として Y シャツ
１枚サービス致します。
　ご予約は、電話かFAXで結構です。（完全予約制です）
　プレミアム商品券を使用されるお客様は、お早めに
お申し込み下さい。（12 月中に採寸いたします。）

有料広告

離乳食教室
月　　日　11月2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。10月28日（金）12時ま
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 11月11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

・乳幼児の計測（身長・体重）
内　　容 ・健康相談、栄養相談
　　　　　・助産師による乳房ケア（予約制）

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

申込み方法

 助産師による乳房ケアは予約制です。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11月1日（火）からです。

　　　　　【予約時間】
　　　　　①9：10、②9：40、③10：10、④10：40

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　11月1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　11月10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

11月9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）

山北高等学校・山北中学校
「地域貢献デー」実施日の変更について

　11月4日（金）に予定していました地域貢献
デーを、11月11日（金）に変更します。当日
は、山北高等学校と山北中学校の生徒が合同で町
内清掃などを行います。ご理解とご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

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　10月25日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階　301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）


