
伊藤整骨院℡:0465-20-9505
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【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】

日
休● 休 ● ● ● ● ●

土月 火 水 木 金

山北町　伊藤整骨院　グーペ

受 付 時 間 を変 更しています受 付 時 間 を変 更しています
午前 8:30－12:00
午後 2:00－ 5:30

夕方午後５時半から７時までは完全予約制で
承ります。受付時間内に窓口または電話で
お申込みください。

有料広告

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。

人権講演会を開催します
　町では、人権の大切さを考えるために、毎年12
月の人権週間にちなんで、人権講演会を開催して
います。多くの方のご来場をお待ちしています。
日　時　12月3日（土）
　　　　13：30～15：30（開場13：00）
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。
講　師　家

い え だ
田　荘

しょうこ
子　氏

　　　　（作家、僧侶、高野山本山布教師）
演　題　一緒に生きていこう
　　　　～あなたの愛を求めています～
費　用　無料（事前申込み不要）
※ご来場の際は、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）

第38回丹沢湖花火大会開催日決定のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大により延期となっ
ていた丹沢湖花火大会の開催日が、12月10日
（土）に決定しました。詳しい内容については、
広報やまきた12月号でお知らせします。
問合せ　丹沢湖花火大会実行委員会事務局
　　　　（商工観光課内）（☎75－3646）

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　12月4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） 人権啓発パネル展を開催します

日　時　11月30日（水）～12月6日（火）
　　　　9：00～17：00
場　所　生涯学習センター1階　ホワイエほか
テーマ　「人権問題を考える」～人権パネルから

学ぼう～（特定失踪者パネルの展示）
費　用　無料（事前申込み不要）
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

映画上映会を開催します
土砂災害・ヒルや獣害に自分たちの手でできること

日　　時　11月23日（水・祝）
　　　　　①13：30～15：20（お子さん話し声OKの会）
　　　　　②16：00～17：50　③19：00～20：50
場　　所　生涯学習センター3階　視聴覚室
タイトル　杜

もりびと
人～環境再生医　矢野智徳の挑戦～

入 場 料　大人　1,000円、高校生以下無料
後　　援　山北町、山北町教育委員会、共和連合自治会
申込み方法　電話若しくは右下の画像からお申込み

ください
※事前申込み優先、当日受付あり。
問 合 せ　モミとカシ　今

こ ん の
野

申 込 み　（☎070－4295－0130）
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山北町ふるさと交流センター
からのお知らせ

　山北町ふるさと交流センターの開館時間は、冬
季期間中（12月1日（木）から令和5年2月28日
（火）まで）、9：00から16：00までとなります。

問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）
　　　　ふるさと交流センター（山北町観光協会）
　　　　（☎75－2717)

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提携して、役場
で弁護士に相談できるサービスを行っています。

日　　時　12月2日(金)、令和5年2月17日(金)
　　　　　 各日とも13：15～15：05
※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）

❷

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金「緊急支援給付金」について
　物価高騰の影響を受けている住民税非課税世帯などを支援するため、「令和4年度住民税非課税世帯等
に対する臨時特別給付金『緊急支援給付金』」支給事業を実施します。

対象世帯　令和4年9月30日時点で山北町に住民票がある世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯　　　
　　　　　①世帯員全員の令和4年度住民税が非課税である世帯
　　　　　②物価高騰などの影響により、令和4年1月以降に家計が急変し、世帯員全員の収入が住民税

非課税相当水準まで減少した世帯
給 付 額　対象1世帯につき5万円
申請方法　①に該当の方　町から手続きについてのお知らせを送付します（12月上旬発送予定）
　　　　　②に該当の方　申請書、所得見込額の申立書、令和4年1月以降の任意の1か月分の収入の分か

る書類（給与明細書や年金額改定通知書などの写し）、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（通帳などの写し）を福祉課へ提
出してください

※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。
申請期間　①お知らせが届き次第受付開始～令和5年2月28日（火）まで
　　　　　②令和4年12月14日（水）～令和5年2月28日（火）まで

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

令和4年度低所得子育て世帯に対する生活支援特別給付金（町独自）
「重点支援交付金」について

　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、「令和4年度低所得子育て世帯に対する生活
支援特別給付金（町独自）『重点支援交付金』」支給事業を実施します。

対象世帯　令和4年9月30日時点で山北町に住民票がある世帯のうち、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、次のいずれかに該当する世帯

　　　　　①令和4年9月分の児童扶養手当を受給している世帯
　　　　　②①以外の令和4年度住民税が非課税の子育て世帯
　　　　　③物価高騰などの影響により家計が急変した子育て世帯
給 付 額　対象世帯の児童1人につき5万円
申請方法　申請書、所得見込額の申立書、令和4年1月以降の任意の1か月分の収入の分かる書類（給与明

細書や年金額改定通知書などの写し）、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（通帳などの写し）を福祉課へ提出してください

※対象世帯のうち、①に該当する世帯及び②に該当かつ令和4年9月分の児童手当・特別児童扶養手当を
受給している世帯は申請不要です（該当する方には、すでに町からお知らせを送付しています）。

※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）

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）



❸

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

月　日 受付時間 場　所
12月2日（金） 13：30～16：00 役場西側駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男　性 17歳～69歳

50kg以上
女　性 18歳～69歳

※ただし、65歳～69歳の方は、60歳～64歳の時
に献血をしたことのある方に限ります。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。ま
た、初めて献血される方は、免許証などの身分
証明書をご用意ください。

※過去に受けた手術や治療の内容によっては献血
をご遠慮いただくことがあります。ご不明な点
はお問い合わせください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

マイナンバーカードの受け取りについて
～土・日曜日に窓口を開設します～
　町では、次のとおりマイナンバーカード交付の
窓口業務を行います。町から通知が届いていて、
まだマイナンバーカードの受け取りが出来ていな
い方は、ぜひこの機会をご利用ください。

日　　時　12月3日（土）、12月11日（日）
　　　　　両日とも9：00～12：00
※事前予約制です。平日の開庁時間（8：30～17：15）

に町民税務課へご連絡ください。
場　　所　役場1階　町民税務課窓口
※当日は役場裏口からお入りください。
業務内容　・マイナンバーカード交付手続き
　　　　　・電子申請書の更新手続き（マイナン

バーカードと暗証番号が必要です）
※当日は、マイナンバーカードの申請補助は実施

しませんのでご注意ください。
持 ち 物　①町からのハガキ又は通知
　　　　　②通知カード（お持ちの方のみ）
　　　　　③住民基本台帳カード又はマイナンバー

カード（お持ちの方のみ）
　　　　　④本人確認書類（運転免許証、パスポー

ト、在留カードなどのうち１点。若
しくは健康保険証、後期高齢者医療
証、介護保険証、年金手帳、年金証
書などのうち2点）

※マイナンバーカードの受け取りには、原則、本
人の来庁が必要です。

問 合 せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

アクティブ交番配備場所のお知らせ
　12月12日（月）から、アクティブ交番の配備
場所が次のとおりとなります。

配備曜日　月曜日～金曜日（祝日含む）
時　間 場　所

9：30～11：30 小田原百貨店山北店駐車場
13：30～14：30 山北駅ロータリー付近
14：30～15：30 川村小学校下岸側交差点付近

※土・日曜日は配備されません。
※祝日は山北駅ロータリー付近で9：30～15：30

までの配備となります。
問 合 せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）

介護保険要介護認定調査員募集
　町では、介護保険要介護認定調査員として従事
していただける会計年度任用職員を募集します。

任用期間　採用日から令和5年3月31日（金）ま
で（更新される場合があります）

職務内容　要介護認定調査及び要介護認定調査票
の作成

勤務場所　役場本庁舎及び要介護認定申請者の居
宅、入所施設など（町外の場合もあります）

勤務日時　平日8：30～17：15（半日を週2～3
回程度でも構いません）

応募資格　介護支援専門員、看護師、保健師、介
護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉
士、ホームヘルパーのいずれかの資格
を有する方（そのほかの医療・福祉に
関する資格の場合は要相談）

報　　酬　時給1,630円
交 通 費　町の規定に基づき別途支給
応募締切　11月30日（水）
※応募方法など、詳しくはお問い合わせください。
問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

人権行政相談
～12月4日（日）から10日（土）は人権週間です～
日　　時　12月5日（月）10：00～15：00
場　　所　役場3階　301会議室
※受付は多目的室（301会議室隣）です。
相談内容　プライバシーの侵害、児童虐待（暴

力・養育放棄・いじめなど）の問題
や、行政に対する苦情や要望など

※行政に対するお困りごとは、電話でも受付していま
す。「行政苦情110番」へご連絡ください。

連 絡 先　総務省行政苦情110番
　　　　　（☎0570－090110）
問 合 せ　企画総務課総務班（☎75－3651）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）



「新時代のリーダー」育成セミナー
（女性管理職育成セミナー）の参加者を

募集します
日　　時　令和5年2月10日、17日、24日
　　　　　（いずれも金曜日）13：00～17：00
　　　　　（全3回）
開催方法　オンライン（Zoom®）
※最終日のみ会場（かながわ県民センター）での

開催となります。
対　　象　係長、主任、サブリーダー相当職の女性　
講　　師　片

かたおか
岡　裕

ゆ う こ
子　氏（株式会社キャリア・

ブリッジ代表取締役兼キャリアコンサ
ルタント）

　　　　　森
もりやす

安　みわ　氏（キャリアコンサルタント）
定　　員　30名程度（申込み多数の場合は抽選）
費　　用　2,100円
申込み期限　12月15日（木）
申込み方法　申込みフォーム（右の

画像からアクセスでき
ます）からお申込みく
ださい

問 合 せ　県立かながわ男女共同参画センター
（かなテラス）参画推進課

　　　　　（☎0466－27－2117）

丹沢湖マラソン大会に伴う
バス停位置の変更について

　競技中は、路線バスのバス停「学校入口」(山北方
面行き)の場所が、尾園園地付近に変更となります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

日　時　11月27日（日）10：00～13：30頃
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

おれんじ会
葉ボタン・パンジーなどの販売のお知らせ
　おれんじ会では、地域の皆さんとの“農業を通
じたふれあい”を大切に考え活動しています。
　次のとおりおれんじ会で育てた葉ボタン・パン
ジー・寄せ植え・農産物加工品の販売を実施しま
すので、ぜひお越しください。

日　時　11月30日、12月7日、12月14日
　　　　（全て水曜日）10：00～12：00
場　所　JAかながわ西湘山北支店　駐車場
※新型コロナウイルス感染防止対策のため、ご来

場の際はマスクの着用などにご協力をお願いし
ます。

問合せ　おれんじ会　代表　髙
たかすぎ

杉　淳
あ つ こ

子
　　　　（☎75－1381）

❹

新潟県村上市（旧山北町）の
塩引き鮭を販売します

　町では、新型コロナウイルス感染防止のため中
止となった第23回山北町産業まつりで販売を予
定していた、新潟県村上市（旧山

さんぽくまち
北町）の塩引き

鮭を数量限定で販売します。なお、事前予約制と
し、予約数によっては抽選とさせていただきます
ので、あらかじめご了承ください。

金　　額　1本　4,200円
　　　　　3枚下ろし（半身2枚、骨付）4,700円
　　　　　（ともに冷蔵、漁獲時3㎏サイズ）
申込み要件　山北町に在住又は在勤の方
申込み期限　11月28日（月）
申込み方法　農林課に電話で連絡のうえ、氏名、住

所、連絡先及び購入数をお伝えくださ
い（土・日曜日、祝日を除く）

※11月30日（水）以降に、お申込みされた方全
員に購入の可否を通知します。

購入日時　12月23日（金）13：00～17：00
※購入日が限られていますのでご注意ください。
購入場所　役場正面玄関前
購入方法　購入日時に役場正面玄関前で代金をお

支払い後、商品をお受け取りください
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

有害獣追払い用煙火講習会を開催します
　町では、サルやシカ、イノシシの追払いに使用
する動物駆逐用煙火やロケット花火などの配布を
行っています。
　動物駆逐用煙火を使用するには講習会の受講が
必要となりますので、希望される方はお申込みく
ださい。

日　　時　12月14日（水）13：30～
場　　所　ひだまりの里（神縄438）
講　　師　株式会社ファイアート神奈川　和

わ だ
田　氏

費　　用　無料
申込み期限　12月7日（水）
申込み方法　農林課窓口又は電話でお申込みください
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）



❺

入札結果10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）

企画総務課 ドメインサーバ機器等賃貸借（長期
継続契約）

FLCS株式会社
横浜支店 15,378,960円 8,071,800円

企画総務課 令和4年度　タッチディスプレイ及
び周辺機器購入 株式会社武書店 1,075,800円 1,056,000円

都市整備課 令和4年度
町道谷ケ小山線災害復旧工事　その２ 株式会社二ノ倉開発 19,305,000円 18,524,000円

都市整備課 令和4年度
町道鮎沢2号線災害復旧工事　その２ 株式会社磯部組 8,767,000円 8,382,000円

都市整備課 令和4年度
町道鍛冶屋敷線災害復旧工事 株式会社田代組 8,525,000円 8,085,000円

都市整備課 令和4年度
町道共和清水線改修工事 有限会社酒匂土木 4,125,000円 2,970,000円

都市整備課 令和4年度
町道箒沢線災害復旧工事 東海林工株式会社 3,036,000円 2,904,000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）

「山北からだすっきりプログラム」参加者募集
　ご自宅で続けやすい運動メニューを健康運動指導士が紹介します。運動習慣をつけ、健康づくりをしましょう。

日　　時
テ　ー　マ水曜コース

（13：00～14：30）
金曜コース

（10：00～11：30）
1日目 11月30日 令和5年1月 6 日 足の指・裏を意識して正しい姿勢で歩こう
2日目 12月 7 日 令和5年1月13日 血行を良くして代謝をアップ
3日目 12月21日 令和5年1月27日 座ったままでもできる簡単な運動

※水曜コースと金曜コースは同じ内容です。
対　　象　・特定保健指導の動機づけ、積極的支援対象者
　　　　　・健診などで所見のある方
　　　　　・生活習慣病などで治療中の方で主治医の運動許可がある方
　　　　　・運動習慣のない方
　　　　　・原則3日間参加できる方
場　　所　健康福祉センター　
費　　用　無料
※お申込みされた方に個別にご案内を送付します。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

町営住宅の入居者を募集します
募  集  住  宅　田屋敷住宅（山北2544－2） 4階建て：305号室（3LDK）
入居可能時期　12月下旬（予定）
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　ほか
※犬、猫そのほかの動物は飼えません。
※世帯の状況により、所得制限などがありますので、詳しくはお問い合わせください。
受  付  期  間　11月24日（木）～12月7日（水）（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。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）



ママパパクラス
月　　日　12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）
　　　　　・妊娠中の過ごし方[講話]
内　　容　・母乳育児について[講話]
　　　　　・お産の進み方[講話・実技]
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。12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。

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 12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

・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12月1日（木）からです。

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

3歳児健康診査
月　　日　12月13日（火）
受付時間　午後（時間は個別に通知します）
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　令和元年9月～11月生まれの幼児

持 ち 物　
母子健康手帳、3歳児健診検査セット
（視力・聴力検査用紙、尿検査）、
問診票、子育てアンケート、「セカ
ンドブック」絵本の申込書

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　12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　12月6日（火）
受付時間　9：30～10：30

場　　所　役場3階　301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。

月　日 時　間 場　所

12月14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）

令和4年8月新潟県村上市大雨災害
義援金のお礼

　令和4年8月に発生した大雨災害の被災者に
対し、町民の皆さんからいただいた義援金が
167,303円に達しました。皆さんのあたたかいご
協力に深く感謝します。
　なお、この義援金は、町より被災地に送金させ
ていただきます。
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　11月22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）


