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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。

町議会議員選挙立候補予定者の事前説明会
日　時　2月21日（火）14：00～
場　所　生涯学習センター2階　会議室
※出席人数は、1候補者につき2名以内とします。

問合せ　選挙管理委員会（企画総務課内）
　　　　（☎75－3651）

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
緊急情報を確実にお伝えするため、全国瞬時警報
システム（J

ジ ェ イ ・ ア ラ ー ト
－ＡＬＥＲＴ）の起動確認を目的とし

た情報伝達訓練を実施します。
※Ｊ－ＡＬＥＲＴとは、国から送られてくる緊急

情報を、人工衛星などを通じて瞬時に伝達する
システムです。

日　　時　2月15日（水）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Ｊアラートのテストです。」×3回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな情

報伝達手段で試験が実施されます。
※国民保護のサイレン音は流れません。

問 合 せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）

県知事・県議会議員・町議会議員選挙の日程
選挙の種類 告示日 投票日
県　知　事 3月23日（木）

4月 9 日（日）
県議会議員 3月31日（金）
町議会議員 4月18日（火） 4月23日（日）

問合せ　選挙管理委員会（企画総務課内）
　　　　（☎75－3651）

神奈川県議会議員選挙足柄上選挙区
立候補予定者の事前説明会

　4月9日執行の神奈川県議会議員選挙足柄上選挙
区において立候補を予定している方を対象に、立
候補届出手続きなどの事前説明会を次のとおり開
催します。

日　時　2月27日（月） 13：30～ 
場　所　足柄上合同庁舎本館5階　東側大会議室
　　　　ＡＢ（開成町吉田島2489－2）
対　象　立候補を予定している本人又は本人に代

わって届出手続きをされる方
　　　　（立候補予定者1人あたり2人程度）
※当日は、説明会終了後に届出書類などの記載方

法についての相談を受け付けます。必要書類な
どを次の問合せ先にご確認のうえ、可能な範囲
でご持参ください。

問合せ　神奈川県県西地域県政総合センター
　　　　企画調整部企画調整課
　　　　（☎32－8000 内線2218、2219）

有料広告

 お し ら せ 版

令和５年 ２月１日発行  第７７２号
編集発行　山 北 町 役 場 地 域 防 災 課
〒２５８‐０１９５ 神奈川県足柄上郡山北町山北１３０１-４

☎０４６５—７５—１１２２㈹
ホームページ https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/



YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　日　2月21日（火）※雨天中止
行き先　駒門風穴・時之栖方面（御殿場市）
集　合　9：20　山北駅北口
費　用　会員の方　2,550円（交通費・入館料・昼食代）
　　　　新規入会の方　3,550円（入会費・交通費・入館料・昼食代）
※参加にあたっては、山北健康歩く会（YKA）に

入会していただきます。
持ち物　飲み物、雨具、健康保険証など
※マスクの着用をお願いします。
申込み期限　2月17日（金）

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

かながわ県西デジタルスタンプラリー
を開催しています

　素敵な賞品が当たる「かながわ県西デジタルス
タンプラリー」を開催中です。「かながわ県西発
酵めぐりの旅」と「かながわ県西家族でワクワク
体験」をテーマに、楽しめるチェックポイントを
たくさん設定しています。スマートフォンなどで
気軽に参加できますので、ぜひご参加ください。

期　　間　2月19日（日）まで
参加方法　ＬＩＮＥ®アプリをインストールした

スマートフォンなどで参加できます。
詳しくは、県ホームページをご覧くだ
さい（https://www.pref.kanagawa.
jp/docs/y2w/kenseipj/syuyu.
html）。

問 合 せ　神奈川県地域政策課地域活性化グループ
　　　　　（☎045－210－3260）
　　　　　（FAX045－210－8837）

❷

森林ボランティア参加者募集
　町では、森林ボランティアの参加者を募集して
います。間伐作業などをとおして、森林の大切さ
を感じてみませんか。

日　　時　2月26日（日）9：00～12：00
場　　所　城山地区（河村城跡周辺）
集　　合　9：00　山北町役場
内　　容　伐採体験
※作業のできる服装でご参加ください。
※軍手、飲み物（足柄茶）は町で用意します。
申込み期限　2月10日（金）
申込み方法　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）

東京電力発電施設の改修工事に伴う
用水の断水について

　内山発電所（南足柄市内山）において、水車・
発電機の大規模な改修工事を実施します。工事に
伴い次の用水を一時的に断水しますので、ご迷惑
をおかけしますがご理解いただきますようお願い
します。
　なお、工事期間中に再度断水する際には、都度
おしらせ版にてお知らせします。

対象施設　日向用水、松田用水、岩流瀬用水
断水期間　3月1日（水）～3月24日（金）
工事期間　3月～令和7年1月（予定）

問 合 せ　●用水の供給に関すること
　　　　　　東京電力リニューアブルパワー株式会社
　　　　　　松田事業所土木保守グループ
　　　　　　（☎87－3013）
　　　　　●工事に関すること
　　　　　　東京電力リニューアブルパワー株式会社
　　　　　　工事センター工事第三グループ
　　　　　　佐

さ と う
藤（☎090－6720－5666）

スポーツ施設利用の団体登録について
　令和5年度に町スポーツ施設の利用を希望する
団体の登録受付を開始します。
　受付期間内に登録をしないと、1年間該当する
施設の利用はできませんのでご注意ください。

対象施設　・川村小学校（グラウンド、体育館）
　　　　　・山北中学校（体育館、柔剣道場）
　　　　　・スポーツ広場
受付期間　2月1日（水）～28日（火）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申請方法　登録申請書に記入のうえ、生涯学習課

へ提出してください
※登録申請書は生涯学習課で配布しているほか、

町ホームページからもダウンロードできます。

問合せ申請先　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

山北町バレー祭開催中止のお知らせ
　3月に開催を予定していた山北町バレー祭は、
新型コロナウイルス感染防止のため、参加者の皆
さん及び関係者の健康・安全を第一に考え、大会
の開催中止を決定しました。
　大会を楽しみにされていた皆さんには大変申し
訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い
します。

問合せ　山北町スポーツ協会バレー部
　　　　湯

ゆ か わ
川　英

ひ で き
樹（☎080－5438－3471）



❸

精神保健福祉相談
　不眠、うつ、アルコール依存などのこころの不
調に関する相談を、精神科医師と福祉職がお受け
します。

日　時　2月14日（火）、3月14日（火）
　　　　13：30～（事前予約制・1人1時間程度）
場　所　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、足柄上合同庁
舎4階）

対　象　精神科未受診の方

問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　保健予防課
　　　　（☎83－5111　内線432）

「気候変動について考えるあしがら
地域セミナー」を開催します

　地球温暖化防止について地域住民一人ひとりの
理解を深めるとともに、家庭や事業所など地域ぐ
るみの取り組みを進めるため、地域住民、事業
所、環境団体及び行政が連携してセミナーを開催
します。予約不要・参加費無料ですので、お気軽
にご参加ください。　

日　　時　2月15日（水）13：30～15：30
場　　所　南足柄市文化会館　小ホール
　　　　　（南足柄市関本415－1）
タイトル　「気候変動への挑戦！」（仮題）　　
講　　師　谷

たにぐち
口　たかひさ　氏

対　　象　足柄上地域在住の方、事業所及び環境 
　　　　　団体
問 合 せ　あしがら地区地球温暖化防止推進員 
　　　　　会議事務局
　　　　　大

おおむら
村（☎090－9103－3485）

　　　　　南
な ぐ も

雲（☎090－3082－9321）

確定申告個別相談会のお知らせ【予約制】
　町商工会では、令和4年分の所得税・消費税の確定申告個別相談会を開催します。事業を営む方はもち
ろん、不動産所得のある個人の方の相談も可能です。

月　　日　2月26日(日）～28日（火）、3月5日（日）～ 7日（火）、12日（日）、13日（月）
時　　間　10：00～、11：00～、13：00～、14：00～、15：00～
※各日とも1時間単位の事前予約制です。
場　　所　山北町商工会館2階　第1会議室

問合せ申込み　山北町商工会（☎76－3451）

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　303号室（2ＬＤＫ）、406号室（1ＬＤＫ）
※町ホームページにて室内の写真を公開しています（右の画像からアクセスできます）。
入居可能時期　3月中旬（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
　　　　　　　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　2月8日（水）～21日（火）（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
※申込者多数の場合は選考を行い、入居者を決定します。
※入居者が決まらなかった場合は、2月22日（水）から先着順で入居者を決定します（同日に複数の申込

みがあった場合は選考を行います）。

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）



3か月児健康診査 ※個別健康診査

日　　時
　平日12：00～12：45（水曜日を除く）

※指定はありませんので、都合のよい
日時に受診してください。

場　　所　樹こどもクリニック
　　　　　（開成町吉田島4320－2　樹ビル3階）
対　　象　生後3か月～4か月の乳児

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

※問診票、子育てアンケートは個別に
郵送します。

2月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問い合わせください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象　生後10か月～11か月の乳児
　　　　　※満1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票
　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

ぴよぴよ教室
月　　日　2月28日（火）
時　　間　10：00～11：30（受付9：40～）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2

対　　象
　令和4年7月～8月生まれの乳児とその

保護者
※対象の方へ個別に案内を郵送します。

持 ち 物

　母子健康手帳、問診票、健康観察票、
バスタオル、「ブックスタート」絵本
の申込書
※問診票、健康観察票、「ブックス

タート」絵本の申込書は個別に郵送
します。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

今月の納期限
●10日
　上下水道使用料（A地区第6期分）
●28日　　　　　　　
　固定資産税（第4期分）
　認定こども園・保育園保育料（2月分） 
　幼稚園延長保育料（1月分）
　放課後児童クラブ負担金（2月分）
　介護保険料(第8期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第8期分）
　町営住宅使用料（2月分）

人権行政相談
日　　時　2月20日（月）13：00～15：00
場　　所　役場4階　403会議室
※受付は402会議室（403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）

「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんを持つ子育て世代を対
象に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受け
たり、親子で交流できるフリースペースを提供し
たりしています。

●フリースペース（子育てひろば）の利用について
開所日時　月曜日～金曜日、第1土曜日（第1土曜

日が祝日の場合は第2土曜日）
　　　　　①10：00～12：00、②13：00～15：00
※混雑状況により、利用を制限する場合があります。
※①については、町外在住の方は予約が必要です。
 

～イベント開催のお知らせ～

●あかちゃんひろば
日　　時　2月16日（木）10：00～12：00　　
対　　象　1歳未満のお子さんと保護者
　　　　　（兄弟姉妹も参加できます）
※毎月第3木曜日に開催します。
※予約不要（町外在住の方は要予約）・無料です。

●おたんじょうび撮影会
日　　時　2月20日（月）10：00～11：30
※毎月第3月曜日に開催します。
　（ただし、7月、8月、9月は第2月曜日）
※予約不要（町外在住の方は要予約）・無料です。

●らっこっこ（絵本の読み聞かせ）
日　　時　2月21日（火）11：00～
※毎月第3火曜日に開催します。
※予約不要（町外在住の方は要予約）・無料です。

問 合 せ　山北町子育て支援センター
　　　　　（健康福祉センター2階　☎75－0818）
※詳しくは、ホームページに掲

載しています。「山北町子育
て支援センター」で検索して
ください。


