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令和2年度山北中学校入学説明会
　山北中学校では、令和２年度に入学予定の生徒・
保護者を対象とした入学説明会を開催します。該
当される保護者の方は、ご出席ください。

日　時　１月23日（木）14：20～16：00
場　所　山北中学校体育館
※室内履きをご用意ください。
※詳細については、お問合せください。
問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

介護保険制度出前講座
　町では、地域の集会所などに出向き、介護保険
担当職員による制度についての出前講座を行いま
す。自治会・老人会などでご希望があればお申込
みください。
　原則、平日昼間の講座となりますが、夜間・休日
もできる限り対応しますのでお問合せください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

令和2年度放課後児童クラブ（学童保育）の入所説明会
　町では、保護者が仕事や家庭の事情などで昼間
家庭にいない児童のために、川村小学校で放課後
児童クラブを運営しています。
　令和２年４月に小学校に入学する新１年生や、
新たに利用を検討している方は、ご出席ください。

日　　時　１月23日（木）19：00～
場　　所　やまきた児童クラブ（川村小学校A棟1階）
対象児童　令和２年度の小学校１～６年生で次の
　　　　　①又は②に該当する児童
　　　　　①保護者が就労などにより昼間留守家
　　　　　　庭の児童
　　　　　②保護者が長期疾病などで保護者に代
　　　　　　わる方がいない家庭の児童
※予約は不要ですので、直接会場にお越しください。
※申込み書類は説明会で配付するほか、福祉課で
　も配付します。
問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

令和2年度新入学児童生徒に対する
就学援助費の入学前支給について
　町では、令和２年度に町内の小・中学校に入学
する児童・生徒がいる家庭（町内に在住）で、経
済的理由により就学させることが困難な保護者に
対して、制服購入費（中学校新１年生のみ）や新
入学用品費などの必要な費用の一部を援助してい
ます。

申請期間　２月３日（月）～17日（月）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　８：30～17：15（12：00～13：00を除く）
援助対象　令和２年度町立小学校新１年生及び中
　　　　　学校新１年生のいる世帯で、次のいず
　　　　　れかに該当する世帯

・児童扶養手当の支給を受けている
・市町村民税、個人事業税、固定資産
税、国民年金、国民健康保険税の減
免を受けている（前年の所得の確定
時に判断します）

・そのほか、就学にお困りの方
申請方法　就学援助費交付申請書に必要事項を記
　　　　　入し、学校教育課に提出してください
※申請書は１月31日（金）から学校教育課窓口、
清水・三保支所で配付します。また、町ホーム
ページからもダウンロードできます。なお、清
水・三保支所には申請書の提出はできません。

※期間外の申請については、入学前の支給ができ
なくなりますので、必ず期限内に申請してくだ
さい。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

あしがら地域活性化セミナー『熱海の奇跡
～いかにして熱海は活気を取り戻したのか～』
　あしがら観光協会は、あしがらエリアの地域活
性化・観光振興を目的に「熱海の奇跡」の著者で
ある市來広一郎氏を招いて講演会を開催します。

日　時　１月27日（月）13：30～15：30
場　所　松田町民文化センター１階　展示ホール
定　員　100名　※参加費無料。
問合せ　あしがら観光協会事務局（県西地域県政

総合センター商工観光課）（☎32－8908）
　　　　（https://www.pref.kanagawa.
 jp/docs/m2g/cnt/f533448/
 asigaraseminar2020.html）
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やまきたブランド募集
　町の地域資源を活用した商品をブランド認定
し、多くの方に知っていただくため、やまきたブ
ランドを募集します。
募集期間　１月15日（水）～24日（金）
※認定審査会は２月中を予定しています。
申請条件　町の地域資源を活用しているもの
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課窓口で配付している申請書に
　　　　　必要事項を記入のうえ、お申込みください
※申請書は、町ホームページからもダウンロード
　できます。
問合せ応募先　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

インフルエンザ予防接種のお知らせ
　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。希望者は医療機関で接
種を受けてください。
対　　象　町内に住民登録があり、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・免疫機能障害があって、

　身体障害者手帳１級に相当する方
接種期限　２月29日（土）まで
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
※その他の医療機関で接種をご希望の方は、問合
　せ先までご連絡ください。
接種回数　１回のみ
接種費用　1,500円（自己負担額）
※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
　　　　　種してください（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）

消防出初式
　新春恒例の出初式を次のとおり行います。皆さ
んぜひご観覧ください。
日　時　１月６日（月）10：00～12：00
場　所　生涯学習センター及び役場西側駐車場
内　容　表彰、分列行進、こども消防演技、消防
　　　　操法、一斉放水、ふれあい展示
※車でご来場の場合は、やまきたこども園わかば
　園舎に駐車できますが、台数に限りがあります。
※当日は７：30に各所でサイレンが鳴りますので、
　火災とお間違えのないようご注意ください。
※式終了まで、役場西側駐車場は一般の方の利用
　ができません。ご迷惑をおかけしますが、ご協
　力よろしくお願いします。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

～車座集会～議会報告会・意見交換会を開催します
　町議会では、町内６会場で委員会の活動報告の
ほか、グループに分かれて参加者との意見交換を
行います。なお、参加は記載の対象地区限定では
ありません。都合のつく会場へお越しください。
【委員会活動報告】
総務環境常任委員会 「スマートＩＣ周辺土地利用の検討調査」
 「交通網の再構築」
福祉教育常任委員会 「子どもの居場所づくり」
議会のあり方検討委員会 「議会の見える化・見せる化」

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さまとの意見交換の場を増やすこ
とを目的に「おしゃべりＣａｆｅ」をオープンします。
  気軽にお立ち寄りいただき、皆さまの『声』をお
聞かせください。

山北町立きのこ園指定管理者を募集します
　現管理者による指定期間の満了に伴い、指定管
理者を募集します。

募集期間　１月10日（金）～17日（金）　
募集施設　山北町立きのこ園
募集要件　足柄上地区１市５町内に事務所を有す
　　　　　る法人その他の団体又はグループ
募集要項　商工観光課窓口にて配付します
※申請書は、町ホームページからもダウンロード
　できます。
問合せ申込み　商工観光課商工観光班（☎75－3646）
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問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

場　　所
健 康 福 祉 センタ ー
（ともしびショップ付近）
小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）
健 康 福 祉 センタ ー
（ともしびショップ付近）

開催日
１月20日
（月）
２月20日
（木）
3月20日
（金・祝）

時　間
13：30～
15：30
13：30～
16：00
13：30～
15：30※各日とも開催時間は、19：00～20：30です。

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

対　　象
三 保 地 区
清 水 地 区
山北第1～3ブロック
共 和 地 区
岸 地 区
向 原 地 区

開催日
1月27日（月）
1月29日（水）
1月31日（金）
2月 3日（月）
2月 5日（水）
2月 7日（金）

会　場
三 保 支 所
清水ふれあいセンター
生涯学習センター
共和のもりセンター
高齢者いきいきセンター
向 原 児 童 館
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税金の手続きはお済みですか
【法定調書の提出（令和元年分の給与所得）】
提 出 先　小田原税務署（☎35－4511）
提出期限　１月31日（金）まで
【給与支払報告書の提出（令和元年分）】
提 出 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
提出期限　１月31日（金）まで
※個人事業主でも事業専従者がいる場合は、同様
　に提出してください。
【償却資産の申告（令和２年度の固定資産税）】
申 告 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
申告期限　１月31日（金）まで
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

山北町プレミアム付商品券の
申請期限を延長します

　購入対象となる方にはプレミアム付商品券の申
請書を令和元年８月20日に郵送しました。まだ申
請されていない方でプレミアム付商品券の購入を
希望される方は、１月17日（金）まで申請期限を
延長しますのでお早めに申請をお願いします。
　なお、プレミアム付商品券の使用できる期間は
２月29日（土）までで変更ありません。
延長後の　１月17日（金）申請期限
申請方法　申請書郵送時に同封した返信用封筒（切手不用）を使

用するか、福祉課、清水・三保支所にご持参ください。
※申請書を紛失した場合は、福祉課までお問い合わせください。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

～住宅をローンで購入された方へ～
税金セミナーを開催します

日　　時　１月18日（土）10：00～11：30
場　　所　納税者センター・青色会館３階
　　　　　（小田原市本町２－３－24）
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用いただくか
　公共交通機関をご利用ください。
内　　容　住宅取得と税金還付について
定　　員　先着40名（予約制）
費　　用　無料
問合せ申込み　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。絵本や手遊びで一緒に
楽しく過ごしましょう。
日　時　１月15日（水）11：00 
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

入札結果11月中
落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）事　業　名担当課

令和元年度　町民カレンダー
（令和２年度版）印刷業務委託

株式会社あしがら
印刷 1,098,900円

16,885,000円

994,950円

15,950,000円

企画政策課

有限会社池谷建設都市整備課 令和元年度　町道塩沢線改良工事

※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）

～事業者の皆さんへ～
令和2年度「一般競争（指名競争）
参加資格審査申請」の追加受付について
　町が物品の購入や工事などを発注するときに行う
入札には、入札参加資格として、あらかじめ審査を受
けて名簿に登録されていることが条件となっています。
　まだ登録されていない事業者の方で令和2年度の
名簿登録を希望される事業者の方は、次の期間中
に参加資格審査申請をしてください。
受付期間　２月３日（月）～28日（金）（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
登録有効期間　４月１日（水）～令和３年３月31日（水）
※様式など詳細は、町ホームページ（事業者向け情報）をご確認ください。
問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　１月21日（火）※雨天中止。
行 き 先　大雄山道了尊（南足柄市）
集　　合　山北駅北口　８：40
費　　用　会員の方 1,360円（交通費）
　　　　　新規入会の方 2,360円（交通費、入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」に入会する必要があります。
持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、健康保険証など
申込み期限　１月17日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



地域自殺対策包括相談会
「こころとくらしの相談会」を開催します
　こころの病、経済的なこと（生活苦・多重債務）
など、県民の様々なお困りごと、悩みごとに対して
専門の相談員が複数体制で相談をお受けします。

日　時　１月19日（日）９：30～12：30
会　場　大井町保健福祉センター
内　容　包括相談会（こころとくらしの相談会）
　　　　２人１組（複数職種）で相談に対応
　　　　１相談あたり50分
定　員　県民12人（組)　※事前申込み制。
問合せ　神奈川県精神保健福祉センター相談課
申込み　（☎045－821－8822（代表））
　　　　（FAX045－821－1711）
※詳細については、神奈川県精神保健福祉センタ
　ーのホームページをご覧ください。
（URL http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nx3/
 cnt/soudankai/ooi.html）

人権擁護委員 人権相談所を開設します
日　時　１月10日（金）13：00～16：00
場　所　松田町民文化センター３階　会議室
内　容　職場や学校でのいじめや名誉棄損、プラ
　　　　イバシーの侵害など人権に関すること
問合せ　西湘二宮人権擁護委員協議会
　　　　（横浜地方法務局西湘二宮支局内）
　　　　（☎0463－70－1116）

❹

《人権行政相談》
日　　時　１月20日（月）13：00～ 15：00
場　　所　役場４階　402会議室
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

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）月　　日

受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

１月10日（金）
９：00～10：30
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）
・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１月６日（月）からです。
母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル２枚

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。

１歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
参 加 費
持 ち 物

１月21日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成30年11月～平成31年１月生まれの幼児
150円
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、問診票

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで。
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。

１月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

第6回在宅医療・介護連携地域講演会
「上野千鶴子さんが語る、お家でひとりで死ねますか？」
日　時　２月８日（土）14：00～16：00
　　　　（13：30受付開始）
場　所　南足柄市文化会館小ホール
対　象　先着270名
講　師　社会学者、東京大学名誉教授、NPO法人
　　　　ウィメンズアクションネットワーク理事長
　　　　上野　千鶴子　先生
費　用　無料
申込み方法　平日８：30～17：00の間に電話にて申込み
問合せ　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
申込み　（☎43－8172）

うえ の　　　ち　づ　こ

今月の納期
●６日 後期高齢者医療制度保険料（第６期分）
●15日 上下水道使用料（B地区第５期分）
●31日 町県民税（第４期分）
 認定こども園・保育園・幼稚園保育料（１月分）
 放課後児童クラブ負担金（１月分）
 国民健康保険税（第８期分）
 介護保険料（第７期分）
 後期高齢者医療制度保険料（第７期分）
 し尿処理手数料（第３期分）
 町設置型浄化槽使用料（11・12月分）
 町営住宅使用料（１月分）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）


