
小田原市斎場の進入路を整備しています
　小田原市斎場では広域農道から斎場までの進入
路を整備しています。整備期間中は駐車場の一部
が使用できないなど、ご不便をおかけします。乗
り合わせでのご来場にご協力ください。
整備期間　令和２年３月末（予定）まで

問合せ　小田原市環境保護課（☎33－1474）

小田原市斎場の利用について
　小田原市斎場では、予約順に利用者を受け入れ
ています。予約時間より15分以上早く到着した場合
は、斎場内駐車場でお待ちください。斎場周辺の
路上及び私有地などで駐停車をしないでください。
問合せ　小田原市環境保護課（☎33－1474）
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令和2年度町立小学校入学説明会
　町内小学校では令和2年度に町立小学校入学予定
者の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。

※室内履きをご用意ください。
※詳細については、学校へお問合せください。
問合せ　川村小学校（☎75－1142）
　　　　三保小学校（☎78－3028）

雪などによるごみの収集について
　雪が降った日も、もえるごみ・もえないごみ・資源ごみ
の収集は町民カレンダーどおり行います。業者が事前に
コンテナや収集ネットなどを配付できない場合は、レジ袋
などで代用して出してください。なお、予定どおり収集で
きない場合は、町の防災行政無線などでお知らせします。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

令和元年台風第15号千葉県災害義援金のお礼
　令和元年台風第15号千葉県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、65,750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、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金させていただきました。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

場　所
川村小学校

B棟 2階会議室

三保小学校
2階視聴覚室

日　時
２月６日（木）
10：30～

２月７日（金）
13：30～

川村小学校

三保小学校
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がん体験の話とがんについての講演会を開催します
日　　時　２月21日（金）10：00～12：00
　　　　　（受付９：30～）
場　　所　健康福祉センター２階会議室202・203
内　　容　がん検診普及啓発セミナー
　　　　　－がんに負けない地域づくり－
講　　師　①訪問看護ステーション　看護師
　　　　　②神奈川県立足柄上病院　総合診療科
　　　　　医長　岩渕　敬介　医師
定　　員　40名　※参加費無料。
申込期限　１月31日（金）まで
申込方法　健康福祉センター窓口へ直接又は電話に
　　　　　てお申込みください
主　　催　元気で健康を楽しむ会
共　　催　小田原保健福祉事務所足柄上センター
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

いわぶち けいすけ

台風被害のための義援金のお礼
　山北婦人会では、この度、台風被害にあわれた
地域の方のために、やまきた健康スポーツ大会や産
業まつりで、義援金を集めさせていただきました。
　過日、来場されたたくさんの皆さんからご協力いた
だいた32,000円を千葉県災害対策本部に送金いた
しました。ここにご報告させていただくとともに、あ
らためて感謝申し上げます。ありがとうございました。
問合せ　山北町婦人会会長　関　優子
　　　　（☎090－4066－0331）

せき ゆう こ



青色申告会による確定申告指導会
　青色申告会では、所得税の確定申告指導会場を
開設し、経験豊富なスタッフが決算書・申告書作
成の指導をします。また、税理士による無料相談
コーナーもあります。
期　間　２月３日（月）～３月16日（月）
※土・日曜日、祝日は休館。（ただし、2月24日（月・
　祝）、3月1日（日）、8日（日）、15日（日）は開館）
時　間　９：00～15：00（最終日は14：00まで）
場　所　青色会館３階　大ホール
（小田原市本町2－3－24）
※確定申告書をお預かりしての税務署提出、e-Tax
　での申告については会員限定です。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

小田原税務署からのお知らせ
 小田原税務署では、所得税及び復興特別所得税・
贈与税・個人消費税の確定申告書の作成会場を開
設します。

会　　場　２月17日（月）～３月16日（月）
開設期間　（土・日曜日を除く）
※２月24日（月・祝）及び３月１日（日）は開場します。
※上記期間以外は、申告書作成相談会場はありま
　せんのでご了承ください。
時　　間　受付 8：30～16：00（提出は17：00まで）
　　　　　相談 9：00～17：00
※混雑の状況により、受付終了時刻が早まる場合が
　ありますので、なるべくお早めにお越しください。
場　　所　小田原税務署　３階
申告期限　・所得税及び復興特別所得税・贈与税
納 期 限　　３月16日（月）まで
　　　　　・個人事業者の消費税及び地方消費税
　　　　　　３月31日（火）まで
問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）

第74回足柄上地区一周駅伝競走大会
　１月26日（日）に足柄上地区一周駅伝競走大会
が開催されますので、出場選手にあたたかい声援
をお願いします。山北町の通過予定時間は９：00
～10：00頃です。
　大会開催に伴い、コースの一部区間で交通規制
を実施しますので交通渋滞などが予想されます
が、ご理解と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）

❷

所得税・事業税・住民税の申告相談
　申告書には、個人番号の記載と、個人番号カー
ドの提示もしくは写しの添付、又は通知カードな
ど（番号確認書類）と本人確認書類（免許証など）
の提示もしくは写しの添付が必要です。

日　時　２月７日（金）
　　　　受付９：30～ 11：00、13：00 ～ 15：00
場　所　生涯学習センター２階　会議室
対　象　小規模納税者の所得税及び復興特別所得

税・消費税、年金受給者及び給与所得者
の所得税及び復興特別所得税の申告

持ち物　個人番号確認書類（個人番号カード又は
通知カードと本人確認書類（免許証な
ど））の原本又は写し、筆記用具、印鑑、
申告書（送付されている方）、源泉徴収票、
医療費の明細書※1、社会保険料の証明書、
生命保険料控除証明書、地震保険料証明
書、損害保険料証明書、収入金額や必要
経費のわかるもの、前年の申告書の控え
及び税務署から送付された「確定申告の
お知らせ」はがき又は「確定申告のお知
らせ」通知書

※１　平成29年分以降、医療費控除をされる場合、
　　　領収書の代わりに明細書の添付が必要とな
　　　りました。
※譲渡取得（土地、建物及び株式など）のある方、所
得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を初
めて受けられる方は、ご遠慮ください。

※相談可能人数に達した場合、受付を締切りますの
でご了承ください。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

税理士による無料申告相談のお知らせ

対　象　小規模納税者の所得税及び復興特別所得
税・消費税、年金受給者及び給与所得者
の所得税及び復興特別所得税の申告

持ち物　個人番号確認書類（個人番号カード又は通
知カードと本人確認書類（免許証など））の
原本又は写し、筆記用具、印鑑、申告書（送
付されている方）、源泉徴収票、医療費の
明細書、社会保険料の証明書、生命保険
料控除証明書、地震保険料証明書、損害
保険料証明書、収入金額や必要経費のわ
かるもの、前年の申告書の控え及び税務署
から送付された「確定申告のお知らせ」は
がき又は「確定申告のお知らせ」通知書

※譲渡所得（土地、建物及び株式など）のある方、
所得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を
初めて受けられる方、相談内容が複雑な方及び税
理士に依頼されている方は、ご遠慮ください。
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

場　所
小田原市川東タウンセンター
マロニエ3階　　
　　マロニエホール
南足柄市役所
5階  大会議室

受付時間

9：30～11：00
13：00～15：00

2月4日（火）
2月5日（水）

2月10日（月）
2月12日（水）

月　日



2020年農林業センサスにご協力をお願いします
　全国の農林業関係者を対象とした2020年農林業
センサスが実施されます。
　町でも、県知事が任命する調査員が世帯などを
訪問しますので、ご協力お願いします。

調査時期　１月下旬～２月
問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

親子熱気球体験教室
　熱気球の歴史や仕組みなどを学び、実物に触れ
て、乗って、体験してみましょう！！

日　時　１月26 日（日）14：00～17：00
※天候により体験搭乗ができない場合があります。
場　所　三保小学校体育館・鹿島山北高校グラウンド
※体育館に集合してください。
対　象　５歳～小学生とその保護者
定　員　10組（先着順）
費　用　１名500円（保険料など）
問合せ　ハッピーバルーンクラブ　高杉
申込み  （☎090－1424－1518）
※電話にでることができない場合は折り返し連絡
　しますので、番号通知でお電話ください。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部を助成しています。
対　　象　町内に住民登録があり、令和２年３月31日までに次の①～⑤いずれかに該当する方

※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライ
　ド）の接種を受けたことがある方は対象外となります。
接種期限　令和２年３月31日（火）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（その他の医療機関をご希望の方は、お問合せください）
接種回数　５年に１回
自己負担額　3,000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申請時に提示してください。
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて事前にお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❸

腎臓を守るはじめの1歩
～ＣＫＤのはなし～

　ＣＫＤとは、ゆっくりと経過するすべての腎臓病
です。初期は自覚症状がなく、むくみや貧血などの
症状は現れたときには既にかなり進行しています。
腎臓が働かなくなると、体内の不要物の排出が困難
になり、人工透析が必要な状態になります。

日　時　①２月 ５日 （水）13：30～15：30
　　　　②２月 12日 （水）13：30～15：00
場　所　健康福祉センター2階会議室201・202・203
内　容　①講義：「生活習慣病とＣＫＤについて学ぼう」
　　　　　講師：山北町立山北診療所
　　　　　　　　診療所長　医師　濵田　俊之　氏
　　　　　・管理栄養士、保健師による個別相談
　　　　②講義：「生活習慣病とＣＫＤ予防のための食事」
　　　　　講師：相模女子大学　栄養科学部　円谷　由子　氏
※希望者には24時間蓄尿検査で食塩摂取量・腎機
　能の検査、食事調査を行います。
持ち物　健診結果又は血糖値などの血液検査結果
定　員　30名　※参加費無料。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

つむらや よし こ
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2019年度食品衛生責任者講習会のお知らせ
　2019年４月１日以降、食品衛生講習会を受講さ
れていない食品衛生責任者の方は、次より都合の
良い日を選び、受講をお願いします。

※受講日の指定はありません。
※食品衛生責任者手帳と筆記用具をご持参ください。
※ご来場の際はバスなどの公共交通機関をご利用ください。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　生活衛生課（☎83－5111  内線421・422）

場　所

足柄上合同庁舎
5階

西側大会議室

時　間

14：30～
　   16：00
（受付は
　14：00から）

2月５日（水）

2月13日（木）

月　日

①75歳以上 昭和20年４月１日以前に生まれた方
②70歳 昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生まれの方
③65歳 昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生まれの方

④満60歳以上65歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
 有し、身体障害者手帳１級に相当する方

⑤満66歳以上75歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
 有し、身体障害者手帳１級に相当する方



第2期山北町子ども・子育て支援事業計画（案）
についての意見募集（パブリックコメント）
　町では、令和２年度から６年度までの５か年の
第２期子ども・子育て支援事業計画の策定作業を
行っています。
　本計画は、平成30年度に実施したニーズ調査の
結果をもとに、町で必要とされる今後の子育て支
援施策を実施するための計画となります。
　次の期間で町民の皆さんから幅広く意見を募集
します。詳しくは町ホームページをご覧ください。

募集期間　１月16日（木）～23日（木）
閲覧場所　福祉課窓口及び町ホームページで閲覧
　　　　　できます
　　　　　（URL https://www.town.yamakita.kanagawa.jp）
意見提出　福祉課へ直接又は郵便、ファクシミリ、
　　　　　メールにて、「氏名」「電話番号」を記
　　　　　載してご提出ください
※福祉課窓口での受付は１月18日（土）、19日（日）
　は除きます。
※ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、
　ご了承ください。
問 合 せ　福祉課子ども支援班
提 出 先　（☎75－3644　FAX79－2171）
　　　　　（メール fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp）

精神保健福祉相談（精神科医による無料相談）
日　時　２月13日（木）13：30～
※１人１時間程度。
内　容　こころの不調に関する相談（不眠、うつ
　　　　状態、アルコール依存など。専門医療機
　　　　関への受診の要否や家族の接し方など）
　　　　を医師がお受けいたします
場　所　足柄上合同庁舎4階小田原保健福祉事務所
　　　　足柄上センター
※事前予約制。
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）

足柄地域合同企業説明会
　今年度、初の試みである合同企業説明会を南足
柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
の合同で実施します。当日はブース形式で説明会
を行うので、気軽に説明を受けることができます。
日　時　３月12日（木）13：30～16：30
　　　　（受付時間13：00～16：00）
場　所　松田町民文化センター　展示ホール
対象者　どなたでも参加可能　※高校生以下を除く。
参加方法　事前申込みは各市町の担当部署にお問合せください
※当日参加も歓迎です。会場へ直接お越しください。
問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

三保小学校「学習発表会（学校公開）」のお知らせ
日　時　1月25日（土）13：45～14：30（5校時）
場　所　三保小学校（視聴覚室）
内　容　学習発表会
※最初に正面玄関で受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
問合せ　三保小学校　教頭（☎78－3028）

❹

予備自衛官補・自衛官候補生募集案内

※試験日、合格発表、入隊時期などの詳細はお問合せください。
問 合 せ　自衛隊神奈川地方協力本部　小田原地域事務所（☎24－3080）
　　　　　小田原市栄町１－14－９　NTビル３Ｆ

募集種目

予備自衛官補 ４月12日（日）まで

受付期間（締切日必着）

４月20日（月）～24日（金）
のうち１日を予定

試験期日

技　能

資　　格
一　般 18歳以上34歳未満の者

自衛官候補生 年間を通じて実施
※事務所にお問合せください。

※事務所にお問合せ
　ください。18歳以上33歳未満の者

18歳以上55歳未満で国家
免許資格などを有する者
（資格により年齢の上限が異なります）

文化講演会のご案内
　現在、新東名高速道路工事に伴い、川西の峰地区にあ
る河村新城跡の発掘調査が行われています。河村新城は
河村城と同様に、戦国時代の小田原北条氏の山城ですが、
調査後には一部が壊れてしまいます。両城の発掘調査を
行った講師に最新の調査成果などをご講演いただきます。
日　時　２月８日（土）14：00～16：00
場　所　山北町立生涯学習センター3階視聴覚ホール
※入場無料・申込み不要です。
演　題　河村新城と河村城の発掘調査とこれから
講　師　砂田　佳弘　氏（公益財団法人かながわ考古学財団）
主　催　山北町地方史研究会
共　催　河村城址保存会
後　援　山北町教育委員会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

よしひろたすな



教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会

　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の
一環として、教育委員会とフリースクールなどが
連携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護者
を対象に相談会を行い、一人ひとりの自立や学校
生活の再開に向けた支援を行います。

日　時　２月１日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　鎌倉市深沢学習センター（鎌倉市常磐111－3）
内　容　・不登校を経験した子どもや保護者による座談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介　
　　　　・個別相談会　など
※参加費無料・事前申込みは不要です。
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　FAX045－210－8937）

山北サッカークラブ体験教室
日　時　２月９日（日）９：30～11：00
場　所　川村小学校（グラウンド）
対　象　町内在住の年長～小学校５年生
内　容　ボール遊び、ミニゲームなど
※運動のできる服装、飲み物をお持ちください。
費　用　無料
※申込みは不要ですので、直接グラウンドにお越
　しください。
問合せ　山北サッカークラブ事務局　松田
　　　　（☎090－1552－7194）

麻しん風しん混合ワクチン予防接種について
　町では、麻しん風しん（MR）混合ワクチンの予
防接種について、接種費用を助成しています。
　麻しん（はしか）と風しんの予防接種は、１歳
と小学校就学前の２回受けることになっています。
　まだ接種を受けていないお子さんは、できるだ
け早い時期に医療機関で接種しましょう。

対　　象　山北町に住民登録があり、次の①又は
②に該当するお子さん

　　　　　①１歳
　　　　　②小学校就学前の１年間（平成25年４

　月２日～平成26年４月１日生まれ）
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
接種回数　①、②それぞれ１回
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）

※接種される際には母子健康手帳を持参し、保護
　者同伴で受けてください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

冬の星座教室に参加しませんか
日　　時　２月14日（金）18：45～ 20：10
　　　　　（受付開始は18：30）
※屋外で実施できない場合は室内プログラムとします。
場　　所　神奈川県立山北つぶらの公園
※雨天の場合は生涯学習センター第１、２、３会議室。
※必ず保護者の方の送迎をお願いします。
対　　象　町内在住の小学４～６年生
定　　員　30名（定員になり次第、締切り）
参 加 費　無料
持 ち 物　筆記用具、懐中電灯
申込み期間　１月20日（月）～31日（金）
※土・日曜日は除く。
申込み方法　生涯学習課窓口へ直接又は電話、町ホー
　　　　　ムページでお申込みください
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

ぐみの木近隣公園駐車場の利用について
　ぐみの木近隣公園をご利用いただくにあたり、
車でお越しの際は駐車場をご利用ください。
　道路上に駐車すると他の利用者の迷惑になりま
すので、皆さんが気持ち良く公園を利用するため
にご協力をお願いします。
問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

❺

入札結果12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　水源環境保全・再生
市町村補助金事業　私有林整備工事 山北町森林組合 3,023,900円

2,407,900円

2,860,000円

2,310,000円

農 林 課

有限会社池谷建設農 林 課 令和元年度
嵐地区獣害防止柵設置工事

※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）



介護相談員を募集します
　町では、介護保険施設を定期的に訪問し、利用
者が普段言い出せない日頃感じている不平や不満
などを聞き出して施設側に伝える橋渡しの役目を
担う、介護相談員を募集しています。

募集人数　１名
応募資格　資格は特に必要ありません。業務内容上、
　　　　　明るく傾聴が得意な方
勤務時間　平日8：30～17：00までの間の４時間
　　　　　程度（月２回程度）
報　　償　１回4,000円
交 通 費　町規定に基づき別途支給
応募方法　市販の履歴書に記入して持参
選考方法　書類選考及び面接
募集期限　２月28日（金）まで
※毎年夏ごろに開催される研修受講後、業務に従
　事します。研修は３日間程度で会場は横浜です。
　（研修期間中の報償及び交通費は支給します）
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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　１月28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）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間

場　　所

２月６日（木）
９：30～10：30
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
受付時間

場　　所

２月４日（火）
９：30～10：30
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
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

参 加 費
持 ち 物

申込み方法

２月１日（土）
10：00～12：00（受付9：45から）
健康福祉センター１階　多目的室１
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・新生児の育て方［講話］
・赤ちゃんのお風呂
　［デモンストレーション・実習］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル
予約制です。１月30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、１月
24日（金）までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

２月14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２月３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。

第15回 ジュニアスキースクール開催
日　程　２月22日（土）※予備日３月７日（土）。
　　　　役場西側駐車場集合 ７：30（出発８：00）
　　　　役場西側駐車場帰着予定  18：00
※雨天の場合は、予備日に順延します。
場　所　カムイ御坂スキー場
対　象　小学校３年生～中学校３年生
定　員　30名（先着順）
費　用　10,000円（バス代、傷害保険料、昼食代、
　　　　スキーレンタル料、入場料、リフト料含む）
※スキー用具をお持ちの方は、スキーレンタル料
　金分安くなります。
申込み期限　２月１日（土）まで
問合せ　山北町体育協会スキー部
申込み　武　芳和（武書店）（☎75－0020）
　　　　大谷　隆（大谷スポーツ店）（☎75－0138）

たけ よしかず

たかしおおたに

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


