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子育て世帯向け住宅サンライズやまきたの入居者を募集します
募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）

【606号室】
間 取 り　3LDK（72.23㎡）
家　　賃　59,000～73,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
入居可能時期　6月下旬頃（予定）
申込み期間　4月23日（木）～5月8日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定します。
主な入居資格　①入居者と同居親族の平成30年の合計所得が月額158,000円以上487,000円以下の方
　　　　　②町内、町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
　　　　　④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚や婚約中の若年世帯など
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問合せください。
申込み方法　定住対策課で配付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、入居の取消しとなります。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

【404号室】
間 取 り　2LDK（65.27㎡）
家　　賃　56,000～70,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
入居可能時期　入居者決定後速やかに（要相談）
申込み期間　4月23日（木）から入居者決定まで
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※先着順で入居者を決定します。

「コンビニ交付サービス」の運用停止について
　住民票の写し・印鑑登録証明書の「コンビニ交
付サービス」について、システムメンテナンス作
業のため、次の日程で運用停止いたします。この
間は、全国のコンビニエンスストアなどでの交付
が受けられませんのでご注意ください。

運用停止日程　5月2日（土）～6日（水・振休）の終日
問　合　せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の通水について

　南足柄市の一部、開成町全域及び松田町の一部
（酒匂川右岸土地改良区受益地内）に農地をお持
ちの方々へのお知らせです。
　水田へのかんがいのため、次のとおり文命用水
路からの全量通水を開始します。

日　時　5月1日（金）9：00～
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）

　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。

町営駐車場利用者を募集します
対 象 地　山北駐車場（山北1425－4）
駐車区画　3区画（屋根・照明付）
利 用 料　月額5,500円
※満車になり次第、受付を終了いたします。
問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）
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❷

避難行動要支援者支援制度への登録について～地域で支え合い・助け合うために～
　町では地域防災計画に基づき、災害時に高齢者や障がいのある方、外国人の方など（要配慮者）を支
援する避難行動要支援者支援制度（旧名称：災害時要援護者避難支援制度）を実施しています。
　要配慮者として登録されると、登録情報を地域支援者※1や近隣避難支援者※2が共有し、災害時の安
否確認や安全に避難できる体制づくりに活用します。既に登録されている方はお申し込みの必要はあ
りません。
※1　自主防災組織（自治会）、民生委員児童委員。
※2　支援が必要な人の近隣に住んでいる方で、災害時に情報の伝達や安否確認、避難の手助けをしてく

れる方。ただし、支援はできる範囲で行うもので、義務や責任を負うものではありません。
登録対象者 登録方法

75歳以上の高齢者でひとり暮らし、高齢者のみの
世帯の方

地区の民生委員児童委員が自宅へ登録申込書をお
届けしますので、希望する方はお申込みください

・身体障がい（1・2級）、知的障がい（療育手帳
A）、精神障がい（保健福祉手帳1級）の方

・介護保険の要介護3以上の方
町から登録申込書を送付しますので、希望する方
はお申込みください

その他、難病をお持ちの方、外国人の方など災害
時に自力で避難又は災害情報を入手することが困
難な方

福祉課及び清水・三保支所に登録申請書がありま
すので、必要事項を記入のうえ随時お申込みくだ
さい

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

国民健康保険の加入・脱退
手続きのご案内

○加入手続きについて
　職場の健康保険を脱退した方や、お勤めされて
いる方の扶養を抜けた方は、国民健康保険に加入
する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など、健康

保険を脱退したことがわかる証明書
・印鑑（認印）
・銀行の通帳と登録印（口座引落しを希望される

方）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

○脱退手続きについて
　国民健康保険に加入していた方が、就職や扶養
認定などにより新しい健康保険に加入した時に、
国民健康保険から脱退する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・新しく加入した保険の保険証（コピー可）
・国民健康保険の保険証
・印鑑（認印）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

国民年金の加入手続きのご案内
　20歳から59歳までの方のうち次に該当する場
合には、国民年金第1号被保険者となるため、国
民年金に加入する手続きが必要です。
○会社を退職したとき
○配偶者が退職したことなどにより、第3号被保

険者（会社員が扶養する配偶者など）でなく
なったとき

【手続きに必要なもの】　
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など
・印鑑（認印）
・年金手帳
※就職に伴う第1号被保険者から第2号被保険者

（厚生年金加入者）への変更や、扶養認定に伴
う第1号被保険者から第3号被保険者への変更手
続きは、勤務先又は年金事務所にて行うことに
なります。共済組合加入者は、各共済組合へお
問合せください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
　　　　小田原年金事務所（☎22－1391）



土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）「指定」「調査結果の公表」のお知らせ
　県では、土砂災害から「いのち」を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等の指定
を進めています。
　この度、山北、岸、向原、共和、清水地区における土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）を指定し
ました。また、三保地区については、土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）の調査結果を公表しまし
たので、お知らせします。
　なお、三保地区の「説明会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催について
は、検討・調整中です。今後の予定が決まり次第、お知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　　山北町役場都市整備課、神奈川県県西土木事務所河川砂防第二課、
　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県庁砂防海岸課

※次のホームページからもご覧いただけます。
　（URL　http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html）
問合せ　神奈川県県西土木事務所　工務部河川砂防第二課（☎83－5111）

❸

告示図書、基礎調査結果
公表資料の閲覧場所

川村小学校放課後子ども教室の
安全監理員を募集します

　町では、放課後の小学生の遊びや学習の見守り
をしてくれる方を募集しています。興味がある方
は、ご連絡ください。

任　　期　採用日から令和3年3月31日（水）
※更新される場合があります。
勤務場所　山北町立川村小学校
勤 務 日　給食のある水曜日
勤務時間　学校の下校時間から17：00まで
※10月から3月は16：00まで。
報　　酬　時給1,047円
通勤手当　町の規定に基づき支給されます
募集人数　若干名
応募方法　総務防災課窓口で配布している会計年

度任用職員任用申込書を総務防災課へ
提出してください

※認印を持参し、その場で記入し提出することも
できます（中学校卒業からの学歴・職歴などの
記入箇所があります）。

※会計年度任用職員任用申込書は町ホームページ
からもダウンロードできます。

選考方法　書類選考及び面接
※資格は必要ありません。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

会計年度任用職員（保健師）を
募集します

　町では健康づくり、母子保健業務を行う保健師
を募集します。

任　　期　6月1日（月）～令和3年3月31日（水）
※更新される場合があります。
勤務場所　健康福祉センター
勤 務 日　週3日～5日（応相談）
※休日は土・日曜日、祝日、年末年始（12月29

日～1月3日）
※有給休暇は任用期間、勤務日数に応じて付与さ

れる場合があります。
勤務時間　8：30～17：15（応相談）
　　　　　（休憩12：00～13：00）
報　　酬　時給1,683円
通勤手当　町の規定に基づき支給されます
期末手当　一定の条件を満たす場合は支給対象と

なります
募集人数　若干名
応募資格　保健師資格を要します
応募方法　総務防災課窓口で配布している会計年

度任用職員任用申込書を総務防災課へ
提出してください

※認印を持参し、その場で記入し提出することも
できます（中学校卒業からの学歴・職歴などの
記入箇所があります）。

※会計年度任用職員任用申込書は町ホームページ
からもダウンロードできます。

選考方法　書類選考及び面接
※社会保険・労働保険は、任用期間や勤務時間など

の一定の条件を満たす場合、適用となります。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



新型コロナウイルス感染症に対する山北町の対策方針
【令和2年4月8日時点】

名称 取組（対応）内容 問合せ
小学校・中学校・幼稚園・保育園など
川村小学校
三保小学校
山北中学校

４月７日（火）から５月６日（水・振休）まで、臨時休業。
学校教育課

(☎75-3648)
岸幼稚園
三保幼稚園

４月８日（水）から５月６日（水・振休）まで、臨時休園。
※ただし、特別な事情がある場合は、園長と相談のうえ、受け入れ。

やまきたこども園
向原保育園

４月９日（木）から５月６日（水・振休）までの間、
・こども園の１号認定（教育認定）は臨時休園
※特別な事情のある保護者の子どもは、園長と相談のうえ、受け入れ。
・こども園の２号・３号認定（保育認定）と保育園は規模縮小

し、保育が必要な児童のみ受け入れ。
福祉課

(☎75-3644)

学童保育 ４月10日（金）から５月６日（水・振休）までの間、規模縮小
し、保育が必要な児童のみ受け入れ。

放課後子ども教室 ５月６日（水・振休）まで、閉室。 生涯学習課
(☎75-3649)

公共施設

健康福祉センター
４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、全館休館。

（さくらの湯、ともしびショップについても５月６日（水・振休）まで休館）
※保険健康課健康づくり班の事務室は開庁。

健康福祉センター
(☎75-0822)

子育て支援センター ３月10日（火）から５月６日（水・振休）まで、閉所。
※電話相談は、閉所中も受付。

子育て支援センター
(☎75-0818)

生涯学習センター ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、休館（図書室含む）。
※ブックポストへの返却のみ可。

生涯学習センター
(☎75-3131)

清水・三保支所 ５月６日（水・振休）まで、支所にて使用申請を受け付けて
いる施設の使用停止。

清水支所
(☎77-2404)

三保支所
(☎78-3006)

中川温泉ぶなの湯 ３月13日（金）から５月６日（水・振休）まで、休館。

商工観光課
(☎75-3646)

鉄道資料館 ２月29日（土）から５月６日（水・振休）まで、休館。
ひだまりの里 ５月６日（水・振休）まで、利用予約の受付停止。

山北町観光協会 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、窓口業務停止。
※観光案内については、電話及びメールで実施。

丹沢湖記念館 ４月11日（土）から５月６日（水・振休）まで、休館。
※ボート、自転車の貸出及び売店営業も中止。

ぐみの木近隣公園
・テニスコート
・多目的広場Ａ

４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、開放中止。 都市整備課
(☎75-3647)

パークゴルフ場 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、営業中止。
生涯学習課

(☎75-3649)
スポーツ広場
学校体育施設
山北児童館

４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、開放中止。

ふるさと交流センター ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、閉館。
農林課

(☎75-3654)共和のもりセンター ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、閉館。
日向活性化施設 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、閉館。

山北駅切符販売 ４月９日（木）から５月６日（水・振休）まで、販売休止。 企画政策課
 (☎75-3651)

❹

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康ついて、お気軽
にご相談ください。

実施日 時　間 場　所

3月14日
（木）

  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）



新型コロナウイルス感染症に対する山北町の対策方針
中止が決定したイベント

D52整備運行
大野山開き　４月29日（水・振休）、西丹沢山開き　５月24日（日）

商工観光課
(☎75-3646)

親睦ゴルフ大会　５月６日（水・振休）、チャレンジデー　５月27日（水）
カヌー教室　６月６日（土）、球技大会　６月14日（日）
青少年健全育成大会　６月27日（土）
カヌーマラソンIN丹沢湖　７月５日（日）

生涯学習課
(☎75-3649)

酒匂川統一美化クリーンキャンペーン　６月７日（日） 環境課
(☎75-3656)

中止が決定した保健福祉事業

ママパパクラス　５月２日（土）、離乳食教室５月13日（水）
乳幼児ニコニコ相談５月８日（金）、定例健康相談５月13日（水）

健康福祉センター
(☎75-0822)

乳がん検診（施設）
※足柄上病院が、新型コロナウイルス対策における「重点医療機関」に指定された
ため、乳がん検診は当面の間中止となります。平成30年度に受診された方へは、再
開され次第、受診券を送付します。

障がい者出張相談４月28日（火） 福祉課
(☎75-3644)

○新型コロナウイルス感染症に関する相談を受け付けます。
　感染症予防に関すること・・・保険健康課健康づくり班（☎75-0822）
　　　　　　　　　　　　　　　（休日及び夜間）神奈川県（☎045-285-1015）
　小学校、中学校、幼稚園に関すること・・・学校教育課教育班（☎75-3648）
　こども園、保育園、学童保育に関すること・・・福祉課子ども支援班（☎75-3644）

❺

入札結果3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）

企画政策課 令和2年度　
広報やまきた・おしらせ版印刷 株式会社ソーゴー 6,138,000円 5,299,800円

財　務　課 令和2年度
庁用車（トラック）購入

有限会社
マルシン自動車 2,222,000円 2,123,000円

保険健康課 令和2年度　
山北町転倒骨折予防教室業務委託

有限会社足柄リハビ
リテーションサービス 1,496,000円 918,500円

環　境　課 令和2年度　
一般廃棄物収集運搬業務委託

有限会社　
共和衛生工業 34,881,000円 34,320,000円

上下水道課 令和2年度　水質検査業務委託 株式会社
総合環境分析 11,011,000円 9,710,690円

議会事務局 令和2年度
やまきた議会だより印刷

株式会社　
セトプリント 1,397,000円 1,237,500円

生涯学習課 令和2年度　
山北町パークゴルフ場芝管理業務委託 有限会社小泉産業 4,356,000円 4,026,000円

生涯学習課 山北町パークゴルフ場自動券売機
賃貸借（長期継続契約） 株式会社武書店 1,056,000円 1,042,800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）



❻

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　5月12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　5月7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）

不法投棄について
　町内において、ごみのポイ捨てや不法投棄が多発
しています。ごみはルールを守って正しく処理し、
住みよい町の環境を守りましょう。

◯不法投棄は犯罪です
　不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、道路や
空き地に捨てる行為です。不法投棄は法律によって
禁止されており、違反すると罰金などの罰則が科さ
れます。

◯被害の未然防止について
　草木が生えて視界が悪い、人気のない場所など管
理が十分に行き届いていない場所は、不法投棄され
やすくなりますので注意が必要です。次のような対
策を行うことで防止につながります。
・定期的な見回りを行う
・草刈りなどを行い、見通しの良い土地環境を保つ
・周囲に柵やロープなどを設置する

◯不法投棄防止策の実施について
　町では、啓発看板の提供やパトロールを行うなど
不法投棄の防止に努めています。不法投棄を見つけ
た場合は、役場環境課又は松田警察署に連絡をお願
いします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
　　　　松田警察署（☎82－0110）

健康ポイント事業の記念品
交換期間を延長します

　町では、町民の皆さんの健康づくりを支援する
ことを目的に、健康ポイント事業を実施していま
す。運動や健診受診などの取り組みをポイントに
して、記念品と交換することができます。
　平成31年度健康ポイント事業の記念品交換期限
は令和2年4月末ですが、感染症予防のため、期間
を次の通り延長します。

延長後の　5月29日（金）まで交換期限　

記 念 品　「平成31年度健康ポイントノート」を
交換手続き　ご持参のうえ、保険健康課健康づくり

班（健康福祉センター1階）へお越し
ください

※なお、現在保険健康課健康づくり班（健康福祉
センター1階）において令和2年度健康ポイント
ノートを配布中です。初めての方もぜひ、ご利
用ください。健康ポイント事業でお得に健康づ
くりを始めましょう！！

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

山北ＪＶＣ（ジュニアバレーボール
クラブ）部員募集

　山北ＪＶＣでは、部員を募集しています。いつ
でもお気軽に練習体験に参加してみてください。

練習日　毎週水曜日　18：00～20：00
　　　　（川村小学校体育館）
　　　　毎週土曜日　17：00～19：30
　　　　（山北中学校体育館）
対　象　小学生男女
会　費　年額3,000円
※当分の間、新型コロナウイルス対策のため練習

を自粛しています。

問合せ　山北ＪＶＣ　松
ま つ だ

田　浩
ひろよし

義（☎76－3481）
　　　　 　加

か と う
藤　康

やすとも
智（☎75－3373）


