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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。

やまきたこども園
夏季休業などのお知らせ

　新型コロナウイルス感染防止のため3月から5月
まで臨時休園としたことにより、今年度の夏季休
業などについては、次のとおりといたします。

教育（1号）認定
・11時降園　7月30日（木）・31日（金)
　　　　　  8月24日（月）～31日（月）
・夏季休業　 8月 1 日（土）～23日（日）
・12時30分降園　9月 1 日（火）～ 3 日（木）※給食有。
保育（2・3号）認定
・希望保育　7月21日（火）～8月31日（月）

問合せ　やまきたこども園（☎75－1530）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町外からの出店も多数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　8月2日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～ 9：00
※新型コロナウイルス対策により、第1部のみ実

施します。
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
内　　容　野菜類、肉類、惣菜、パン、花、雑貨 
　　　　　などを販売
イベント　ガラガラ抽選会など
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）

コンビニ交付サービスの
一時運用停止について

　システムのメンテナンスのため、次の期間にお
いて住民票の写し・印鑑登録証明書の交付手続き
を行える「コンビニ交付サービス」が一時運用停
止します。この間は、全国のコンビニエンススト
アなどで交付が受けられなくなりますのでご注意
ください。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご
協力をお願いします。

運用停止期間　7月23日（木・祝）～26日（日）の終日
問 合 せ　町民税務課町民班（☎75－3641）　　

敬老のつどい開催中止のお知らせ
　例年9月に実施している敬老のつどいについて
は、新型コロナウイルス感染防止のため今年度は
中止とさせていただきます。なお、写真撮影につ
いては行いますので、詳しくは広報やまきたおし
らせ版6月1日号をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
　また、敬老祝金については、該当となる方（令
和2年9月15日時点で77歳、80歳、88歳、90歳、
99歳、100歳になる方）へ9月上旬に郵送します。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

町立幼稚園及び小・中学校の
夏季休業について

　新型コロナウイルス感染防止のため3月から5月
まで臨時休業としたことにより、今年度の夏季休
業については、次のとおり短縮いたします。
　地域の皆さんには、登下校時の見守りなど、引
き続きご協力をお願いします。

夏季休業期間
・町立幼稚園　　　8月1日（土）～23日（日）
・町立小・中学校　8月1日（土）～16日（日）

問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

学校閉庁日について
　山北町立小・中学校に勤務する教職員の働き方改
革を進めるため、今年度の学校閉庁日を次のとおり
としました。ご理解、ご協力をお願いします。
※閉庁期間中の緊急連絡は、学校教育課までお願

いします。
閉　庁　日　8月13日（木）～15日（土）
※期間中は日直を配置せず、原則としてすべての

業務及び部活動を含む教育活動は行いません。
緊急連絡先　学校教育課教育班（☎75－3648）
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事業者向け支援策のご案内
　現在、町では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内事業者に対し、助成金など次の支援
を実施しています。

〇山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金［期間延長］
　令和2年1月から12月までのいずれか1か月における売上高が、前年同月に比べ20％以上50％未満の範
囲で減少した町内事業者に対し、事業の継続を支援するために助成金を交付しています。

交 付 額　法人　上限20万円　　個人　上限10万円
申請方法　必要書類を郵送にて提出
申請期限　令和3年3月1日（月）【消印有効】
※対象期間を「令和2年1月から5月」から「令和2年1月から12月」に延長しました。

〇山北町中小企業・小規模事業者等緊急支援金
　新型コロナウイルス感染症の影響が事業活動の様々な面に表れていることから、町内事業者の事業の
再起を支援するために支援金を交付しています。
※国の持続化給付金の対象者や、これまでの支援策では対象とならなかった事業者も対象となります。

一定の条件がありますので、詳しくは町ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

交 付 額　法人、個人ともに10万円
申請方法　必要書類を郵送にて提出
申請期限　8月31日（月）【消印有効】

※この助成金・支援金は重複して受け取ることができます。必要書類や支給要件など、詳しくは町ホー
ムページをご確認ください。

提 出 先　〒258-0195　山北町山北1301-4　山北町商工観光課　宛
問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

屋外広告物の設置について
　良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外広告物の表示・設置に関しては、神奈川県屋外広告物
条例に基づき町へ申請し、許可を受ける必要があります。
　屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示・設置される」、看板、立看
板、はり紙、広告塔、広告板などのことです。許可は一部を除き3年更新(自動更新ではありません。)
で、手続きの際に許可申請手数料の納付が必要となります。地域ごとに面積、高さなどの基準に違いが
あり、申請が不要な場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

※神奈川県屋外広告物条例については、神奈川県のホームページ
（「かながわの屋外広告物」で検索してください。）をご覧く
ださい。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

第39回青色申告「小学生の税の書道展」作品募集
　小田原青色申告会主催「小学生の税の書道展」は、税務署・県税事務所・県西地域2市8町、個人事業
主や企業など、多くの皆さんの後援を受けて、今年で39回目の開催となります。応募者全員に参加賞も
ありますので、ぜひご応募ください。

対　　象　小学生
応募締切　9月1日（火）
応募方法　各小学校に配付した台紙に作品を貼って、学校へ提出してください
問 合 せ　青色申告会事務局（☎24－2613）
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町職員を募集します！！
採用予定日 職　種 採用人数 応　募　資　格 職務内容

令和3年
4月1日

事　務　職

若干名

平成2年4月2日以降に生まれ、高等学校以上の学
校を卒業した人（令和3年3月卒業見込者含む）

パソコン実務・
窓口業務などの
行政事務

事　務　職
（障がい者）

昭和45年4月2日以降に生まれ、高等学校以上の
学校を卒業した人で、身体障害者手帳などの交付
を受けている人（令和3年3月卒業見込者含む）

パソコン実務・
窓口業務などの
行政事務

土木技術職
平成2年4月2日以降に生まれ、高等学校以上の学
校を卒業した人で、土木に関する専門課程を修
了（見込者含む）した人（令和3年3月卒業見込
者含む）

土木業務

保　健　師
昭和55年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を
お持ちの人、又は採用期日までに取得見込みの
人（令和3年3月卒業見込者含む）

保健師業務

保育教諭・
幼稚園教諭・
保　育　士

昭和45年4月2日以降に生まれ、幼稚園教諭及び
保育士の資格をお持ちの人、又は採用期日までに
取得見込みの人（令和3年3月卒業見込者含む）

認定こども園・
幼稚園・保育園
での保育業務

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）、エントリーシート（町指定のもの）、成
績証明書、卒業証明書又は卒業見込証明書、資格証明書又は取得見込証明書（保健師・幼保
職のみ）、身体障害者手帳などの写し（障がい者のみ）

※専門学校を卒業又は卒業見込みの人は、高等学校の成績証明書・卒業証明書も同時に提出してください。
※申込書は、総務防災課で配付しています。（町ホームページからもダウンロードできます）
給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付期間　9月7日（月）～11日（金）8：30～17：15　（12：00～13：00は除く）
※郵送などによる申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
試験日程　第1次試験：10月22日（木） 13：00～16：00（予定）
　　　　　第2次試験：11月 6 日（金） 13：00～（予定）
　　　　　第3次試験：11月25日（水） 13：00～（予定）
試験会場　生涯学習センターほか（第1次試験）
試験内容　第1次試験：一般的な知識についての筆記試験、適性検査など
　　　　　第2次・3次試験：面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

申請はされましたか？特別定額給付金
　現在、町では特別定額給付金の申請を受付けています。申請期限は8月17日（月）までですので、お早
めに申請してください。口座への振込みは、町での受付後約2週間後となります。（振込み予定日が決定
次第、支給決定通知書を郵送します）

申請期限　8月17日（月）【消印有効】
申請方法　郵送又はオンライン
　　　　　（オンライン申請では、世帯主の方のマイナンバーカードが必要です。）
問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

詐欺被害にご注意ください！
　市町村や総務省などが、次のようなことをお願いすることは、絶対にありません。
•現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること。
•「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めること。
•メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。

　ご自宅や職場などに総務省や県、町の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届
いたりした場合は、町や警察署（又は警察相談専用電話（＃9110））にご連絡ください。
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小田原市消防本部主催
普通救命講習のお知らせ

　成人の心肺蘇生法とAED（自動体外式除細動
器）の取り扱いについて学びます。
日　　時　8月23日（日）
　　　　　9：30～12：30
場　　所　山北町健康福祉センター
対　　象　中学生以上の方（先着10名）
※足柄上郡5町、南足柄市及び小田原市に在住、

在勤及び在学の方優先となります。
申込み方法　電話にて予約後、8月13日（木）まで

に申請書を最寄りの消防署などに提出
してください

※申請書は小田原市消防本部ホームページからダ
ウンロードできるほか、各消防署などでも配布
しています。

問合せ申込み　小田原市消防本部救急課（☎49－4441）
※電話での予約申込みは、平日の9：00～17：00

のみ対応。
※詳しくは、小田原市消防本部ホームページをご

覧ください。

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。

実 施 日　8月5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　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

令和2年度自衛官等募集案内
募集種目 資　格 受付期間

（締切日必着） 試験期日

防衛大学校学生

一般 高卒（見込含む）
21歳未満

7 月 1 日（水）
 ～

10月22日（木）
1次　11月 7 日（土）・ 8 日（日）
2次　12月 8 日（火）～12日（土）

総合
選抜

高卒（見込含む）
21歳未満

9月 5 日（土）
～11日（金）

1次　 9月26日（土）
2次 　10月31日（土）・11月1日（日）

推薦 同上（学校長が推
薦できる者）

9月 5 日（土）
～11日（金） 9月26日（土）・27日（日）

防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含む） 
21歳未満

7 月 1 日（水）
 ～

10月 7 日（水）
1次　10月24日（土）・25日（日）
2次　12月 9 日（水）～11日（金）

防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

高卒（見込含む） 
21歳未満

7 月 1 日（水）
 ～

10月 1 日（木）
1次　10月17日（土）
2次　11月28日（土）・29日（日）

航　空　学　生
航空 高卒（見込含む） 

21歳未満 7 月 1 日（水）
 ～

9 月10日（木）

1次　 9 月22日（火・祝）
2次　10月17日（土）～22日（木）
3次　（航空）11月14日（土）～12月17日（木）
　　　（海上）11月20日（金）～12月16日（水）海上 高卒（見込含む） 

23歳未満

一 般 曹 候 補 生 18歳以上
33歳未満

7 月 1 日（水）
 ～

9 月10日（木）

1次　 9 月18日（金）～20日（日）
2次　10月 9 日（金）～14日（水）
※いずれか1日が指定されます。

自 衛 官 候 補 生
男子 18歳以上

33歳未満
年間を通じて実施
※事務所にお問合せください。 受付時にお知らせします

女子
※自衛官になるにはいろいろな種目があります。詳しくはお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程などが変更となる場合があります。

問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24－3080）小田原市栄町1－14－9　NTビル3F
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入札結果６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）

財　務　課 令和2年度　
地籍調査事業測量等業務委託 三洋測量設計株式会社 5,808,000円 5,280,000円

環　境　課 令和2年度　
山北町指定ごみ袋購入 サーモ包装株式会社 5,824,500円 4,055,260円

商工観光課 令和元年度　中川地区公共施設
災害復旧工事（繰越明許） 東海林工株式会社 23,148,400円 22,132,000円

定住対策課 令和2年度　サンライズ東山北
大規模改修工事設計監理業務委託

有限会社中津川建築
設計コンサルタント 8,239,000円 3,520,000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）

第42回丹沢湖ハーフマラソン大会
開催中止のお知らせ

　11月29日（日）に開催を予定しておりました
第42回丹沢湖ハーフマラソン大会は、新型コロナ
ウイルス感染症の終息が見込めないため、参加者
及び関係者の健康・安全を第一に考え、開催中止
を決定いたしました。
　大会を楽しみにされていた皆さまには大変申し
訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い
いたします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

母なる川　酒匂川フォトコンテスト
写真募集

　酒匂川水系の美しさと環境保全の大切さを伝える
ため、酒匂川水系を題材にした写真を募集します。
応募期限　9月7日（月）まで（必着）
応募方法　役場環境課などで配布する応募用紙に

必要事項を記入し、郵送又は持参して
ください

※入選された方は、ネガやデータなどの提出をお
願いします。

※詳細については、お問い合わせください。
問 合 せ　〒250－8555　小田原市荻窪300
応 募 先　酒匂川水系保全協議会事務局
　　　　　（小田原市環境保護課内）（☎33－1481）

第18回やまきた健康スポーツ大会
開催中止のお知らせ

　10月4日（日）に開催を予定しておりました第
18回やまきた健康スポーツ大会は、新型コロナウ
イルス感染症の終息が見込めないため、参加者及
び関係者の健康・安全を第一に考え、開催中止を
決定いたしました。
　大会を楽しみにされていた皆さまには大変申し
訳ありませんが、ご理解いただきますようお願い
いたします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

コロナに負けるな
～河村新城跡オンライン解説講座～
　町教育委員会では、NEXCO中日本、清水建設
株式会社の協力を受け、自宅で河村新城跡の発掘
調査について学べる解説動画を作成しました。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。
　現在、新東名高速道路工事に伴い発掘調査が行
われていますが、調査後には一部が壊れてしまい
ます。ドローンによる空撮など貴重な映像もあり
ますので、ぜひご覧ください。

配信日　7月16日（木）から
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

川村小学校　環境整備ボランティア募集のお知らせ
　川村小学校では、環境整備にご協力いただけるボランティアを募集します。詳しくはお問い合わせくだ
さい。その他の教育活動支援ボランティアについては、新型コロナウイルス感染症の状況により後日募集
する予定です。

内　　容　花壇の手入れなどの校地緑化、草刈り機などによる校地内の草刈り
問合せ申込み　川村小学校　教頭（☎75－1142　FAX76－3290）
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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　7月28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）

シニアソフトボールクラブ
「ぺへレイズ」会員募集

　シニアソフトボールクラブ「ぺへレイズ」は、
50代から80代までのソフトボールを愛する仲間
で活動しており、現在、会員を募集しています。
経験の有無は問いませんので、私たちとさわやか
な汗を流しませんか。興味のある方は見学にお越
しください。
練習日　毎週土・日曜日　13：00～15：30
場　所　ぐみの木近隣公園　多目的広場
会　費　月額1,000円
問合せ　監督　佐

さ と う
藤　英

ひ で お
夫

　　　　（☎75－2434）

さくらの湯運動浴室（プール）
利用中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染防止のため、7月23
日（木・祝）から8月31日（月）まで、運動浴室
（プール）の利用を中止します。ご不便をおかけい
たしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
　なお、一般浴室は感染防止対策を講じ通常どお
り営業いたしますのでご利用ください。

問合せ　保険健康課健康づくり班(☎75－0822)

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　8月4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。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

ママパパクラス
月　　日　8月1日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター 1階 多目的室1
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。7月30日（木）までにお申

　　　　　込みください。※託児を希望する方は、
　　　　　7月22日（水）まで。
※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。
※今回は0歳児を対象に実施します。1歳以降の幼児

は個別にご相談ください。
月　　日　8月14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

内　　容

　乳幼児の計測（身長・体重）、健康・栄養
　　　　　相談、助産師による乳房ケアなど

※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。

費　　用　無料
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　8月3日（月）以降に保険健康課健康づく
　　　　　り班へお申込みください

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

足柄上病院
診療・検診などの再開のお知らせ

　足柄上病院では新型コロナウイルス感染症対策
により外来診療、検診、予防接種などを停止し
ていましたが、6月25日（木）から再開していま
す。足柄上病院での乳・子宮がん検診、胃がん検
診（内視鏡）の受診を希望される場合は、保険健
康課健康づくり班へお申込みください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班(☎75－0822)


