
《入学用品予約受付中》有料広告

お問い合わせ・ご予約は、

　山北中学校指定の（制服・体操服・カバン・上ばき）が
一度の試着で全て揃います。
　制服一式ご注文のお客様には、特典としてYシャツ
１枚サービス致します。
　ご予約は、電話かFAXで結構です。
プレミアム商品券を使用されるお客様は、お早目に
お申し込み下さい。

TEL＆FAX 0465-75-0138
大谷スポーツまで

❶

　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。

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
～山北駅から徒歩1分の好立地！内覧もできます！～

募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）

【101号室】
間 取 り　3LDK（80.22㎡）
家　　賃　60,000円～75,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
申込み期間　11月24日（火）～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。
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）

【604号室】
間 取 り　2LDK（65.27㎡）
家　　賃　55,000円～68,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
申込み期間　11月24日（火）～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。
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）

【206号室】【306号室】
間 取 り　3LDK（72.23㎡）
家　　賃　56,000円～70,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
申込み期間　11月24日（火）～12月7日（月）
　　　　　（土・日曜日を除く）
※書類選考後、申込者が多数の場合、公開抽選を

実施します。
入居可能時期　令和3年1月上旬（予定）

＜随時募集中＞

【106号室】
間 取 り　3LDK（72.23㎡）
家　　賃　56,000円～70,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
申込み期間　入居者決定まで（随時募集中）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※先着順で入居者を決定します。
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）

【共通内容】
主な入居資格　①入居者と同居親族の令和元年の合計

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、定住対策課へお問い合わせ
ください。

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

※受付時間は8：30～17：15までです。
※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）

山北町ふるさと交流センターからのお知らせ
　山北町ふるさと交流センターの開館時間は、冬
季期間中（12月1日（火）から令和3年2月28日
（日）まで）、9：00から16：00までとなります。

問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）
　　　　ふるさと交流センター（山北町観光協会）
 　　　　（☎75－2717)
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路線バスをご利用ください
　町内で運行されている路線バスは、町民の皆さ
んの移動手段の1つとなる大切な生活交通です。　
　利用者が少ないと、減便や、路線が休廃止となる
ことがあります。皆さんの生活を支える生活交通を
守るため、外出の際はバスをご利用ください。

問合せ　企画政策課企画班
　　　　（☎75－3651）

屋外広告物について
～表示・設置の手続きをお願いします～
　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。屋外広告物の表示をしている方・表示を予定
している方は、許可手続きの必要があるか確認し、
該当する場合には申請をお願いします。

屋外広告物とは
　次の要件を全て満たすもの
　・常時又は一定の期間継続して表示されるもの
　・屋外に表示されるもの
　・公衆に表示されるもの
　・看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広

告板、建物その他の工作物に掲出・表示され
たもの並びにこれらに類するもの（広告物を
掲出する物件を含みます）

※許可は一部を除き3年更新（自動更新ではあり
ません）で、手続きの際に手数料の納付が必要
となります。

※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。

※地域により基準が異なり、手続きが不要な場合も
ありますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

狭あい道路拡幅整備制度について
　町では、安全・快適で災害に強いまちを目指
し、狭あい道路（幅員が4メートル未満の町道）
の拡幅整備に対して助成金を交付しています。
　狭あい道路に接する土地をお持ちの方は、建物
を建築する際、事前に都市整備課へご連絡くださ
い。

【整備対象区域概略図】

※助成には各種条件があり、事前申請が必要で
す。詳しくは都市整備課までお問い合わせくだ
さい。

問合せ申込み　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

舗装補修工事に伴う交通規制のお知らせ
　町では、次の箇所で道路の舗装補修工事を実施
します。工事にともない交通規制を実施します
が、車両通行止めとする際は工事箇所の前後に設
置する交通案内板にてお知らせしますので、迂

う か い
回

路をご利用ください。ご不便をおかけしますが、
ご理解、ご協力をお願いします。

工事期間　11月24日（火）～27日（金）
　　　　　（内1日間程度で夜間工事を含みます）
施工業者　金子建設（株）（☎75－0163）
問 合 せ　都市整備課整備班（☎75－3647）

❷
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道路上に張り出している樹木の
管理についてご協力をお願いします！
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により
伐採などの管理をお願いしています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障となるばか
りか、事故につながる恐れもあり大変危険です。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方は、次のような場合、樹木の伐採
又は枝払いをお願いします。

・道路、歩道へ樹木が張り出し、通行の支障と
なっている又はその恐れがある場合

・倒木、折れた枝の落下などにより、通行の支障
となっている又はその恐れがある場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）



❸

～山北町議会からのお知らせ～
アンケート調査にご協力ください
　町議会では、町民の皆さんの議会に対する考え
や意見をお聞きし、今後の議会のあり方に反映さ
せるとともに、開かれた議会による活力あるまち
づくりを目指し、全世帯を対象にした「議会アン
ケート調査」を実施します。
　アンケート用紙は自治会配付物を通じて全戸配
付します。また、町議会ホームページからも回答
できますので、ご協力をお願いします。

実施期間　11月16日（月）～30日（月）
回答方法　アンケート回収ボックスに投函又は町 
　　　　　議会ホームページから回答してください
　　　　　（右下の画像からアクセスできます）

※町議会議員が回収に伺うこともできま
すので、希望される方は町議会議員
又は議会事務局にご連絡ください。

＜アンケート回収ボックス設置場所＞
山北町役場（1階入口付近）、清水支所、三保支
所、生涯学習センター（1階入口付近）、健康福
祉センター（1階入口付近）、共和のもりセン
ター、ふるさと交流センター、山北町社会福祉協
議会、小田原百貨店山北店（サービスコーナー）

問 合 せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

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　12月12日（土）　9：30～12：30
場　　所　開成町民センター（開成町延沢773）
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　12月1日（火）までに電話にて予約
後、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対応時間は、平日の9：00

～17：00です。
※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。

ひとり親のための就業支援講座
パソコン基礎講座を開催します
日　　時　12月8日（火）、9日（水）、10日（木）
　　　　　10：00～15：30（全日程の受講が必要です）
場　　所　松田町立公民館（松田町町民文化センター内）
　　　　　（松田町松田惣領2078）
対　　象　ひとり親の方でパソコン初心者の方
費　　用　無料
申込み方法　11月24日（火）までに、神奈川県母

子家庭等就業・自立支援センターへ電
話にてお申込みください

※申込み多数の場合は抽選となります。

＜同時開催＞養育費ミニセミナー＆個別相談
　養育費に関わる問題などについて、元調停員が相
談をお受けします。相談のみの参加も可能です。

日　　時　12月8日（火）
　　　　　ミニセミナー　15：00～15：30
　　　　　個別相談　13：00～15：00、15：30～16：30
費　　用　無料
申込み方法　神奈川県母子家庭等就業・自立支援セ

ンターへ電話にてお申込みください

問合せ申込み　神奈川県母子家庭等就業・自立支援セ
ンター（☎0466－90－3601）

※対応時間は月～土曜日9：00～17：00（祝日を除く）です。

人権啓発パネル展を開催します
日　時　11月20日（金）～12月1日（火）
　　　　9：00～17：00
　　　　（生涯学習センター休館日を除く）
場　所　生涯学習センター1階　ホワイエほか
テーマ　「人権問題を考える」
　　　　～様々な人権パネルから学ぼう～
内　容　拉致問題啓発パネル、世界人権啓発書画 
　　　　パネルなどを多数展示
費　用　無料（申込みは不要です）
※駐車場に限りがあるため、公共交通機関の利用

や乗り合わせでの来場をお願いします。　
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）   

三保小学校PTA家庭教育学級
「ミニコンサート」開催のお知らせ
月　　日　12月1日（火）
場　　所　三保小学校体育館
内　　容　(1)校内ミニコンサート　13：15～13：50
　　　　　(2)新

しんざわ
沢 としひこ 氏（シンガーソング

　　　　　　 ライター）によるミニコンサート
　　　　　　 14：10～15：25
申込み方法　三保小学校に電話にてご連絡ください
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの

着用をお願いします。また、37℃以上の発熱が
ある場合は参加をご遠慮ください。

※参加される場合は室内履きをご持参ください。
問合せ申込み　三保小学校　教頭（☎78－3028）



❹

令和3年度版町民カレンダーに
広告を掲載しませんか

　町民カレンダーには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。広告の掲載を
希望される場合は、申込書に原稿案を添えてお申
込みください。

規　格 掲載料
5.0cm×9.0cm 36,000円
2.5cm×9.0cm 20,000円
2.5cm×5.0cm 12,000円

掲載位置　各月面（6か月を限度とします）
※広告内容により掲載できない場合があります。
申込み期限　令和3年1月22日（金）
※申込書は企画政策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。
　（町の紹介・取り組み▶広報・広聴▶有料広告）
問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

やまきた野菜くらぶからのお知らせ
タマネギの苗を一緒に植えませんか？
　やまきた野菜くらぶは、地元産タマネギを学校
給食の食材として提供しているほか、農業体験と
して川村小学校と野菜を育てています。
　このたび、タマネギの苗植えを企画しました。
興味のある方は、ぜひご参加ください。

日　　時　12月5日（土）9：00～11：00
集合場所　かながわ西湘農協山北支店駐車場（山北211）
※9：00に集合してください。
募集人員　20名（先着順）
費　　用　100円（傷害保険加入料）
申込み開始日　11月20日（金）
申込み方法　やまきた野菜くらぶ事務局へ電話にて

お申込みください
問合せ申込み　やまきた野菜くらぶ事務局（かながわ

西湘農協山北営農経済センター）
　　　　　担当：辻

つじむら
村、近

こんどう
藤（☎75－1311） 

第25回おれんじマーケット
開催中止のお知らせ

　12月6日（日）に開催を予定しておりました第
25回おれんじマーケットは、新型コロナウイルス
感染防止のため、開催中止を決定しました。
　開催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　おれんじ会　代表　磯
いそざき

崎　加
か よ こ

代子
　　　　（☎75－1445）  

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。

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16：00まで
※4月から9月は17：00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　会計年度任用職員任用申込書に記入の

うえ、総務防災課へ提出してくださ
い。申込書を持参し、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総務防災課で配
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。

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）

世附の百万遍念仏開催中止のお知らせ
　令和3年2月に開催を予定しておりました世附の
百万遍念仏及び悪魔払いは、新型コロナウイルス
感染防止のため、開催中止を決定しました。
　公演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　世附百万遍念仏保存会会長　池
い け や

谷
　　　　（☎81－1750）  

地域活動団体「mjuk（ミューク）」より
活動中間報告

　皆さんのベルマーク活動などのご協力により、
令和2年9月末現在、3,418円の活動資金が集まり
ました。今後ともよろしくお願いします。
　なお、引き続きメンバーを募集しています。詳
しくは、お気軽にお問い合わせください。

※LINEアプリにて活動内容などを配信していま
す。右下の画像からアクセスできますので、興
味がありましたらご覧ください。

問合せ　代表　山
やまもと

本
　　　　（☎090－9367－2420）



❺

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

月　日 受付時間 場　所

12月3日（木） 10：00～12：00
13：15～16：00 役場西側駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男　性 17～69歳

50kg以上
女　性 18～69歳

※ただし、65～69歳の方は、60～64歳の時に献
血をしたことのある方に限ります。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。ま
た、初めて献血される方は、免許証などの身分
証明書をご用意ください。

※健康状態などによっては献血をご遠慮いただく
ことがあります。

※新型コロナウイルス対策として、マスクの着
用、消毒液での手指の消毒をお願いします。ま
た、入口にて体温測定を実施します。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

（公財）山北町環境整備公社職員募集
勤務場所　（公財）山北町環境整備公社
　　　　　（丹沢湖記念館内）（神尾田759-2）　
募集人数　1名（40歳未満の方）
採用時期　令和3年4月1日
勤務時間　8：30～17：00（夏季17：30　冬季16：30）
※土・日曜日、祝日の出勤有（土・日曜日、祝日に出勤した場

合の休日については、平日に出勤日数分を振り分けます）。
勤務内容　（公財）山北町環境整備公社の運営事

務（主に事務作業）
給　　与　山北町職員に準じます（詳しくはお問

い合わせください）　
応募資格　普通自動車運転免許証所持（AT車限

定不可）の40歳未満の方
応募方法　履歴書（市販のもので構いません）、

最終学歴となる卒業証明書を（公財）
環境整備公社に提出してください

※郵便などによる提出はできません。
選考方法　作文及び面接
※選考の日程、場所については後日連絡します。
申込み期間　11月16日（月）～30日（月）
問合せ提出先　（公財）山北町環境整備公社
　　　　　（丹沢湖記念館内）（☎78－3415）

入札結果10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）

総務防災課 令和2年度　山北町土砂災害・洪
水ハザードマップ作成業務委託

株式会社パスコ
横浜支店 6,281,000円 5,115,000円

都市整備課 令和2年度　町道深沢線改良工事 静和建設株式会社 4,488,000円 4,235,000円

都市整備課 令和2年度　町道茱
ぐ

萸
み

ノ
の

木
き

松原先
線詳細設計業務委託

株式会社技研コンサル
タント 4,444,000円 3,520,000円

都市整備課 令和元年度町道塩沢線整備工事（繰越
明許）令和2年度町道塩沢線整備工事合併 有限会社池谷建設 3,949,000円 3,740,000円

上下水道課 令和2年度　
皆瀬川浄水場急速ろ過池ろ材入替工事 有限会社ウスイ工業 5,115,000円 5,060,000円

上下水道課 令和2年度　
山北町水道ビジョン策定業務委託

株式会社東洋設計事務所
神奈川出張所 4,378,000円 4,070,000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 今泉建設株式会社 36,993,000円 34,650,000円

定住対策課 令和2年度　町営新根下住宅増圧
給水ポンプユニット更新工事 みらい設備 3,685,000円 3,608,000円

学校教育課 令和2年度　
山北町立小中学校電子黒板購入 株式会社武書店 7,587,800円 6,974,000円

学校教育課 令和2年度　
山北町立小中学校空気清浄器購入 株式会社武書店 970,200円 930,600円

生涯学習課 令和2年度　山北町立生涯学習セン
ター多目的ホール空調機器更新工事 株式会社イケダ電気 31,944,000円 31,680,000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）



ママパパクラス
月　　日　12月5日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45～）
場　　所　松田町健康福祉センター（松田町松田惣領17-2）
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、タオル
　　　　　※動きやすい服装でお越しください。

申込み方法

　予約制です。前日までに保険健康課
健康づくり班へお申込みください。
※託児を希望する方は、11月27日

（金）までにお申込みください。

3歳児健康診査
月　　日　12月8日（火）
受付時間　午後（時間は個別に通知します）
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　平成29年9月～11月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、3歳児健診検査セット（視力・聴
力検査用紙、尿検査）、問診票、子育てアンケート

❻

≪人権行政相談≫
12月4日(金)から10日(木)は人権週間です
月　　日　12月4日（金）
受付時間　10：00～12：00
場　　所　役場4階　403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
※相談は電話でも受付しています。電話での相談

は、「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　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「健康福祉センター」から
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　12月1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　12月3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）

乳幼児ニコニコ相談（0歳児）
月　　日　12月11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
対　　象　0歳（令和元年11月以降生まれ）の乳児

内　　容

　乳児の計測（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
　乳房ケアを希望される方は、12月1日

（火）以降に保険健康課健康づくり班
へお申込みください

　　　　　※相談のみの方は申込み不要です。

乳幼児ニコニコ相談（1歳児以上）
月　　日　12月18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
対　　象　1歳以上（令和元年10月以前生まれ）の幼児
内　　容　幼児の計測（身長・体重）、健康・栄養相談
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、バスタオル
申 込 み　不要

※参加人数を分散するため、
乳幼児ニコニコ相談は対
象年齢を分けて実施しま
す。兄弟・姉妹がいる場合
は、どちらでもご参加いた
だけます。

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　11月24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）


