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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。

令和3年山北町消防出初式
　新春恒例の消防出初式は、新型コロナウイルス
感染防止のため、内容を縮小し、式典と表彰のみ
実施しますのでお知らせします。
日　時　1月6日（水）11：00～12：00
場　所　生涯学習センター
内　容　式典、表彰
※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。
※新型コロナウイルス感染防止のため、一般の方

の観覧はできませんので、ご了承ください。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

中堅所得者向け住宅の入居者募集！
～広々とした部屋で新生活をスタートしませんか～
【サンライズやまきた】
募集部屋　601号室：3LDK（80.22㎡）
家　　賃　63,000円～78,000円
申込期間　1月8日（金）～21日（木）
※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　2月中旬頃（予定）
【サンライズ東山北】
募集部屋　102号室：3LDK（65.58㎡）
家　　賃　53,600円～67,000円
申込期間　1月8日（金）～21日（木）
※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　2月中旬頃（予定）
【共通事項】
・家賃については、入居世

帯の合計所得により決定
します。

・ペットを飼育できます。
・申込み受付、内覧は、平

日のみ対応します。
・入居資格についての詳細

は、町ホームページをご覧い
ただくか、定住対策課にお
問い合わせください。

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか
　新型コロナウイルス感染症の影響により子育てに
対する負担が増加しているひとり親世帯を支援する
ため、臨時特別給付金を給付しています。まだ申請さ
れていない方はお早めに申請してください。
【基本給付について】
対象者　①令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方（申請不要）
　　　　②公的年金を受給しているため児童扶養

手当が支給されない方
　　　　③新型コロナウイルス感染症の影響により家

計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準になっている方

給付額　1世帯5万円、第2子以降は1人につき3万円
【追加給付について】
対象者　基本給付の対象者①又は②のうち、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により収入が減少した方
給付額　1世帯5万円
【共通事項】
申請期限　2月26日（金）　
申請方法　申請書及び必要書類を直接又は郵送にて

役場福祉課へ提出してください
※必要書類は町ホームページからご確認ください。

申請書などはダウンロードすることもできます。
※上記支給が決定した方へは、再支給分も支給されます。
※支給要件に該当するか確認したい場合など、詳しくは次

の連絡先（コールセンター）にお問い合わせください。
連絡先　ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
　　　　（☎0120－400－903）（平日9：00～18：00）
問合せ　〒258－0195　山北町山北1301－4
申請先　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

令和3年度山北中学校入学説明会
　山北中学校では、令和3年度に入学予定の生徒
と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22日（金）14：00～15：40（予定）
場　所　山北中学校体育館
※当日は室内履きをご用意ください。また、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。

※詳細については、お問い合わせください。
問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）
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令和3年度放課後児童クラブ（学童保育）入所説明会
　町では、川村小学校で実施している放課後児童
クラブの入所説明会を次のとおり開催します。令
和3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21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3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保護者の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。
※当日は室内履きをご用意ください。また、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。

※入所申請書類は当日説明会で配付するほか、役
場福祉課窓口でも配付します。

問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

小田原市消防本部パブリックコメント
（意見公募）実施のお知らせ

　小田原市消防本部では、火災予防違反処理規程
の制定などについて、管内住民の皆さんから次の
とおり意見を募集します。

意見募集案件　
・小田原市火災予防違反処理規程の制定
・小田原市消防本部火災予防事務処理要綱の一部改正
※対象となる改正規定などについては小田原市役

所ホームページからダウンロードできるほか、
役場総務防災課でも配布しています。

案件の公表期間・
意見募集期間　1月15日（金）～2月15日（月）

意見提出方法　小田原市消防本部予防課へ直接又は
郵送（最終日消印有効）、ファックス
にて提出してください。小田原市役所
ホームページからも提出できます。

※小田原市消防本部予防課の対応時間は、平日
8：30～17：15です。

留 意 事 項
・提出いただいたご意見は、意見に対する消防本

部の考え方を示して、小田原市役所ホームペー
ジで公表します。意見に対する個別の回答は行
いません。

・提出いただいた書類は返却しません。

問合せ提出先　小田原市消防本部予防課指導係
　　　　　　〒256－0813　小田原市前川183－18
　　　　　　（☎49－4430　FAX49－2592）

足柄上地区ごみ処理広域化についての
パブリックコメント（意見公募）実施のお知らせ
　足柄上地区のごみ処理の状況を把握するととも
に、ごみ処理広域化の推進方策を取りまとめた、
「足柄上地区ごみ処理広域化に向けた基本方針
（案）」について、次のとおり皆さんからの意見
を募集します。
方針（案）の公表期間　2月1日（月）～3月3日（水）意見などの提出期間
方針（案）の　町ホームページに掲載するほか、役
閲 覧 方 法　場環境課、清水支所、三保支所で縦

覧できます
意見提出方法　役場環境課へ直接又は郵送（最終日

消印有効）、ファックス、メールにて提
出してください（様式は問いません）

※実施機関の考え方の公表は、3月～4月ごろの予定です。
問合せ提出先　〒258－0195　山北町山北1301－4
　　　　　　環境課生活環境班
　　　　　　（☎75－3656　FAX76－4564）
※基本方針（案）の内容についてのお問い合わせ

は、足柄上地区資源循環型処理施設整備調整会
議事務局（☎73－8006）までお願いします。

議会報告会・意見交換会中止のお知らせ
　今年度の「議会報告会・意見交換会」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。
　例年参加いただいている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　議会事務局議事班（☎75－3653）

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さん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。
　お気軽にお立ち寄りいただき、皆さんの『声』
をお聞かせください。
　なお、お越しいただく際は、新型コロナウイル
ス感染防止のため、マスクの着用などにご協力を
お願いします。

開催日 時　間 場　所
1月20日
（水）

13：30～
15：30 三保支所2階会議室

2月20日
（土）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

3月20日
（土・祝）

13：30～
15：30 共和のもりセンター

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）
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土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）
指定のお知らせ

　神奈川県では、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。
　このたび、新たに三保地区における土砂災害特
別警戒区域（急傾斜地の崩壊）を指定しましたの
でお知らせします。なお、この指定に関する告示
図書は次の場所で閲覧することができます。
告示図書の閲覧場所
・神奈川県県西土木事務所工務部河川砂防第二課　
　（足柄上合同庁舎3階）
・神奈川県庁砂防海岸課
・役場都市整備課
※次のホームページからもご覧いただけます。
　（URL https://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）

税金の手続きをお願いします
【法定調書の提出（令和2年分の給与所得）】
提 出 先　小田原税務署（☎35－4511）
【給与支払報告書の提出（令和2年分）】
提 出 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
※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3年度の固定資産税分）】
申 告 先　町民税務課税務班（☎75－3641）

提出・申告期限　いずれも2月1日（月）
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

～事業者の皆さんへ～
令和3・4年度「一般競争（指名競争）
参加資格審査申請」の受付について
　町が物品の購入や工事などを発注するときに行
う入札への参加には、入札参加資格としてあらか
じめ審査を受け、町の名簿に登録されていること
が条件となっています。
　令和3・4年度につきましては、新たな名簿登録
になります。次のとおり申請を受付しますので、
登録を希望される事業者の方は参加資格審査申請
をしてください。

受付期間　2月1日（月）～26日（金）［必着］
申請方法　役場財務課へ必要書類を郵送してください
登録有効期間　4月1日（木）～令和5年3月31日（金）
※様式、必要書類など詳細は、町ホームページ

（事業者向け情報）をご確認ください。
問合せ申請先　〒258－0195　山北町山北1301－4
　　　　　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19日（火）※雨天中止。
内　　容　山北町内お寺巡り
集　　合　生涯学習センター前　9：00
費　　用　会員の方　  　  無料
　　　　　新規入会の方　1,000円（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15日（金）
申込み方法　保険健康課健康づくり班へ電話にてお

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）

入札結果11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　町民カレンダー
（令和3年度版）印刷業務委託 株式会社ソーゴー 1,133,000円 994,950円

企画政策課 総合行政情報システム機器（カラープ
リンター4台）賃貸借（長期継続契約） 株式会社武書店 642,060円 495,000円

農　林　課 令和2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 3,703,700円 3,685,000円

農　林　課 令和2年度
谷ケ地域森林測量業務委託

株式会社
技研コンサルタント 2,805,000円 1,075,800円

農　林　課 令和2年度　農とみどりの整備事業
谷ケ新堰用水路改良工事 有限会社籔田組 2,508,000円 2,409,000円

都市整備課 令和2年度
堀込地区川村用水改修工事 東栄建設株式会社 4,796,000円 4,510,000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）



1月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問い合わせください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など

対　　象　生後10か月～11か月の乳児
　　　　　※満1歳の誕生日前日まで。

持 ち 物　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。

3か月児健康診査
　3か月児健康診査は、健康福祉センターで行う集団
方式から医療機関で行う個別方式に変更しています。
日　　時　平日12：00～12：45（水曜日を除く）

場　　所　樹こどもクリニック
　　　　　（開成町吉田島4320-2）
対　　象　生後3か月～4か月の乳児
　　　　　母子健康手帳、問診票、子育てアンケ

持 ち 物　ート
　　　　　※問診票、子育てアンケートは個別
　　　　　　に郵送します。

1歳6か月児・2歳児健康診査
月　　日　1月19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　令和元年5月～6月生まれの幼児
　　　　　平成30年11月～12月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、問診票、子育てアン
ケート、お子さんの歯ブラシ

※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）
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人権行政相談中止のお知らせ
　1月20日（水）に開催を予定していた人権行政
相談は、新型コロナウイルス感染防止のため中止
といたしますのでお知らせします。

※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）

今月の納期限
●4日
　後期高齢者医療制度保険料（第6期分）
●13日　
　上下水道使用料（B地区第5期分）

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

実施日 時　間 場　所
1月13日
（水）

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　町内に在住の方　
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）

乳幼児ニコニコ相談（0歳児）
　　　　　1月15日（金）
月　　日　※当初の予定（町民カレンダー）から
　　　　　　変更になっています。
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2年1月以降生まれ）の乳児
　　　　　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
内　　容　※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、1月4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

　　　　　※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　1月22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12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。


