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令和2年7月豪雨災害義援金の御礼
　令和2年7月に発生した豪雨災害の被災者に
対し、町民の皆さんからいただいた義援金が、
94,927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す。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

ぐみの木近隣公園駐車場の利用について
　ぐみの木近隣公園に車でお越しの場合は、公園
駐車場をご利用ください。道路上に駐車すると他
の利用者の迷惑となってしまいます。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）

　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。

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、原則、町民カレンダーどおり
行います。事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）

青色申告会による確定申告指導会
　小田原青色申告会では、次のとおり所得税の確
定申告指導会場を開設します。

期　間　2月1日（月）～3月15日（月）
※土曜日、祝日は休館となります（日曜日は開館）。

時　間　9：00～16：00

場　所　青色会館3階　大ホール
　　　　（小田原市本町2－3－24）

申込み方法　専用サイトから来場時間帯の事前申込み
を行ってください（詳しくは小田原青色
申告会ホームページをご覧ください）

※新型コロナウイルス感染防止のため、今年度か
ら申込み方法を変更し、事前申込み制としてい
ます。

※会員の方は無料ですが、年金・給与所得のみの
未会員の方につきましては、今年度から会場利
用料として1人につき2千円が必要となります。

問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

とれたて山ちゃん
営業時間変更のお知らせ

　とれたて山ちゃんの営業時間が、1月8日（金）
から16：00までに変更となりましたので、ご注
意ください。

営業時間　9：00～16：00
問 合 せ　とれたて山ちゃん（☎75－3026）

プレミアム付商品券
「くらし応援！Ｄ５２（ゴーツー）商品券」

の引き換えはお済みですか
　「くらし応援！D52（ゴーツー）商品券」の購
入（引き換え）期限は1月29日（金）までです。
購入引換券をお持ちで、まだ引き換えをされてい
ない方は、期限までに引き換えをお願いします。
期限を過ぎた場合には引き換えができませんの
で、ご注意ください。
購入期限　1月29日（金）
販売時間　平日9：00～12：00、13：00～16：00
販売場所　申込みの際に指定された場所（町から送

付している引換券に記載しています）
利用期限　2月28日（日）
問 合 せ　くらし応援！D52（ゴーツー）商品券

コールセンター
　　　　　（☎080－9536－5926）
　　　　　（対応時間は平日9：00～16：00）
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税に関する無料申告相談のお知らせ
　町と小田原税務署では、次のとおり税に関する申告相談会を開催します。

＜所得税・事業税・住民税の申告相談＞
月　日 受付時間 場　所
2月5日
（金）

9：30～11：00
13：00～15：00

生涯学習センター
2階　会議室

　申告書には、毎回個人番号の記載と、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
（運転免許証など）の提示もしくは写しの添付
が必要です。

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＞
月　日 受付時間 場　所

2月 3日（水）
4日（木）

【相談】
9：30～12：00

13：00～16：00
【受付】
各会場とも
15：00まで

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

2月 9日（火）
10日（水）

南足柄市役所5階　
大会議室

問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

［共通事項］
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（運転免
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、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
要経費のわかる書類、医療費の明細書
（医療費控除を受けるためには「医療
費控除の明細書」の添付が必要です。
令和2年分申告においては、医療費の
領収書の添付や提示により控除を受け
ることはできません。）

　　　　・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

※相談可能人数に達した場合は、受付を締め切り
ますのでご了承ください。

※新型コロナウイルス感染防止のため、アルコー
ル消毒にご協力いただき、できる限り少人数で
お越しください。また、37.5℃以上の発熱が認
められる場合や、マスクなどの着用が無い場合
は入場をお断りさせていただきます（入場の際
に検温を実施します）。

※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、相談内容が複雑な
方、税理士に処理を依頼されている方は、ご遠
慮ください。

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。

開設期間　2月16日(火)～3月15日（月）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※2月21日(日)、28日(日)は開場します。
時　　間　受付　8：30～16：00
　　　　　　　　（提出は17：00まで）
　　　　　相談　9：00～17：00
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15日（月）まで
　　　　　・個人事業者の消費税及び地方消費税

3月31日（水）まで

※税務署の申告書作成会場のパソコンでは、令和
2年分所得税申告の65万円の青色申告特別控除
は適用できません（電子帳簿保存により適用を
受ける方を除きます）。

※医療費控除を受けるためには「医療費控除の明
細書」の添付が必要です。令和2年分申告にお
いては、医療費の領収書の添付や提示により控
除を受けることはできません。

※会場への入場には当日配付する「入場整理券」
が必要です。配付の状況により、早めに受付を
終了する場合があります。　

※年金受給者や給与所得者の還付申告につい
ては、会場の開設期間にかかわらず1月25日
（月）から対応します。

※新型コロナウイルス感染防止のため、アルコー
ル消毒にご協力いただき、できる限り少人数で
お越しください。また、37.5℃以上の発熱が認
められる場合や、マスクなどの着用が無い場合
は入場をお断りさせていただきます（入場の際
に検温を実施します）。

※駐車場には限りがありますので、ご来場の際は
公共交通機関をご利用ください。

問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）



第6期山北町障害福祉計画・第2期山北町障害児福祉計画（案）に関する
意見募集（パブリックコメント）を実施します

　町では、令和3年度から5年度までの3か年の計画の策定作業を行っています。この計画は、平成30年
度から令和2年度の障害福祉サービスの実績をもとに、町で必要とされる今後の障害児者施策を実施する
ための計画となります。
　これらの計画（案）について、次のとおり町民の皆さんからの意見を募集します。詳しくは町ホーム
ページをご覧ください。

募集期間　1月18日（月）～29日（金）
対 象 者　町内に在住の方
閲覧方法　役場福祉課窓口及び町ホームページで閲覧できます
意見提出方法　役場福祉課へ直接又は郵便、ファックス、電子メールにて、「氏名」「電話番号」を記載の

うえ提出してください（様式は問いません）
※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。
※福祉課窓口での受付は平日のみとなります。
問合せ提出先　福祉課福祉推進班　〒258-0195　山北町山北1301－4
　　　　　（☎75－3644　FAX79－2171　メール fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp）

❸

山北町都市計画マスタープラン（素案）に関する
意見募集（パブリックコメント）を実施します

　町では、平成21年3月に策定された山北町都市計画マスタープランの改訂作業を行っており、このたび
素案に対する意見を募集します。
　現計画の目標年次が経過する中で、第5次総合計画後期基本計画や山北町第3次土地利用計画が策定
されるなど、各種施策が展開されています。今回の改訂は、これら計画間の整合を図り、更に近年の
社会経済情勢や町内の土地利用、町民意識などの変化を踏まえ、新たな目標年次に向け見直しを行う
ものです。

募集期間　1月15日（金）～29日（金）
対 象 者　町内に在住・在勤・在学の方、町内に事務所又は事業所を有する方、法人その他団体
閲覧方法　役場都市整備課窓口及び町ホームページで閲覧できます
意見提出方法　意見募集ページ（山北町都市計画マスタープラン（素案）の最終ページに掲載しています）

にご意見を記入いただき、役場都市整備課へ直接又は郵便、ファックス、電子メールにて
「住所」「氏名」「電話番号」を記載のうえ提出してください

※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。
※都市整備課窓口での受付は平日のみとなります。
問合せ提出先　都市整備課管理計画班　〒258-0195　山北町山北1301－4
　　　　　（☎75－3647　FAX75－3661　メール toshi@town.yamakita.kanagawa.jp）

空き地・空き家の適切な管理についてのお願い
　町内において、空き地・空き家で草木が繁茂し、害虫が発生しているなどの相談が多く寄せられてい
ます。お互いが住みやすい町になるよう、ご自身の土地・建物は適切な管理をお願いします。

〇草木は適正に管理をしましょう
　雑草が繁茂した状態が続いてしまうと、野生生物や害虫の住処になる可能性があります。空き地・空
き家であっても管理責任はその土地・建物の所有者もしくは管理者に責任がありますので、近隣の方の
迷惑にならないよう、適正な管理をお願いします。

〇枯草の放置は火災の危険性があります
　枯草は、たばこのポイ捨てなどから簡単に火が広がってしまいます。万一の際、周辺住宅などに火が
燃え広がらないよう、定期的に草刈りなどを実施し、草を取り除きましょう。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）



❹

　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　山北町に住民登録があり、令和3年3月31日までに①～⑤のいずれかに該当する方
①75歳以上 昭和21年4月1日以前に生まれた方
②70歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生まれの方
③65歳 昭和30年4月2日～昭和31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

※①、⑤の対象となる方でも、5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある場合は、今
回ワクチンの接種を受けることはできません。

※②、③、④の対象となる方でも、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場合は助成の対象外となります。

接種期限　3月31日(水)　
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、お問い合わせください）
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の自己負担額はありません。受給していること

がわかる書類を申請時に提示してください。
申込み方法　保険健康課健康づくり班窓口（健康福祉センター1階）にて、直接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）

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を受けましょう。

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歳以上～2歳未満
　　　　　②小学校就学前の1年間（平成26年4月2日～平成27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、接種を受けてください（医療機関によっては予約不要の場合もあります）
※接種を受ける際には保護者が同伴のうえ、母子健康手帳を持参してください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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開催します。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ので、お気軽にお越しください。

日　時　2月6日（土）13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　平塚市教育会館（平塚市浅間町12－41）
内　容　個別相談会など
※参加費無料、事前申込みは不要です。
※新型コロナウイルス感染症などにより開催に影響がある場合は、神奈川県教育委員会ホームページに

てお知らせします。
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）



❺

入札結果12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）
農　林　課 令和2年度　嵐地区獣害防止柵設置工事 有限会社池谷建設 5,130,400円 5,016,000円　
農　林　課 令和2年度　箒沢林道測量業務委託 有限会社茜測量設計 3,676,200円 1,320,000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）

山北サッカークラブ体験教室
日　時　2月7日（日）・14日（日）
　　　　9：00～11：00
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　 譲

ゆずりはら
原

　　　　（☎090－7698－0450）

第75回足柄上地区一周駅伝競走大会
開催中止のお知らせ

　1月31日（日）に開催が予定されていた第75回
足柄上地区一周駅伝競走大会は、新型コロナウイ
ルス感染症の終息が見込めないため、大会の開催
中止が決定されましたので、お知らせします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

ジュニアスキースクールを
開催します

日　　程　2月27日（土）※予備日3月6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（山梨県笛吹市）
対　　象　小学校3年生～中学校3年生
定　　員　20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6日（土）
問合せ申込み　山北町スポーツ協会スキー部
　　　　　武

たけ
　芳

よしかず
和 （武書店）（☎75－0020）

　　　　　大
おおたに

谷　 隆
たかし

 （大谷スポーツ店）（☎75－0138）

予備自衛官補・自衛官候補生募集案内
募集種目 資　格 受付期間 試験期日

予備自衛官補

一般 18歳以上
34歳未満の者

4月9日（金）まで
（締切日必着）

4月17日（土）～21日（水）
のうち1日を指定

※合格発表は5月21日（金）
です。

技能
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）

自衛官候補生 18歳以上
33歳未満の者

年間を通じて実施
※詳しくはお問い合わ

せください。
※事務所にお問い合わせくだ

さい。

※願書の提出、試験日、合格発表、採用時期など、詳細はお問い合わせください。
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



「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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　2月2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　2月4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）

ママパパクラス
月　　日　2月6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）
　　　　　・新生児の育て方[講話]
内　　容　・赤ちゃんのお風呂[デモンストレー

ション・実習]
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。

　予約制です。2月4日（木）までに保険健

申込み方法　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29日（金）

までにお申込みください。

（一社）足柄歯科医師会
地域医療連携室のご案内

　歯科医院への通院が困難になった、入れ歯が壊
れてしまった、在宅で治療を受けたいが診療費が
心配など、歯科に関するお悩みをお持ちの高齢の
方、身体が不自由な方、又はそのご家族の方は、
お気軽にご相談ください。

問合せ　足柄歯科医師会地域医療連携室
　　　　（☎74－4185）
　　　　（受付時間は平日10：00～16：00）

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26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）

もの忘れ・認知症相談のお知らせ
　認知症（若年性認知症を含む）について不安や
悩みを持つ方やご家族などを対象に、医療受診の
必要性や対応方法について専門医が相談をお受け
します。

日　　時　1月27日（水）、2月17日（水）、
　　　　　3月17日（水）
　　　　　いずれも13：30～（1人1時間程度）
※予約制です。事前に電話で予約をお願いします。

場　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　（開成町吉田島2489－2、足柄上合同

庁舎4階）

費　　用　無料

問合せ申込み　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　保健予防課（☎83－5111　内線431）

女性の健康相談のお知らせ
　妊娠・出産・更年期など女性特有の心と身体の
症状や悩みに関する相談を、女性医師がお受けし
ます。1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

日　　時　2月2日（火）13：30～15：00
　　　　　（1人30分程度）
※予約制です。事前に電話で予約をお願いします。

場　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　（開成町吉田島2489－2、足柄上合同

庁舎4階）

費　　用　無料

問合せ申込み　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　保健福祉課（☎83－5111　内線465）


