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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。

やまきた駅前朝市中止のお知らせ
　3月7日（日）に開催を予定していたやまきた駅
前朝市は、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
る緊急事態宣言が発出されたため、中止といたし
ます。
　なお、次回の開催は4月4日（日）を予定してい
ます。

問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）

【サンライズやまきた】
＜506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。

【サンライズ東山北】
＜401号室＞
間 取 り　2LDK（63.76㎡）
家　　賃　49,600円～62,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。

＜502号室＞
間 取 り　1LDK（50.40㎡）
家　　賃　41,600円～52,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。

【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
　　　　　③18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（サンライ 
　　　　　　ズやまきたのみ）
※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。
※書類選考後、申込者が多数の場合、公開抽選を

実施します。
申込み期間　3月8日（月）～19日（金）
　　　　　（土・日曜日を除く）
入居可能時期　4月下旬頃（予定）

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

ふれあい農園の利用者募集
　町では、農業を身近に感じてもらえるよう、ふ
れあい農園を開設しています。土とふれあい、収
穫の喜びを味わいませんか。

募集区画　岸地区3区画

契約期間　4月1日（木）～令和5年3月31日（金）
　　　　　（以降の更新も可）

使 用 料　年額2,000円（約40㎡の区画）
　　　　　年額4,000円（約80㎡の区画）

申込み期限　3月23日（火）
※応募者多数の場合は、抽選にて決定します。

問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

中堅所得者向け住宅の入居者を募集します！
～駅から徒歩１分の好立地！内覧もできます！！～

 お し ら せ 版

令和３年３月 1 日発行  第７２８号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 政 策 課
〒２５８‐０１９５ 神奈川県足柄上郡山北町山北１３０１-４

☎０４６５—７５—１１２２㈹
ホームページ https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/



町職員（保健師）を募集します！！
採用予定 職　種 採用人数 応　募　資　格

令和3年度 保健師 若干名 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）

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
※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。
※申込書などは総務防災課で配付するほか、町の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）
受付開始　3月1日（月）～　
受付時間　8：30～17：15（12：00～13：00は除く）
申込み方法　総務防災課へ直接又は郵送によりお申込みください
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
　　　　　第2次試験：面接試験
※試験日程については、総務防災課にお問い合わせください。
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

就学援助費支給のお知らせ
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒がいる家庭（町内に在住）で、経済的理由により就学さ
せることが困難な保護者に対して、学用品費や給食費などの必要な費用の一部を援助しています。

申請期間　4月5日（月）～30日（金）（土・日曜日、祝日を除く）8：30～17：15（12：00～13：00を除く）
援助対象　次のいずれかの条件に該当する世帯
　　　　　・児童扶養手当の支給を受けていること
　　　　　・市町村民税、個人事業税、固定資産税、国民年金、国民健康保険税の減免を受けていること
　　　　　　（前年の所得の確定時に判断します）
　　　　　・生活保護の支給を受けていること（修学旅行費のみの支給となります）
　　　　　・その他、就学にお困りの場合
申請方法　4月5日（月）から役場2階学校教育課窓口、清水・三保支所で配付する就学援助費交付申請書 
　　　　　に必要事項を記入のうえ、学校教育課窓口に提出してください
※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。なお、清水・三保支所には申請書の提出はで

きませんので、ご注意ください。
※申請期間を過ぎても申請書の提出は可能ですが、その場合、援助費については月割りの支給となりま

すので、必ず期間内にご提出をお願いします。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

❷

風しん抗体検査・予防接種の期限延長について
　町では、令和元年度又は令和2年度中に発行し
た風しん抗体検査、予防接種の無料クーポン券の
期限を次のとおり延長しています。
※すでにお手元に送付されている無料クーポン券

は、延長後の使用期限までそのまま使用するこ
とができます。

使用期限　延長前　令和2年3月31日（火）又は
　　　　　　　　　令和3年3月31日（水）
　　　　　延長後　令和4年3月31日（木）
対　　象　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生 
　　　　　まれの男性の方を対象に、令和元年度 
　　　　　又は令和2年度中に発行したクーポン券
※クーポン券を紛失してしまった場合は再発行す

ることができますので、保険健康課健康づくり
班にご連絡ください。後日、郵送します。

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

令和2年度ちいき・ふくし博
　障がい福祉への理解を深めていただくため、障
がいのある方の活動や作品、施設・機関の概要な
どの紹介をオンラインで行います。どなたでも自
由に参加できますので、ぜひご覧ください。

公開開始　3月1日（月）～
内　　容　・障がいのある方の作品紹介
　　　　　・福祉施設、機関の概要、活動紹介
開催方法　オンラインでの開催
　　　　　（URL　https://sites.google.com/
　　　　　view/fukushifair）
※右の画像からもアクセスできます。
問 合 せ　社会福祉法人風祭の森
　　　　　地域支援センターひまわり
　　　　　（☎20－7120）



❸

「河村新城跡発掘調査解説」動画配信のお知らせ
　生涯学習課では、町民の皆さんが生涯学習・生涯スポーツ活動をご自宅でも実施できるよう、町ホー
ムページ内で生涯学習課オンデマンド教室を開設し、様々な動画を配信しています。
　第11弾では、例年開催している教育委員会主催「山北町文化財講座」と山北町地方史研究会主催「文
化講演会」の代替事業として、新東名高速道路工事に伴い発掘調査が行われている河村新城跡の動画を
配信します。右の画像からもアクセスできますので、ぜひご覧ください。

配信開始　3月1日（月）～

＜歴史刊行物について＞
　河村新城跡や河村城跡など、町内には戦国時代の小田原北条氏の山城跡がいくつかあります。『山北
町史』など町発行の歴史刊行物にも掲載していますので、ご自宅で過ごす時間の多いこの機会に、町の
歴史を学んでみてはいかがでしょうか。刊行物一覧は町ホームページで紹介しています。
（URL　http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000001200.html　※右の画像からもアクセスできます。）
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

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

陸・海・空
一般幹部候補生

大卒程度試験

22歳以上26歳未満（修士課程修了者
等※1にあっては28歳未満）の者（令
和4年4月1日現在） 3月1日（月）～

4月28日（水）

（陸のみ）
3月1日（月）～
6月18日（金）

①筆記試験
　5月8日（土）

　（陸のみ）
　6月26日（土）

②筆記式操縦適性検査
　（飛行要員希望者のみ）
　5月9日（日）

20歳以上22歳未満（学校教育法に
基づく大学を卒業した者又は外国に
おける学校を卒業した場合で大学卒
業に相当すると認められる者）の者
（令和4年4月1日現在）

院卒者試験 修士課程修了者等※1で20歳以上28歳
未満の者（令和4年4月1日現在）

一般曹候補生
（第1回）

18歳以上33歳未満の者
（令和4年4月1日現在）
※高校生を対象とした募集案内は、 

7月1日以降となります。

3月1日（月）～
5月11日（火）

・1次　5月21日（金）
～30日（日）
のうち、いずれ
か指定する1日

・2次　未定
（事務所にお問い合わせください）

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者 年間を通じて実施 事務所にお問い合わせください
※1　学校教育法に基づく大学院の修士課程若しくは専門職大学院の過程を修了した者又はこれに相当する 
　　　と認められる者（令和4年3月学位取得見込みを含む）。

問合せ　自衛隊神奈川地方協力本部　小田原地域事務所（小田原市栄町1－14－9 NTビル3階）
　　　　（☎24－3080）

「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんを持つ子育て世代を対象に、子育てアドバイザーが子育ての相談をお受けす
るほか、親子で交流できるフリースペースを提供しています。
●あかちゃんひろば
日　時　3月10日（水）13：00～15：00（予約不要・無料）
対　象　1歳未満のお子さんと保護者（兄弟・姉妹も参加できます）
※町内在住の方のみとなります。
問合せ　山北町子育て支援センター（健康福祉センター2階）（☎75－0818）
※詳細はホームページに掲載しています。「山北町子育て支援センター」で検索してください。



今月の納期限
● 1 日　　　　　　　
　固定資産税（第 4 期分）
　認定こども園・保育園保育料（2 月分） 
　幼稚園延長保育料（1 月分）
　放課後児童クラブ負担金（2 月分）
　介護保険料 ( 第 8 期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 8 期分）
　町営住宅使用料（2 月分）
● 10 日　　　　　　　
　上下水道使用料（B 地区第 6 期分）

乳幼児ニコニコ相談（0歳児）
月　　日　3月12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2年3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、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　3月19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2年2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。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班（☎ 75 － 0822）

3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
　　　　　（開成町古田島4320-2） 
対　　象　生後3か月～4か月の乳児 

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

※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　3月16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7月～8月生まれの幼児
　　　　　平成31年1月～2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。

人権行政相談中止のお知らせ
　3月22日（月）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。
※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）

● 25 日
　下水道受益者負担金（第 4 期分）
　町設置型浄化槽分担金（第 4 期分） 
● 31 日
　認定こども園・保育園保育料（3 月分）
　幼稚園延長保育料（2 月分）
　放課後児童クラブ負担金（3 月分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 9 期分）
　町設置型浄化槽使用料（1・2 月分）
　町営住宅使用料（3 月分）


