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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１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感染防止対策として、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
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）

8月8日（日）にマイナンバーカード
受取りの休日窓口を開設します
町では、次のとおりマイナンバーカードの交付などの

窓口業務を行います。町から通知が届いていて、まだマ
イナンバーカードの受取りが出来ていない方は、ぜひこ
の機会をご利用ください。
日　　時 ８月８日（日）９：00～17：00
※事前予約制です。８月６日（金）17：15までに
　町民税務課へご連絡ください。
場　　所　役場本庁舎１階　町民税務課窓口
※当日は役場本庁舎裏口からお入りください。
業務内容　マイナンバーカード交付手続き
　　　　　電子証明書の更新手続き
※マイナンバーカードの申請補助は実施しません。
持 ち 物 町からの通知、運転免許証などの本人確

認書類、通知カード（マイナンバーカード
交付手続きの方のみ）

　　　　　マイナンバーカード及び暗証番号
　　　　　（電子証明書の更新手続きの方のみ）
※マイナンバーカード受取りには、原則、ご本人の来庁が必要です。
問 合 せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

国民健康保険証が更新されます
　現在、国民健康保険に加入している方の保険証の
有効期限は７月31日（土）までとなっています。８月
１日（日）から使用する保険証は、７月下旬までに世
帯主様宛に簡易書留で郵送します。
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

アクティブ交番配備日の変更のお知らせ
夏季期間は、アクティブ交番の配備の曜日が次のとお

り変更となり、金・土・日曜日、祝日の配備がなくなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
期　　間 ９月30日（木）まで
配備曜日　月曜日～木曜日
配備時間 ９：30～11：30 山北町役場駐車場
 13：30～14：30 山北駅ロータリー付近
 14：30～15：30 川村小学校下岸側交差点付近
※川村小学校の夏休み期間中は、川村小学校下には配備せ

ず、山北駅ロータリー付近で15：30までの配備となります。
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

　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。



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（金）～15日（日）
※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）

令和3年度敬老のつどいを開催します
　長年にわたり社会に尽くされてきた方々の長寿
をお祝いする「敬老のつどい」を開催します。
　今年は、参加者数を制限して開催するため、事
前申込制となります。参加された方には、「でご
にぃ」の低反発座布団とマスクのプレゼントもあ
りますので、ぜひお申込みください。

日　時 ９月12日（日）14：00～14：40（予定）
場　所　生涯学習センター　１階多目的ホール
対象者 ９月15日時点で満75歳以上の町内在住の方
　　　　（昭和21年９月15日以前に生まれた方）
※事前申込制（先着80名）。
※６月上旬のアンケートなどで出席と回答された
　方も改めてお申込みください。
内　容　式典（表彰、祝辞など）
※新型コロナウイルス感染防止のため、余興は行
　わず式典のみの開催となります。
申込み期限 ７月30日（金）
問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

わくわく自然教室に参加しませんか
日　　時 ９月18日（土）　※雨天中止。
　　　　　９：30～15：30（受付９：00～）
場　　所　丹沢湖キャンプサイト
内　　容 川遊び、野外炊事、レクリエーションなど
対　　象 町内在住の小学４～６年生
　　　　　　　　　　中学１～３年生
定　　員　小学生25名、中学生５名（先着順）
参 加 費　無料（町負担で保険に加入します）
申込み期限 ８月13日（金）まで
申込み方法　①生涯学習課へ電話
　　　　　②申込書に必要事項を記入し、生涯学

　習課へ直接提出、FAX又はメール
　　　　　③町ホームページから応募フォームに入力
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み （☎75－3649　FAX75－3661）
 （メール gakusyu@town.yamakita.kanagawa.jp）
 （URL http：//www.town.yamakita.kanagawa.jp/ 
  cmsfrom/enquete.php?id=34）

（右の画像からアクセス
できます）

❷

サンライズやまきたの入居者を募集します～駅から徒歩１分の好立地！～
募 集 住 宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）１戸307号室：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。
主な入居資格　①入居者と同居親族の令和2年の月あたりの合計所得が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。
申込み期間 ７月26日（月）～入居者決定まで（土・日曜日、祝日を除く）
※受付時間は８：30～17：15です。
申込み方法　定住対策課で配付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
※先着順で入居者を決定します。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消となります。
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）

＜随時募集中＞
募 集 部 屋 506号室：3LDK（72.23㎡）
　　　　　　601号室：3LDK（80.22㎡）
※詳細は、定住対策課へ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）

第40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40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（水）
応募方法 小学校にて配付された台紙に作品を貼
　　　　　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）



❸

町職員を募集します！！
　町では、令和４年４月１日採用の職員を募集します。

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）
　　　　　・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・エントリーシートは、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（その他住居手当、通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付期間 ８月23日（月）～27日（金）８：30～17：15
※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 6日（水）13：00～（予定）
　　　　　第２次試験：10月25日（月）13：00～（予定）
　　　　　第３次試験：11月10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
問合せ提出先　総務防災課庶務班（☎75－3643）

丹沢湖花火大会中止のお知らせ
８月10日（火）に開催を予定しておりました丹

沢湖花火大会は、新型コロナウイルス感染防止の
ため、中止します。
　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　丹沢湖花火大会実行委員会事務局
　　　　（☎75－3646）（役場商工観光課内）

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22日
（木・祝）から８月31日（火）まで、運動浴室（プー
ル）の利用を中止します。ご不便をおかけします
が、ご理解、ご協力をお願いします。
　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）

令和４年
４月１日

採用予定日 職　　種 応　募　資　格採用人数

若 干 名

事　務　職 平成3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4年3月卒業見込者含む）

事　務　職
（障がい者）

昭和46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4年3月卒業見込者含む）

業務内容

パソコン業務・
窓口業務などの
行政事務

土木技術職
平成3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4年3月卒業見
込者含む）

土木業務

保　健　師
昭和56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4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46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4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



山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金のご案内
　町では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることを受け、町内事業者の事業の継続を支
援するために助成金を交付しています。

支給対象者　次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
　　　　　・町内に事務所又は事業所を有する中小企業者など（ただし、農業、不動産業を主たる事業と

して営む個人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体などは対象外となります。）
　　　　　・事業継続のための意思を有しているもの
　　　　　・町税及び使用料などに滞納がないもの
　　　　　・代表者や役員又は従業員などが山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団員などでないこと
　　　　　・令和３年４月１日以前から事業を開始しているもの
　　　　　・令和３年度中に既にこの助成金の交付を受けていないもの
　　　　　・令和３年４月１日から本助成金申請までに山北町以外の市区町村において類似する金銭交付

を受けていないもの
　　　　　・令和３年１月から６月までのいずれか１か月における売上高が、前年同月又は前々年同月の

売上高より20％以上減少していること（前年同月の売上がない場合には算定方法が異なりま
すので、お問い合わせください。）

支 給 額　法人の場合：上限20万円、個人の場合：上限10万円

申請期限 ８月31日（火）まで【消印有効】

申請方法　必要書類を郵送にて提出してください

必要書類 ①助成金交付申請書（第１号様式）
②助成金請求書（第４号様式）
③対象月の売上高がわかる書類
④対象月と比較する年分の確定申告書の写しと月ごとの売上高がわかる書類
⑤法人の場合：履歴事項全部証明書
　個人の場合：写真付き身分証明書（運転免許証、マイナンバーカードなど）の写し
⑥申請者名義の振込口座の通帳の写し（通帳表面及び１・２ページ）

※①及び②の書類は町ホームページからダウンロードできます。
※この助成金は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した事業です。

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）

東京2020オリンピック　自転車競技ロードレースについて
７月24日（土）に東京2020オリンピック競技大会の自転車競技ロードレース（男子）が開催され、山

北町内の一部を通過します。
　コース沿道での観戦については、新型コロナウイルス感染防止のため、大会組織委員会より観戦の自
粛をお願いする方針が示されたため、コース沿道での観戦は控えていただきますようお願いします。
　大会開催期間中、コース道路や富士スピードウェイ（静岡県）の周辺などでは混雑が予想されます。ま
た、交通規制も実施されますので、混雑緩和の取り組みにご理解とご協力をお願いします。交通規制の情
報は、右下の画像からご確認ください。

❹

問合せ　企画政策課企画政策班（☎75－3651）

●町内における交通規制
　規制日時：７月24日（土）14：45～18：10
　規制区間：神奈川県道730号（山中湖小山）　明神峠⇔三国峠



公益財団法人神奈川県市町村振興協会

入札結果６月中
落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）事　業　名担当課

令和３年度
水源環境保全・再生市町村補助金事業
森林調査業務委託（町有林）

山北町森林組合 3,047,000円

7,216,000円

1,793,000円

23,133,000円

4,389,000円

111,276,000円

2,376,000円

8,030,000円

633,600円

2,640,000円

4,268,000円

899,800円

21,340,000円

4,180,000円

110,880,000円

2,376,000円

7,865,000円

617,760円

農 林 課

株式会社 カナコン都市整備課

令和３年度
水道施設台帳作成業務委託

株式会社 東洋設計事
務所 神奈川出張所上下水道課

令和３年度　前耕地第２水源ポン
プ場　機械計装設備更新工事

荏原商事 株式会社
神奈川営業所上下水道課

令和３年度　
新都夫良野橋補修設計業務委託
令和３年度
町道堀込上野下線用地測量業務委託 有限会社 茜測量設計

ハーベストネクスト
株式会社

都市整備課

山北町立小中学校給食調理業務委託
（長期継続契約）学校教育課

株式会社 イケダ電気令和３年度
川村小学校生活科室空調機器設置工事学校教育課

今泉建設 株式会社令和３年度
河村城址歴史公園整備工事生涯学習課

株式会社 武書店山北町立生涯学習センター給茶機
賃貸借（長期継続契約）生涯学習課

※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）

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　企画政策課企画政策班（☎75－3651）

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）
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「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎７５－０８２２）

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。

対　　象　町内にお住まいの方
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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
８月４日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
時　　間

場　　所

対　　象

内　　容

費　　用
持 ち 物

申込み方法

８月７日（土）
10：00～12：00（受付9：45～）
松田町健康福祉センター
（松田町松田惣領17－2）
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］
・母乳育児について［講話］
・お産の進み方［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具
予約制です。８月５日（木）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、７月30日
（金）までにお申し込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

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27日（火）14：00～16：00
場　所　役場４階　404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）

月　　日
受付時間

場　　所

８月５日（木）
９：30～10：30
役場４階　404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
受付時間

場　　所

８月３日（火）
９：30～10：30
役場４階　404会議室
※受付は１階福祉課です。

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。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

８月６日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
・乳幼児の計測（身長・体重）
・健康相談、栄養相談
・助産師による乳房ケア（予約制）
※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。申込み開始は
８月２日（月）からです。

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

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。

※令和２年度は対象年齢を０歳児と１歳児以降とに
分けて月２回開催していましたが、令和３年度は
対象年齢を分けず、月１回の開催としています。


