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【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】
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詳しくは公式ホームページでご確認ください
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子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

子育て世帯を支援するため、一時金を給付します。

対象世帯　令和３年３月31日時点で18歳未満（特
別児童扶養手当対象児童の場合は20歳
未満）の子を養育している世帯で、次
の①又は②の条件を満たす世帯

　　　　　①令和３年度分住民税非課税世帯
　　　　　②新型コロナウイルス感染症の影響に

　より家計が急変した世帯
※転居などにより他市町村で受給済みの世帯は対
　象外となります。
給 付 額　・対象児童１人につき６万円
　　　　　・児童扶養手当対象児童は１人につき
　　　　　　１万円
申請期限　令和４年２月28日（月）
申請方法　次の必要書類を提出してください
　　　　　・申請書
　　　　　・申立書
　　　　　・令和３年１月以降のいずれか１か月

　分の収入額が分かる書類（給与明細
　書や年金額改定通知書など）

　　　　　・本人確認書類
　　　　　・振込口座の写し（通帳の写しなど）
※申請書及び申立書は町ホームページからダウン
ロードできるほか、福祉課でも配付しています。

※令和３年４月分の児童手当・特別児童扶養手当
を受給している世帯は申請不要です。

問合せ申請先　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

第9回やまきたＬｏｖｅ婚を開催します！
　毎回高カップル率！婚約・成婚カップルも誕生
しているやまきたLove婚に参加してみませんか。
今回は、丹沢湖の湖上でSUP体験を行います。
日　　時 10月10日（日）９：00～17：00
集合場所　ふるさと交流センター１階
参加資格 28歳から45歳の独身の男女
※イベント開催時点の年齢とします。
定　　員　男女各10名
参加料金　男性6,000円　女性3,000円
※町内在住、在勤者は500円引。
募集期限 ９月８日（水）
応募方法 SNS（やまきたLove婚
　　　　　Facebook）又はメール
　　　　 にてお申込みください
※Facebookは右上の画像からアクセスできます。
問 合 せ　やまきたLove婚実行委員会
　　　　 Facebook https://www.facebook.com/

 yamakitalovema
　　　　　メール yamakitalovema@gmail.com

河村城まつり開催中止のお知らせ
９月19日（日）に開催を予定していました河村

城址保存会主催の河村城まつりは、新型コロナウ
イルス感染症の影響により中止が決定しました。
　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　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

　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。



酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の減水について

　南足柄市及び松田町の一部、開成町に農地をお
持ちの方々へのお知らせです。
本年も水稲の収穫時期が近づいてきたため、次
のとおり減水します。ご理解ご協力をお願いします。
日　時 ９月10日（金）17：00～
　　　　９月20日（月・祝）17：00～
　　　　９月30日（木）17：00～
内　容 全量通水時の４分の３から２分の１に段
　　　　階的に減水します
※刈り草やごみを用水路に流さないようご協力を
　お願いします。
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）
　　　 ホームページ（https://sakawa-ugan.or.jp）

川村小学校放課後子ども教室の
安全管理員を募集します

　町では、放課後の小学生の遊びや学習の見守り
をしてくださる方を募集しています。

任　　期　採用日から令和４年３月31日（木）
※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　水曜日（給食のない日は除く）
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
※通勤距離が２㎞以上の場合、町基準により通勤
　手当を支給します。
採用人数　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。
認印を持参し、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
　付しているほか、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）

＜急募＞保育教諭・保育士を募集します
　町では、保育教諭・保育士として従事していた
だける会計年度任用職員を募集します。

勤務場所　やまきたこども園、向原保育園
勤 務 日　応相談
勤務時間 ７：30～18：30
※上記時間内で、７時間30分以内(休憩時間含む)
　の勤務となります。
報　　酬　時給1,091円
※通勤距離が２㎞以上の場合、町基準により通勤
　手当を支給します。
採用人数　若干名
※保育補助として、保育士資格をお持ちでない方
　についても募集します（報酬は異なります）。
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。
認印を持参し、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
　付しているほか、町ホームページからもダウン
　ロードできます。
応募期間　随時
問 合 せ　やまきたこども園（☎75－1530）

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！～
募 集 住 宅 サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
　　　　　　１戸101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、家賃を決定します。
申込み期間 ８月23日（月）～９月３日（金）
　　　　　　（土・日曜日を除く）
※申込者が多数の場合は公開抽選を行います。
入居可能時期 10月中旬（予定）

＜随時募集中＞
募 集 部 屋 307号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　　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。

【共通内容】
主な入居資格　・入居者と同居親族の令和２年の月

　あたりの月所得額が158,000円以
　上487,000円以下の方

　　　　　　・町内、町外を問いません
　　　　　　・同居親族を有する方
　　　　　　・18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
※月所得額とは、年間所得金額から定められてい
　る額を控除し、12か月で割った額です。
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
※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。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

❷
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令和3年度婦人がん検診（集団）について～お申込みが必要です～
　新型コロナウイルス感染防止のため、今年度の婦人がん検診（集団）は受診人数を制限して実施します。
このため、前々年度（令和元年度）の受診状況に関わらず、今年度受診を希望される場合は事前にお申込
みが必要となりますので、必ずお申込みください。期限までにお申込みがない場合、今年度は受診されな
いと判断させていただきますので、ご注意ください。

月　　　日 12月16日（木）、令和４年１月15日（土）、令和４年２月４日（金）
※受付時間はいずれも９：00、10：30、13：00、14：30から。
申込み期限 ９月30日（木）
申込み方法　電話、FAX又はメールにて、保険健康課健康づくり班へお申込みください
※ＦＡＸ又はメールでのお申込みの場合は、氏名、住所、電話番号、生年月日、検診名、希望日時を記入
　してください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822 FAX 76－4592）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（メール　kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書の発行について
　海外の渡航先への入国時に、相手国などが防疫措置の緩和などを判断するうえで活用されるよう、新型
コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を発行します。

対象となる方　次の２つの条件に当てはまる方
　　　　　　①接種時に山北町に住民票があり、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチ
　　　　　　　ン接種を受けた方
　　　　　　②日本から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措
　　　　　　　置の緩和が受けられるなどの理由から、本証明書を必要としている方
申請可能日時　平日８：30～17：15
費　　　用　無料
申 請 方 法　申請書を添えて保険健康課健康づくり班（健康福祉センター）へ申請してください
※申請書は、保険健康課健康づくり班で配付しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。
　また、本証明書は即日発行が可能です。
持　ち　物　・接種済証又は接種記録書
　　　　　　・海外渡航時に有効なパスポート
問合せ申請先　保険健康課健康づくり班（健康福祉センター）（☎75－0822）

山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金の
申請期限が近づいています～申請期限は8月31日（火）まで～

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内事業者の事業継続を支援するため、助成金を
交付しています。申請期限は８月31日（火）までですので、申請予定の方は忘れずに申請してください。

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）【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）

※詳細は、町ホームページをご確認ください。
※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）
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道路上に設置した乗り入れ（段差解消）ブロックなどの撤去についてのお願い
　敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップなどを公道上
に設置することは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故につながる可能性があり、大変危険です。乗り入
れブロックなどが原因で歩行者や自転車などの事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあり
ますので、安全な通行のために、乗り入れブロックなどの撤去をお願いします。

※敷地への出入りなどのために段差を解消したい場合、道路法第24条の規定に基づく施工承認を受けれ
ば、費用自己負担で道路の切り下げ工事を行うことができます。詳しくは、都市整備課までお問い合わ
せください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

ヤマビルにご注意ください
　高温多湿の気候になり、町内でヤマビルの目撃情報が寄せられています。畑などでの草刈りや地域の清
掃活動の際は、吸血被害にご注意ください。

ヤマビルに吸血されたら
　吸血された際は、ヤマビルを無理に引き剥がそうとせず、塩や食塩水を直接ふりかけて駆除したうえ、
傷口からヤマビルが吸血する際に分泌する成分を流し出すようにしてください。

ヤマビルを寄せ付けないために
　ヤマビルは乾燥に弱いため、定期的に落ち葉などの片づけや草刈りを行い日当たりや風通しを良くする
ことで、ヤマビルの定着抑制につながります。

駆除剤を配付します
　町では、ヤマビル被害のあった自治会に対して駆除剤を配付しています。詳しくは環境課までお問い合
わせください。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

不登校相談会・進路情報説明会のお知らせ
　不登校で悩む児童・生徒やその保護者を対象に、県・市町村教育委員会とフリースクールなどが連携・
協働して相談会を開催します。また、不登校で悩む生徒や高校中退者およびその保護者に進路の見通しが
持てるよう情報提供を行い、一人ひとりの社会的自立や学校生活の再開に向けた支援も実施します。申込
みは不要です。お気軽にお越しください。

日　時 10月17日（日）　13：00～16：30（受付は12：30～16：00）
※当日受付のため、事前申込みは不要です。

場　所　小田原合同庁舎（小田原市荻窪350－1）３階 3DEF会議室

対　象　小学生、中学生、高校生、高校中退者、保護者、教員など

内　容　・フリースクールやフリースペースの紹介
　　　　・個別相談会及び進路情報の提供　など

費　用　無料

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）
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入札結果７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

やまきた児童クラブ運営業務委託
（長期継続契約） 株式会社 明日葉

1,705,000円

990,000円

990,000円

40,623,000円

14,762,000円

2,992,000円

6,292,000円

3,813,700円

1,595,000円

935,000円

495,000円

26,752,000円

7,260,000円

2,970,000円

4,708,000円

3,795,000円

福 祉 課

山北町森林組合農 林 課

令和３年度　山北町下水道事業公
営企業会計適用事務支援業務委託
（債務負担）

日本会計コンサル
ティング 株式会社上下水道課

令和３年度　
神縄地区内道路用地測量業務委託 有限会社 茜測量設計都市整備課

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（私有林）
令和３年度
山北町都市計画図修正等業務委託

国際航業 株式会社
神奈川支店

株式会社 パスコ
横浜支店

都市整備課

令和３年度　山北町下水道事業ス
トックマネジメント計画策定業務委託上下水道課

有限会社 大沼設備
工業

令和３年度　
検定満期メーター器交換工事上下水道課

松下電気工事令和３年度　山北町立生涯学習セン
ターライブ映像配信システム設置工事生涯学習課

有限会社 山﨑建設令和３年度
町営新根下住宅屋上防水改修工事定住対策課

※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）

「2021あしがらアートの森・世界は一つの美術展」作品募集
部　　門　Ａ　個人参加の部（５歳から15歳までの子どもが描いた作品）
　　　　　Ｂ　家族参加の部（共同作品又は集合参加）
※家族参加の部は必ず子どもが１名以上入ることが条件です。集合参加の場合は家族の作品を集めて応募
　してください。

規　　格　四つ切りまでの画用紙など
※共同制作の場合は模造紙サイズまで。

応募期間 ９月14日（火）～10月29日（金）

入賞作品　Ａ・Ｂ部門併せて、入賞数24点、佳作60～70点
※賞品は切手などを予定しています

応募方法　あしがらアートの森ホームページからダウンロードした応募票又は作品の裏面に必要事項（住
　　　　　所・氏名・年齢・題名・作品の返却希望の有無）を記入のうえ、郵送してください
※作品は原則返却しませんが、返却を希望される場合は着払いで発送します。
※詳しくはホームページをご覧ください。

応 募 先　〒250－0105　南足柄市関本156 
　　　　　南足柄郵便局留「NPO法人あしがらアートの森」

問 合 せ NPO法人あしがらアートの森　代表　中野　裕一（☎090－5761－5548）
　　　　　（URL http://art-no-mori.com/）

なか の ゆういち

24,150,000円
※非課税

21,100,000円
※非課税



❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

法テラスオンライン無料弁護士相談
　町では、法テラス小田原支部と提携して、役場
で弁護士に相談できるサービスを行っています。
月　日 ９月１日（水）、12月２日（木）、
　　　　令和４年３月４日（金）
時　間　各日とも13：15～15：15
※相談時間は１人30分程度、１日３枠までです。
場　所　役場４階会議室
対象者　町内に在住・在勤で、収入・資産が一定
　　　　基準以下の方
※詳細は、法テラス小田原支部にお問い合わせください。
申込み方法　事前予約制です。開催日の１週間前まで
　　　　にお申込みください
相談方法　パソコンモニターを通してのオンライン方式
問合せ申込み 法テラス小田原支部（☎0503383－5370）

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 ８月24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

９月２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

９月７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

９月10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
９月１日（水）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。

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

費　　用

持 ち 物

申込み方法

９月４日（土）
10：00～12：00（受付9：45～）
健康福祉センター２階会議室
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・妊娠中の栄養［講話］
・妊娠中の歯の衛生［講話・演習］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル、
歯ブラシ、手鏡、コップ
予約制です。９月２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、８月27日（金）
までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

内 　 容

費　　用
持 ち 物

申込み方法

９月１日（水）
９：15～９：30
健康福祉センター２階　多目的室２
おおむね生後8か月までの乳児と
その保護者
・離乳食について［講義］
・簡単な調理実習
大人１名100円（食材費など）
母子健康手帳
予約制です。８月27日（金）午前中
までに保険健康課健康づくり班へお
申込みください。

離乳食教室


