
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202号室：3LDK（72.23㎡）
家　　賃　56,000円～70,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃を決定します。
申込み期間　１月11日（火）～21日（金）
　　　　　（土・日曜日を除く）
入居可能時期　１月下旬頃（予定）
＜随時募集中＞
募集部屋　101号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　605号室：2LDK（65.27㎡）
【共通内容】
主な入居資格　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
※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

サンライズやまきたの内覧会を開催します！
　募集中のお部屋を内覧することができます。ど
なたでも参加できますので、皆さんのご参加をお
待ちしています。
日　　時　１月29日（土）10：00～12：00
集合場所　サンライズやまきた  コミュニティホール
申込み期限　１月27日（木）【事前予約制】
申込み方法　電話、メール又は町ホームペー

ジからお申込みください（右
の画像からアクセスできます）

※内覧会以外の日にも、随時内覧が可能です。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）
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令和4年度山北中学校入学説明会
　山北中学校では、令和4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21日（金）14：00～15：45（予定）
場　所　山北中学校体育館
※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。

問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

令和4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、内容を縮小して、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（木）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）

令和4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４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、ご参加ください。
日　　時　１月27日（木）19：30～
場　　所　やまきた児童クラブC教室
　　　　　（川村小学校A棟１階）
対象児童　令和４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
※予約不要です。直接会場にお越しください。
※新型コロナウイルス感染防止のため、検温とマ
　スクの着用にご協力をお願いします。
※入所申請書類は説明会当日及び福祉課窓口で配布す
るほか、町ホームページからもダウンロードが可能です。
問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

交通指導隊員を募集します
　町では、町民の交通安全に携わる交通指導隊員
を募集しています。
応募資格　町内在住の20歳以上50歳未満の方
※男女は問いません。
募集人員　１名（定員になり次第受付終了）
職務内容　交通安全指導、各種行事の交通整理
問 合 せ　総務防災課防災消防班
申 込 み　（☎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。



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３月31日（木）
※更新される場合があります。
勤務場所　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
報　　酬　時給1,047円
※通勤距離が２km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）

※申込書は総務防災課で配布しているほか、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（資格は不要です）
問合せ提出先　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

～事業者の皆さんへ～
令和4年度「一般競争（指名競争）
参加資格審査申請」の追加受付について
　町が工事や物品の購入などを発注するときに行う入
札には、入札参加資格として、あらかじめ審査を受け
て名簿に登録されていることが条件となっています。
　まだ登録されていない事業者の方で令和４年度
の入札の名簿登録を希望される事業者の方は期間
中に参加資格審査申請をしてください。

受付期間　２月１日（火）～28日（月）［必着］
申請方法　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（金）～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）

❷

あしがらのゆるキャラ®大集合2022 冬
　あしがら地域のゆるキャラが大集合するオンラ
インイベントを開催します。

月　時　１月23日（日）①10：00～　②14：00～
　　　　③17：00 ～（各回30分程度）
開催方法　オンライン（Zoom®を使用）
定　員　各回30名【事前申込制、先着順】
費　用　無料（通話・通信料は参加者負担です）
申込み開始　１月５日（水）～
申込み方法　インターネットからお申込みください
　　　　（右の画像からアクセスできます）
問合せ　あしがら観光協会（☎32－8000）
※「ゆるキャラ」は、みうらじゅんの著作権である
　と共に扶桑社及びみうらじゅんの登録商標です。

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。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、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。

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

開催日
１月20日
（木）
２月20日
（日）
３月20日
（日）

時　間

13：30～
15：30

場　　所
小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）
山北駅前 Cafe NICO横
（芝 生 スペ ース 付 近）
小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

世附の百万遍念仏開催中止のお知らせ
　２月に公演を予定していました世附の百万遍念
仏並びに悪魔祓いは、新型コロナウイルス感染防
止のため、開催中止が決定しました。
　公演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　世附百万遍念仏保存会会長　池谷（☎81－1750）

ばら

～車座集会～議会報告会・意見交換会を開催します
　町議会では、町内６会場で委員会の活動報告の
ほか、グループに分かれて参加者との意見交換を
行います。
　なお、本年度は新型コロナウイルス感染防止の
ため、事前申込制で各会場先着20名の定員としま
す。また、マスクの着用にご協力をお願いします。

定　　員　各会場20名【先着順】
申込み期間　１月５日（水）～21日（金）
申込み方法　電話でお申込みください
問合せ申込み　議会事務局議事班（☎75－3653）
　　　　　（土・日曜、祝日を除く８：30～17：15）

開催日
１月 24日（月）
１月 26日（水）
１月 28日（金）
１月 31日（月）
２月 2日（水）
２月 4日（金）

時　間

18：30～
20：00

会　　場
三 保 支 所
清水ふれあいセンター
共和のもりセンター
高齢者いきいきセンター
生涯学習センター
向 原 児 童 館



入札結果11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　町民カレンダー
（令和４年度版）印刷業務委託 株式会社　セトプリント 1,148,400円

2,409,000円

5,060,000円

990,000円

2,123,000円

4,950,000円

企画政策課

株式会社　イケダ電気財 務 課 令和３年度
庁舎屋上給気ファン更新工事
令和３年度
嵐地区獣害防止柵設置工事 有限会社　池谷建設農 林 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）

税金の手続きをお願いします
○法定調書の提出（令和３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３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、提出してください。
○償却資産の申告（令和4年度の固定資産税分）
申　告　先　町民税務課税務班（☎75－3641）
※令和４年度固定資産税の計算資料となります。
　個人事業主の方も該当資産をお持ちの場合は申告が必要です。
提出・申告期限　１月31日（月）
問　合　せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

❸

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　日　１月18日（火）※雨天中止
内　容　眺めの良い山北を歩く
集　合　９：00　健康福祉センター
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
※マスクの着用をお願いします。
申込み期限　１月14日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

県立山北高等学校研究発表
～伝えよう山北町に。私たちの気づきと思い～
　県立山北高等学校が３年間取り組んできた文部
科学省指定「地域との協働による高等学校教育改
革推進事業（地域魅力化型）」の成果を、町民の皆
さんに報告します。ぜひご参加ください。
月　日　１月14日（金）
時　間　14：30～16：30（入場14：00～）
場　所　生涯学習センター１階多目的ホール
※３階視聴覚ホールにてライブ配信も行います。
内　容　第１部　山北高等学校からの報告
　　　　・山北高校生から山北町への提言
　　　　・山北高等学校３年間の取り組み発表
　　　　第２部　講演「高校生の学びの成果を
　　　　　　　　　　　地域に生かす意味」
　　　　講師　大正大学地域創生学部教授　浦崎　太郎　氏
※ご来場の際は、新型コロナウイルス感染防止の
　ため、マスクの着用にご協力をお願いします。
問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

うらさき たろう

あすぽ「夜チャージ！」自宅で簡単！
オンライン「マインドフルネスヨガ」
　平日夜、ご自宅から参加できるヨガのオンライン
レッスンを開催します。移動時間０分、感染リスクも
なく、マスクも不要、お手持ちのスマートフォンやパ
ソコンなどからご家族と一緒に参加が可能です。最
初と最後に瞑想の時間があり、呼吸を大切にゆった
りとしたヨガで誰でも参加できます。一週間の疲れ
を癒し、快眠につながるヨガに参加してみませんか。
月　日　１月14日、28日、２月４日、18日、
　　　　３月４日、18日（全て金曜日）
時　間　20：10～21：00（20：00～アクセス可）
開催方法　オンラインレッスン（Zoom®を使用）
費　用　800円（１レッスンあたり）
用意する物　ヨガマット、飲み物、バスタオルなど
講　師　Maimi先生
問合せ申込み　秋葉（☎090－8013－5541）
　　　　メール：asupo2009@yahoo.co.jp
　　　　ホームページ：https：//asupo1.com

めい

あき ば

「古文書解読勉強会」のお知らせ
　県公文書所蔵の古文書（山口コレクション）を
解読できるように、一緒に勉強しませんか。
　幕末から明治時代の歴史上の人物の書簡が1,000
通以上、人物により字体の癖があるため、大変興味
深いです。人物像を想像しながら解読を進める仲間
を探していますので、興味がある方はご参加ください。
日　時　１月９日（日）９：30～11：30（予定）
場　所　健康福祉センター２階201会議室
費　用　無料
持ち物　筆記用具、ノート、スマートフォンなど
問合せ　責任者　脇　幸吉（☎090－1777－5771）

わき こうきち



「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班（☎７５－０８２２）

「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんがいる子育て世代を対象
に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受けたり、
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　１月12日（水）13：00～15：00
対　象　満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、予約不要・無料です。
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）

≪人権行政相談≫
日　　時　１月20日（木）13：00～15：00
場　　所　役場４階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
相談内容　プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育放棄・

いじめなど）の問題や、行政に対する苦情や要望など
※行政に対するお困りごとは、電話でも受付してい
　ます。「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）

人権擁護委員 人権相談所を開設します
日　時　１月７日（金）13：00～15：00
場　所　松田町生涯学習センター１階　ロビー
内　容　職場や学校でのいじめや名誉棄損、プラ
　　　　イバシーの侵害など人権に関すること
問合せ　西湘二宮人権擁護委員協議会
　　　　（横浜地方法務局西湘二宮支局内）
　　　　（☎0463－70－1116）

❹

今月の納期
●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）
●31日 町県民税（第４期分）

認定こども園・保育園保育料（１月分）
幼稚園延長保育料（12月分）
放課後児童クラブ負担金（１月分）
国民健康保険税（第８期分）
介護保険料（第７期分）
後期高齢者医療制度保険料（第７期分）
し尿処理手数料（第３期分）
町設置型浄化槽使用料（11・12月分）
町営住宅使用料（１月分）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

１月14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１月４日（火）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。

３か月児健康診査
日　　時
場　　所
対　　象

持 ち 物

平日12：00～12：45（水曜日を除く）
樹こどもクリニック（開成町吉田島4320－2）
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
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

１月18日（火）
午後（時間は個別にご案内します）
健康福祉センター１階　多目的室１
令和２年５月～６月生まれの幼児
令和元年11月～12月生まれの幼児
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。

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問い合わせください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10か月～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで。
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。

１月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

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
１月12日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間


