
捻挫・打撲・挫傷・筋肉や関節の痛み・ムチウチ・肩こり・腰痛・背骨の歪み

〒258-0112 山北町岸2063-3
TEL.0465-20-9505

【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】
《受付時間》午前8：30～12：30 ／午後3：30～7：30
日
●／休

月
休

火
●

木
●

金
●

土
●

水
●

日曜午後・月曜日休診／予約不要（予約優先あり）
詳しくは公式ホームページでご確認ください

山北町  伊藤整骨院  グーペ

伊藤整骨院

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 部 屋　①101号室：3LDK（80.22㎡）　
及 び 家 賃　　60,000円～75,000円
　　　　　　②605号室：2LDK（65.27㎡）
　　　　　　　55,000円～68,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃を決定します。
※内覧も可能ですので、希望される方はご連絡くだ
　さい。
主な入居資格　・入居者と同居親族の令和２年の月

　所得額が158,000円以上487,000
　円以下の方（所得の範囲に入らな
　い方はご相談ください）

　　　　　　・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。
申込み期間　入居者決定まで【先着順】
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
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
※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）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

❶

令和４年１月１６日発行 第７４８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/

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（日向）地区１区画（１区画約80㎡）
契約期間 ２月14日（月）～１年間（以降の更新も可）
使 用 料　年額4,000円
申込み期限 １月31日（月）
※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）

住民税非課税世帯（家計急変世帯を含む）に
対する臨時特別給付金について

　国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期
化する中、生活・暮らしを支援するため、令和３年度
住民税非課税世帯（家計急変世帯を含む）に対して、
１世帯当たり10万円の現金給付を決定しました。
現在、町では、本給付金の支給に向けて準備を進
めています。詳細については、決まり次第、町ホー
ムページなどでお知らせします。
○給付金を装った詐欺にご注意ください。
・給付金の受取のためにATMの操作をお願いする
　ことはありません
・給付金の支給のため、手数料の振込をお願いする
　ことはありません
・少しでも不審に思ったら、家族や友人、松田警察
　署（☎82－0110）に相談しましょう
問合せ　福祉課子ども支援班　(☎75－3644)
　　　　制度に関するお問い合わせは、
　　　 内閣府コールセンター（☎0120－526－145）
　　　　（土・日曜日、祝日を含む 9：00～20：00）

雪などによるごみの収集について
雪が降った場合でも、原則、ごみの収集は実施しま
すが、雪の量や道路の状態により予定どおり収集でき
ない時がありますので、その場合は、町の防災無線な
どでお知らせします。また、天候により収集業者が事
前にコンテナや収集ネットなどを配付できない場合
は、ビニール袋などによる代用をお願いします。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

　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。



第76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30日（日）に開催が予定されていた第76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、開催中止が
決定しましたので、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）

❷

税理士による無料申告相談
日　　時 ２月４日（金）受付時間 ９：30～11：00、13：00～15：00
場　　所　生涯学習センター２階　会議室
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、申告書（送付されている方）、源泉徴収票、医療費の明細書、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
　　　　　・前年の申告書の控え、税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき又は通知書
申込み方法　当日来場も可能ですが、東京地方税理士会ホームページから事前申込みも可能です。
　　　　　（右の画像からアクセスできます）
※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、入場の際に検温を実施し、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。
※譲渡所得（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
　受けられる方は、ご遠慮ください。
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）
　　　　　事前申込み方法については、東京地方税理士会（☎045－243－0511）

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、経験豊富なスタッフが
決算書・申告書の作成を指導します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の
ため、会場の利用は事前申込制となります。
期　間 ２月１日（火）～３月15日（火）
※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日時の事前申込みを

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。

　　　　（https://www.aoiro-odawara.com/）
　　　　（右の画像からアクセスできます）

※年金・給与所得のみでご利用の未会員の方は、
１人につき２千円の会場利用料が必要となります。

問合せ　小田原青色申告会管理課（☎24－2611）

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。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止
対策のため、入場には整理券が必要となります。

開設期間 ２月１日（火）～３月15日（火）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※２月20日（日）、27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（小田原市荻窪440）
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（火）
　　　　　・個人事業者の消費税及び地方消費税
　　　　　　３月31日（木）
入場整理券 会場で当日入手又は右下の画像から国税
入手方法 庁のLINE®公式アカウント

を友だち追加して事前発行
してください。配布の状況
により、早めに受付を終了
する場合があります。

※還付申告については、会場の開設期間にかかわ
　らず相談対応します。
※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、入場の際に検温を実施し、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。

問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）



❸

※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。
※新型コロナワクチンを接種する場合は、２週間以上間隔を空けてください。

接種期限 ３月31日(木)
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
※その他の医療機関で接種をご希望の方は、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は無料です。
　申請時に受給していることがわかる書類を提示してください。

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）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）

インフルエンザ予防接種のお知らせ
　町では、インフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。希望者は医療機関で接種を受
けてください。

対　　象　町に住民登録があり、①又は②に該当する方
　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害があって、身体障害者手
　　　　　　帳１級に相当する方
※新型コロナワクチンを接種する場合は、２週間以上間隔を空けてください。
接種期限 ２月28日（月）
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
※その他の医療機関で接種をご希望の方は、お問い合わせください。
接種回数 １回のみ
接種費用 1,500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は無料です。
　受給していることがわかるものを医療機関で提示してください。
持 ち 物　健康保険証
接種方法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接種してください
　　　　　※医療機関によっては予約不要の場合もあります。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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　町に住民登録があり、令和４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

②70歳

③65歳

④満60歳以上65歳未満

⑤満66歳以上75歳未満

昭和22年４月１日以前に生まれた方

昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生まれの方

昭和31年４月２日～昭和32年４月１日生まれの方

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



令和4年度会計年度任用職員を募集します
　町では、令和４年４月１日から会計年度任用職員として働きたい方を募集します。
　会計年度任用職員とは、町の仕事に対し働く意思のある方に事前登録していただき、業務繁忙期や正規
職員に欠員が生じたときに、職員の補助として１年度以内の任期で任用される非常勤の公務員です。
　仕事内容は、正規職員の事務補助や庶務全般が中心となりますが、詳細については面接時にご説明しま
す。職務の内容が希望に合わない場合は、断ることも可能です。

受付開始 ２月１日（火）～（土・日曜日、祝日を除きます）

受付場所　役場３階　総務防災課窓口

提出書類　会計年度任用職員任用申込書（町指定様式）
※申込書は総務防災課窓口で配布しているほか、町ホームページからダウンロードできます。
※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）。

【任用までの流れ】
１．「会計年度任用職員任用申込書」を役場総務防災課に提出します。
※提出された申込書により、令和４年度の会計年度任用職員台帳に登録されます。
２．各職場において人材が必要となった場合、台帳登録者の中から書類選考し、通過した方に町から連絡
　　があります。
３．面接を実施し、具体的な仕事内容、勤務時間や日数などの雇用形態について説明を受けます。
４．採用となった場合、指定された勤務初日までに「任用通知書」を受け取り、勤務を開始します。
※登録は年度ごと（令和５年３月31日まで）に失効しますので、令和５年度に仕事を希望する場合には再
　度の申込みが必要となります。

【勤務時間・給料など】
●勤務時間：基本は、８：30～17：15（休憩12：00～13：00）以内です。職種により、始業時間や終
　　　　　　業時間、休憩時間が異なります。
●期末手当：一定の条件を満たす場合に支給対象となります。
●通勤手当：町の規定に基づき支給されます。
●社会保険・労働保険：任用期間や勤務時間などの一定の条件を満たす場合、保険が適用となります。
●有給休暇：任用期間に応じて付与される場合があります。
●そ の 他：職種ごとの報酬の額、勤務場所、応募要件については左ページの表をご確認ください。

「山北町『0歳から15歳までの一貫教育・保育』基本方針」（案）についての
意見募集（パブリックコメント）

　本町の教育・保育施設はすべて公立であり、１中学校区内に設置されています。また、長年にわたっ
て異校種間連携・交流に取り組んできた成果として、園・小学校・中学校がスクラムを組み、「チーム山北」
となって子どもたちの成長をトータルで見とり、支えていくことができる教育・保育環境が整っています。
　町ではこのようなメリットを生かし、令和４年度から担当課を一元化し「教育」と「支援」を柱にし
た切れ目のない連携・支援のできる「０歳から15歳までの一貫教育・保育」の推進をめざし、「山北町『０
歳から15歳までの一貫教育・保育』基本方針」を策定します。
　本方針（案）について次のとおり町民の皆さんから意見を募集します。詳しくは町ホームページをご覧
ください。

募集期限 １月28日（金）
対 象 者　町内在住の方
閲覧場所　学校教育課窓口及び町ホームページで閲覧できます
意見提出　学校教育課へ直接又は郵便、ファックス、電子メールにて、「住所」「氏名」「電話番号」を記
　　　　　載して任意の様式でご提出ください
※学校教育課窓口での受付は平日（８：30～17：15）のみとなります。
※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。

問 合 せ 学校教育課教育班 （☎75－3648　FAX75－3661　メールkyoiku@town.yamakita.kanagawa.jp）
提 出 先 （〒258-0195　山北町山北1301-4）

❹



入札結果12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　農とみどりの整備事業
谷ケ新堰用水路改良工事 有限会社  籔田組 3,564,000円

1,617,000円

3,245,000円

1,540,000円

農 林 課

有限会社  籔田組農 林 課 令和３年度　谷ケ前河原用水路床板
補修工事

※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）

❺

　令和３年度東山北1000まちづくり基本計画推進事業、放課後児童クラブ改修事業、D52を活
用した元気なまちづくり事業には、神奈川県川崎競馬組合が実施する競馬事業の収益配分金を財源
とする、神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金（地方創生推進事業）を活用しています。

会計年度任用職員職種の一覧
職務などに係る
問い合わせ先

一 般 事 務
一般的な行政の補助事務（データ入力（Word・
Excel操作のできる方）、集計作業、書類整理など）
※配属先により職務内容は異なります。

役 場 本 庁 舎
清 水 支 所
三 保 支 所

1,040円 総務防災課
（☎75－3643）

福祉課
（☎75－3644）

図書整理員
図書などの選書・貸出・返却・イベント・展
示などの図書室運営業務
※土・日曜日、祝日の勤務もあります。

生涯学習センター
図 書 室 1,040円

生涯学習セン
ター管理人

夜間利用日の施設管理・施錠・閉館作業など
※土・日曜日、祝日の勤務もあります。 生涯学習センター 1,040円

保育補助員 乳幼児の保育補助 やまきたこども園
向 原 保 育 園 1,040円

保 育 士
保 育 教 諭

乳幼児の保育
※保育士資格を要します。
※早番（７：30～12：30）、遅番（13：30～18：
30）の勤務もあります。

やまきたこども園
向 原 保 育 園 1,091円

生涯学習
センター

（☎75－3131）

さくらの湯
受 付

受付業務
※夜間、土・日曜日、祝日の勤務もあります。

健康福祉センター
さ く ら の 湯 1,040円

健 康 福 祉
センター警備

施設の警備・鍵の管理・設備の機械操作
※夜間、土・日曜日、祝日の勤務もあります。 健康福祉センター 1,040円

健康福祉
センター

（☎75－0822）

放課後子ども教室
安全管理員

給食のある水曜日の放課後に児童と遊び、見
守りを行う 川 村 小 学 校 1,040円

パークゴルフ場
管　理　人

施設の管理・施錠・受付業務など
※土・日曜日、祝日の勤務もあります。 パークゴルフ場 1,040円

生涯学習課
（☎75－3649）

職　種 勤務場所職務内容、資格の有無など 報　酬
（時給）

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）



親子サッカーフェスタ2022のご案内
　みんなでサッカーを楽しもう！ＦＣバルセロ
ナ・ブラジル代表ユニホームが当たる抽選会も予
定しています！ぜひご参加ください。

日　時 １月29日（土）14：00～16：30
※雨天時は、２月５日（土）に順延。
場　所　川村小学校（グラウンド）
対　象 ４歳～小学校６年生及び保護者
※子どもだけでの参加も可能です。
内　容　①キックターゲット
　　　　②ボウリングサッカー
　　　　③クロスバー当て
　　　　④ＰＫ戦
　　　　⑤リフティング大会
　　　　⑥ヘッドリフティング競走
　　　　⑦キック飛距離競争
　　　　⑧ドリブル競争
　　　　⑨３対３ゲーム（試合時間４分）
持ち物 運動のできる服装、靴、飲み物、サッカー
　　　　ボール（持っていれば）
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　アルゼンチンフットボールクラブ
　　　　（☎090－2645－3672）
　　　　（メール vicente@cityfujisawa.ne.jp）

❻

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25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

２月３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

２月１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）

予　　備
自衛官補

そ　の　他
受付締切日、試験日、合格発
表、入隊時期などについての
詳細は、事務所にお問い合わ
せください。

予備自衛官補・自衛官候補生募集案内

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

募集種目

募集中
（締切日未定）

受付期間資　　格
一般 18歳以上34歳未満の者

技能
18歳以上で、保有する
技能に応じ、53歳未満
～55歳未満の者

自衛官候補生
年間を通じて実施
※詳しくはお問い合
　わせください。

18歳以上
33歳未満の者

試験日、合格発表、入隊時期
などについての詳細は、事務
所にお問い合わせください。

ママパパクラス
月　　日 ２月５日（土）
時　　間 10：00～12：00（受付９：45～）
場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
内　　容　・赤ちゃんのお風呂
　　　　　　［デモンストレーション・実習］
　　　　　・新生児の育て方［講話］
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル
申込み方法 予約制です。２月３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。
※動きやすい服装でお越しください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


