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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。

東名高速道路リニューアル工事のお知らせ
　東名高速道路下り線（大井松田ＩＣ～御殿場ＩＣ）でリニューアル工事を実施します。このため、工
事箇所周辺の道路を工事用車両が1日10～20台通行するほか、日中にはコンクリートの取り壊しなどで
工事箇所から作業音が発生する場合があります。また、工事に伴う東名高速道路の交通規制により、一
般道が混雑する可能性がありますので、ご理解ご協力をお願いします。

工事期間　1月10日（火）5：00～3月24日（金）24：00
※詳しくは、工事専用ホームページ（https://tomei-info.com/）をご覧ください。

問 合 せ　中日本高速道路㈱東京支社御殿場保全・サービスセンター更新工事担当（☎0550－82－3100）
　　　　　※対応時間は平日9：00～17：00。
　　　　　新東名対策室新東名対策班（☎75－3655）

山北町立きのこ園指定管理者を募集します
　現管理者による指定期間の満了に伴い、指定管
理者を募集します。

募集期間　1月13日（金）～20日（金）　
募集施設　山北町立きのこ園（玄倉495－3）
募集要件　足柄上地区1市5町内に事務所を有する

法人、団体又はグループ
申込み方法　商工観光課で配布している申請書に必

要事項を記入し、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。
問合せ申込み　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

令和5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
感染防止対策を施して実施します。

日　時　1月6日（金）10：00～12：00
場　所　生涯学習センター及び役場西側駐車場
内　容　表彰、分列行進、消防操法、子ども演

技、一斉放水
※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。
※式終了まで、役場西側駐車場は一般の方の利用

ができません。ご来場の際は公共交通機関をご
利用ください。

問合せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）
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令和5年度放課後児童クラブ
（学童保育）入所説明会

　令和5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26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5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こども教育課窓口で配布す

るほか、町ホームページからもダウンロードできます。
問 合 せ　こども教育課教育支援班（☎75－3648）

人権行政相談
日　　時　1月20日（金）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　企画総務課総務班（☎75－3651）
　　　  　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6日（金）13：00～15：00
　　　　（受付は14：30まで）
場　所　松田町生涯学習センター1階　ロビー
　　　　（松田町松田惣領2078）
内　容　職場や学校でのいじめや名誉毀損、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）

令和4年度足柄上地区在宅医療・
介護連携推進地域講演会

日　　時　1月28日（土）13：30～15：30
　　　　　（13：00開場）
場　　所　南足柄市文化会館　大ホール
　　　　　（南足柄市関本415－1）
対　　象　足柄上地域在住又は在勤の方
タイトル　「人生100年時代の社会参加と生きがい」
講　　師　ＮＰＯ法人「高齢社会をよくする女性の会」
　　　　　理事長　　樋

ひ ぐ ち
口　恵

け い こ
子先生 

　　　　　副理事長　袖
そ で い

井　孝
た か こ

子先生
入 場 料　無料
申込み方法　住所・氏名（参加者全員）・

連絡先電話番号を明記の上、
ＦＡＸ又は右の画像からお申
込みください

問 合 せ　足柄上地区在宅医療・介護連携支援セ 
申 込 み　ンター（☎43－8172、FAX43－8176）

税金の手続きをお願いします
○法定調書の提出（令和4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4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5年1月1日現在所有の事業用資産）
申 告 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
※令和5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　いずれも1月31日（火）
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

❷

「家族介護教室（家族のつどい）」参加者募集
　高齢者を介護するご家族の方や介護に関心がある方を対象に、介護の技術や知識を習得するための教室を
開催します。介護の学び、経験がない方もぜひご参加ください。参加者同士の情報交換もあります。

日　時 場　所 内　容

１日目 1月24日（火）
13：30～15：30 生涯学習センター

2階会議室

「乗ってみよう、触ってみよう～福祉用具の選び方～」
講師：株式会社メディケアー

２日目 2月28日（火）
13：30～15：30

「気になるけど、なかなか聞けない～排
はいせつ

泄ケアについて～」
講師：ユニ・チャーム株式会社

※両日程の参加を原則としますが、都合のつかな
い場合には1日のみの参加でも構いません。

定　　員　10名（応募多数の場合は抽選）
費　　用　無料
申込み方法　山北町地域包括支援センターに電話で

お申込みください
申込み期限　1月17日（火）
問 合 せ　山北町地域包括支援センター（☎75－1941）
　　　　　保険健康課保険年金班（☎75－3642）



❸

令和5年住宅・土地統計調査
準備事務実施について

　三保地区を除く町内の各地区において、令和5
年10月に実施される住宅・土地統計調査の準備事
務（単位区設定）を行っています。
　準備事務では、県知事が任命した指導員が住宅
などの建物における居住世帯の有無や建築中の建
物を把握するため現地調査を行いますので、ご理
解ご協力をお願いします。

調査期間　2月中旬まで
問 合 せ　地域防災課地域協働班（☎75－3643）

プレミアム付商品券発行など地域経済関連
施策へのアンケートにご協力ください
　町では、令和4年度にプレミアム付商品券の発
行のほか、中小企業・小規模事業者等持続化補助
金、商工会費助成、観光協会費助成を実施しまし
た。これらの効果検証のため、町ホームページ上
でアンケートを実施していますので、各施策をご
利用になられた方は、アンケートへのご回答にご
協力をお願いします。

回答方法　専用ページからご回答くださ
い（右の画像からアクセスで
きます）

回答期限　2月28日（火）
問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　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。
開 催 日 時　間 場　所
1月20日
（金）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

2月20日
（月）

山北駅前Cafe NICO横
（芝生スペース付近）

3月20日
（月）

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

虐待を防ぎましょう
　虐待には児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待
などがあります。児童や高齢者、障がいのある方
は、いずれも自ら訴えることが難しい場合が多い
ため、「最近、様子が変わった」「不審なけがを
している」など、周囲の方の気づきが虐待の防止
と早期発見につながります。
　虐待かもしれないと思ったときは、ひとりで悩
まずに相談してください。相談や通報は匿名です
ることができ、秘密は守られます。
問合せ・相談・通報先　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

予備自衛官補・自衛官候補生募集案内
募集種目 資　格 受付時間

予備自衛官補
一般 18歳以上34歳未満の者 1月6日（金）～

（締切日未定）技能 18歳以上で、保有する技能に応じ、53歳未満又は55歳未満の者
自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者 年間を通じて実施

※試験日、合格発表、入隊時期など詳しくは、お問い合わせください。
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）

入札結果11月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

地域防災課 令和4年度　町民カレンダー（令和
5年度版）作成業務委託 株式会社ソーゴー 1,148,400円 1,006,500円

農 林 課 令和4年度　沢見沢林道改良工事 有限会社野木建設 4,165,700円 4,015,000円

農 林 課 令和4年度　水源環境保全・再生市
町村補助金事業　私有林整備工事 山北町森林組合 3,516,700円 3,399,000円

農 林 課 令和4年度　農とみどりの整備事業
川西平山用水路改良工事 有限会社野木建設 3,311,000円 3,190,000円

上下水道課 令和4年度　尺里西地区公共下水道
整備工事 株式会社荻野工業 3,729,000円 3,575,000円

※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）



3か月児健康診査 ※個別健康診査
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

　　　　　（開成町吉田島4320－2樹ビル３階）
※指定はありませんので、都合のよい

日時に受診してください。
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）

1歳6か月児・2歳児健康診査
月　　日　1月17日（火）
受付時間　午後（時間は個別にご案内します）
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1

対　　象　令和3年5月～6月生まれの幼児
　　　　　令和2年11月～12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（問診票、子育て
アンケートは個別に郵送します）

※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。

ママパパクラス
月　　日　2月4日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45～）

場　　所　松田町健康福祉センター
　　　　　（松田町松田惣領17－2）
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、ハンカチ
　　　　　※動きやすい服装でお越しください。

申込み方法　予約制です。2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。

❹

「健康福祉センター」から　保険健康課健康づくり班（☎ 75 － 0822）

今月の納期限
● 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） 
　　　　町設置型浄化槽使用料（11・12月分）
　　　　し尿処理手数料（第3期分）
　　　　町営住宅使用料（1月分）

食品衛生責任者養成講習会
日　　時　3月15日（水）10：00～17：00
場　　所　足柄上合同庁舎5階　西側ＡＢ会議室
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
定　　員　70名
受講資格　満15歳以上の方（義務教育履修中の方

を除く）で日本語が理解できる方
受 講 料　11,000円
※納入後の返金はできませんので、ご注意ください。
申込み方法　神奈川県食品衛生協会のホームページ

からお申込みください（1月下旬から
受付開始予定です）。インターネット
から申込みができない場合はお問い合
わせください。

問 合 せ　公益社団法人足柄食品衛生協会（☎85－3730）

「子育て支援センター」から
●おたんじょうび撮影会
日　　時　1月16日（月）10：00～11：30

●らっこっこ（絵本の読み聞かせ）
日　　時　1月17日（火）11:00～

●あかちゃんひろば
日　　時　1月19日（木）10：00～12：00　　
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）
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）
※いずれも、町外の方は予約が必要です。
※詳しくは、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。

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日　1月17日（火）※雨天中止
内　　容　曽我梅林と周辺の散策
集　　合　8：30　山北駅北口
費　　用　会員の方　480円（交通費）
　　　　　新規の方　1,480円（入会費・交通費）
※参加にあたっては、山北健康歩く会（YKA）に

入会していただきます。
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13日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


