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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。

降雪時のごみ収集について
　降雪時も原則ごみの収集は実施しますが、降雪
量や道路状況によっては予定どおり収集ができない
ことがあります。その場合には、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、ビニール袋などで代用してください。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　多数の出店を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　2月5日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　7：00～ 8：30
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
内　　容　肉類、惣菜、パン、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）

やまきたブランド募集
　町の地域資源を活用した商品をブランド認定
し、多くの方に知っていただくため、次のとおり
やまきたブランドを募集します。
募集期間　1月17日（火）～30日（月）
※認定審査会は、2月の開催を予定しています。
申請条件　町の地域資源を活用しているもの
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課で配布している申請書に必要

事項を記入のうえ、お申込みください　
※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）

マイナポイントの設定を支援します！
　神奈川県では、マイナポイントの設定を支援する
会場を次のとおり開設します。
月　日　2月4日（土）、5日（日）、
　　　　11日（土・祝）、12日（日）
時　間　9：30～17：30　※事前予約不要です。
場　所　生涯学習センター
持ち物　・マイナンバーカード（暗証番号が必要です）

・ポイント付与先の決済サービスＩＤ及
びセキュリティコードがわかるもの

・公金受取口座を登録する場合、口座情
報がわかるもの

マイナポイントの申込み対象となるマイナン
バーカードの申請期限が2月末まで延長されま
した。カード申請期限の延長は今回が最後で
す。この機会にカードを取得しましょう。

問合せ　専用電話窓口（☎0120－984－216）
※問合せ対応時間は、9：00～17：00。

第77回足柄上地区一周駅伝競走大会について
　1月29日（日）に足柄上地区一周駅伝競走大会が
開催されますので、出場選手に温かい応援をお願
いします。なお、応援については、新型コロナウ
イルス感染防止のため拍手のみでお願いします。
山北町の通過予定時間は9：00～10：00です。
　大会開催に伴い、コースの一部区間（山北駅周
辺など）で交通規制を実施しますので、ご理解ご
協力をお願いします。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

マイナンバーカードの受取りについて
～土・日曜日に窓口を開設します～
　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。
月　　日　2月4日（土）、5日（日）、11日（土・祝）、
　　　　　12日（日）、25日（土）、26日（日）
時　　間　9：00～12：00
※26日（日）のみ9：00～12：00、13：00～16：00。
※事前予約制です。平日の開庁時間（8：30～

17：15）に町民税務課へご連絡ください。
場　　所　役場1階　町民税務課窓口
※当日は役場庁舎裏口からお入りください。
内　　容　・マイナンバーカードの受取り
　　　　　・電子証明書の更新手続き（マイナンバー
　　　　　　カードと暗証番号が必要です）
※マイナンバーカードの受取りには、原則、ご本

人の来庁が必要です。当日は町からの通知のほ
か、運転免許証などの本人確認書類をご持参く
ださい。また、当日はカードの申請補助は実施
しませんのでご注意ください。

問 合 せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

 お し ら せ 版

令和５年１月1 6日発行  第７７１号
編集発行　山 北 町 役 場 地 域 防 災 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/



税理士による無料申告相談
日　　時　2月10日（金） 9：30～12：00、13：00～16：00（受付は15：00まで）
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、個人消費税及び地方消費税、年金受給者並びに給

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（マイナンバー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
　　　　　・申告書（送付されている方）、源泉徴収票、医療費の明細書、各種控除証明書、収入金額や必

要経費のわかるもの
　　　　　・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・マスクの着用・検温にご協力をお願いし

ます。ご協力いただけない場合や体温が37.5℃以上の方は入場をお断りさせていただきます。
※譲渡所得（土地、建物、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。また、申告書などの提出のみの方は、小田原税務署に直接お持ちいただくか
郵送でご提出ください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）
　　　　　事前申込みについては、東京地方税理士会（☎050－3196－3904）
　　　　　（受付時間　10：00～12：00、13：00～16：00）

❷

議会報告会・意見交換会中止のお知らせ
　今年度の「議会報告会・意見交換会」は、新型
コロナウイルス感染症の昨今の状況を鑑み、中止
とさせていただきます。
　例年ご参加いただいている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　議会事務局議事班（☎75－3653）

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防止のため、会
場の利用は事前申込制となります。

期　間　2月1日（水）～3月15日（水）
※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/）
※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、次のとおり所得税及び復興
特別所得税・贈与税・個人消費税及び地方消費税
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防止のため、会場への入場
には入場整理券が必要となります。

開設期間　2月1日（水）～3月15日（水）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※2月19日（日）及び26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（水）
　　　　　・個人消費税及び地方消費税
　　　　　　3月31日（金）
入場整理券　会場で当日入手又は右下の画像から国
入手方法　税庁の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。配付の状況に
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、会場の開設期間前でも相
談対応します。

※3月は会場が大変混雑するため、2月中の来場に
ご協力をお願いします。

※駐車場の台数に限りがあるため、公共交通機関
をご利用ください。

問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）



❸

空き家活用相談会を開催します
　町では、町内にある空き家・空き地の相談会を
開催します。「所有しているが活用方法がわから
ない」、「手放したいけどどうしていいかわから
ない」など、お気軽にご相談ください。

日　　時　2月18日（土）9：30～12：00
場　　所　健康福祉センター1階　相談室
内　　容　不動産事業者及び町職員による空き家

活用相談
相談時間　1組につき30分
対　　象　町内にある空き家又は空き地の所有者
費　　用　無料
申込み期間　1月23日（月）～2月17日（金）
定　　員　先着5組
※事前申込制（定員になり次第締め切り）。
申込み方法　電話、FAX又はメールにてお申込みく

ださい
※FAX又はメールでお申込みの場合は、氏名、住

所、電話番号、対象の空き家又は空き地の住所
を記載してください。

問 合 せ　定住対策課定住対策班
申 込 み　（☎75－3650　FAX75－3661）
　　　　　（メール teijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

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5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 昭和23年4月1日以前に生まれた方

②70歳 昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれの方

③65歳 昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれの方

④満60歳以上65歳未満 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⑤満66歳以上75歳未満

※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。

接種期限　3月31日(金)　
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（そのほかの医療機関をご希望の方は、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・免疫機能障害を有
し、身体障害者手帳1級に相当する方

接種期限　2月28日（火）
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（そのほかの医療機関で接
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）



令和5年度会計年度任用職員の募集
　町では、令和5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。

受付開始　2月1日（水）～（土・日曜日、祝日を除きます）
受付場所　役場3階　企画総務課窓口
提出書類　会計年度任用職員任用申込書（町指定様式）
※申込書は企画総務課窓口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。
※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）。

会計年度任用職員職種の一覧
職種 職務内容、資格の有無など 勤務場所 報酬

（時給）
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

1,071円 企画総務課
（☎75－3651）

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 1,120円

こども教育課
（☎75－3648）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 1,071円

放課後子ども教室
安全管理員

児童との遊び、見守り
※給食のある水曜日の放課後の勤務となります。 川村小学校 1,078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 1,071円

生涯学習
センター

（☎75－3131）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 1,071円

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 1,071円 健康福祉

センター
（☎75－0822）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 1,071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 1,071円 生涯学習課

（☎75－3649）
※任用までの流れや勤務条件など詳しくは、町ホームページをご覧ください。

問合せ　企画総務課総務班（☎75－3651）

❹

「山北町暮らしのガイド」広告募集
　町では、行政情報や住民登録などのさまざまな手
続きの情報をまとめた「山北町暮らしのガイド」の
作成を進めています。作成した山北町暮らしのガイ
ドは自治会をとおして各世帯に配布します。
　発行にあたっては、㈱サイネックスとの官民協働
事業とし、町が行政情報の提供・監修を、同社が広
告を募集・紙面作成を実施します。現在、広告掲載
事業者を募集していますので、ご協力いただける場
合は㈱サイネックスにお申込みください。

配布時期　令和5年5月（予定）
申込み方法　㈱サイネックス横浜支店（☎045－271

－5580）に電話にてお申込みください
問 合 せ　地域防災課地域協働班（☎75－3643）

足柄上地区消費生活行政合同講演会
「老後の生活設計のあり方」

　セカンドライフのお金に関することについて、
金融経済の専門家にわかりやすくお話しいただき
ます。入場無料ですので、ぜひご参加ください。

日　　時　2月17日（金）15：00～16：30
　　　　　（開場14：30）
場　　所　中井町農村環境改善センター2階　研修室
　　　　　（中井町比奈窪56　中井町役場隣）
対　　象　南足柄市及び足柄上郡5町に在住の方
申込み期限　2月10日（金）（先着30名）
問合せ申込み　中井町産業振興課（☎81－1115）



❺

入札結果12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）

企画総務課 令和4年度
ＷＥＢ会議ブース備品購入 株式会社武書店 5,868,899円 5,806,900円

農 林 課 令和4年度
平山地区獣害防止柵設置工事 健伸工業株式会社 5,502,200円 4,730,000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）

スキーツアー参加者募集
日　　程　2月17日（金）20：00出発予定
　　　　　2月19日（日）21：00帰着予定
※出発、帰着場所は山北駅北口です。
場　　所　オグナほたかスキー場
　　　　　（群馬県利根郡片品村花咲　武尊山）
宿 泊 先　山喜荘（群馬県利根郡片品村花咲375）
定　　員　20名（先着順）
費　　用　22,000円（宿泊代、バス代、傷害保険

料、リフト料含む）
申込み期限　1月31日（火）

問 合 せ　山北町スポーツ協会スキー部
申 込 み　大

おおたに
谷　隆

たかし
（大谷スポーツ）（☎75－0138）

　　　　　武
たけ

　芳
よしかず

和（武書店）（☎75－0020）

～事業者の皆さんへ～
令和5・6年度「一般競争（指名競争）
参加資格審査申請」の受付について
　町が物品の購入や工事などを発注するときに行
う入札への参加には、入札参加資格としてあらか
じめ審査を受け、町の名簿に登録されていること
が条件となっています。
　令和5・6年度については、新たに名簿登録が必
要となりますので、登録を希望される事業者の方
は参加資格審査申請をしてください。

受付期間　2月1日（水）～28日（火）［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～令和7年3月31日
※様式・必要書類など詳しくは、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）

ジュニアスキースクール参加者募集
日　　程　3月4日（土）
　　　　　 7：30　役場西側駐車場集合
　　　　　18：00　役場西側駐車場帰着予定
※雨天の場合は5日（日）に順延。
場　　所　カムイみさかスキー場
　　　　　（山梨県笛吹市御坂町上黒駒5321－1）
対　　象　小学校3年生から中学校3年生
費　　用　10,000円（バス代、傷害保険料、昼食

代、スキーレンタル料、入場料、リフ
ト料含む）

※スキー用具をお持ちの方は、レンタル料金分安
くなります。

申込み期限　2月15日（水）

問 合 せ　山北町スポーツ協会スキー部
申 込 み　大

おおたに
谷　隆

たかし
（大谷スポーツ）（☎75－0138）

　　　　　武
たけ

　芳
よしかず

和（武書店）（☎75－0020）

「お山の星空観察会～冬の星座編～」
参加者募集

日　　時　2月11日（土・祝）18：30～20：00
※予備日2月12日（日）。
場　　所　県立山北つぶらの公園
対　　象　小学生以上（小中学生は保護者同伴）
内　　容　冬の星座や火星などの星空観察
定　　員　20名（申込者多数の場合は抽選）
参 加 費　無料
申込み期限　1月28日（土）
申込み方法　電話又はメールでお申込みください
※メールでお申込みの場合は、参加者全員の氏名、

年齢、住所、電話番号を記載してください。

問 合 せ　県立山北つぶらの公園（☎75－0570）
申 込 み　（メール tsuburano-event@kanagawa-park.or.jp）

　令和4年度東山北1000まちづくり基本計画推進事業、山北鉄道公園整備事業に
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。



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。
月　　日 2月10日（金）
受付時間 9：00～10：30
場　　所 健康福祉センター2階　多目的室2

内　　容
 ・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）
持 ち 物 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

申込み方法

 助産師による乳房ケアは予約制です。
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2月1日（水）からです。

　　　　　【予約時間】
　　　　　①9：10、②9：40、③10：10、④10：40
問 合 せ 保険健康課健康づくり班
申 込 み （☎75－0822）

❻

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　2月2日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403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。
月　　日　2月7日（火）
受付時間　9：30～10：30

場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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24日（火）14：00～16：00
場　所　役場4階　403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）

第14期酒匂川水系水源監視モニター募集
　神奈川県内広域水道企業団では、県民の飲み水
となる酒匂川水系の水質事故を防止し、水質保全
を図るため、水源監視モニター制度を実施してい
ます。この度、第14期の酒匂川水系水源監視モニ
ターを次のとおり募集します。

委嘱期間　4月1日～令和7年3月31日（2年間）
活動内容　・飯泉取水施設から上流にある河川、

用水路などを一週間に2～3回（日中
に1時間程度）巡視し、水質異常を
発見した場合の通報

　　　　　・巡視記録の報告（3か月に1回）
・モニター会議（3回）及び施設見学

会（1回）への参加
※新型コロナウイルス感染症の状況により、モニ

ター会議及び施設見学会については中止する場
合があります。

応募資格　小田原市、南足柄市、大井町、松田町、
山北町及び開成町において、酒匂川水系
の流域に居住する満20歳以上の方

募集人員　30名（巡視できる区域などを総合的に
判断し、選考を行います）

活 動 費　年間6,000円
※会議などに参加の際は、交通費として1回につ

き1,000円を支給します。
応募期限　2月17日（金）
応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、メー

ル、郵便又はＦＡＸにてお申込みくだ
さい

※応募用紙はホームページに掲載しています
　（http://www.kwsa.or.jp/suishitsu/）。
※選考結果は、3月末日までに応募された方全員

に郵送にて通知します。

問 合 せ　神奈川県内広域水道企業団飯泉取水
申 込 み　管理事務所
　　　　　〒250－0863　小田原市飯泉884
　　　　　（☎48－1849　FAX48－1698）
　　　　　（メール　ip-sui.fv3@kwsa.or.jp）
※問合せ対応時間は、平日9：00～17：00。 

ひだまりカフェ開催のお知らせ
　認知症の方やそのご家族の気分転換、認知症に
ついて知りたい・相談をしたい方、誰かと話をし
たい方、ぜひご参加ください。

日　時　1月27日（金）14：00～15：30
場　所　緑茶カフェ　茶ぁぼう（山北2767）
対　象　町内在住の方
定　員　10名（先着順）
参加費　500円（緑茶及び菓子代）
※新型コロナウイルス感染防止のため、手指消毒

やマスク飲食などをお願いします。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
申込み　山北町地域包括支援センター（☎75－1941）


