
県道74号（小田原−山北線）
片側交互通行のおしらせ

　川村小学校付近において道路改良工事を行うた
め、県道74号線が片側交互通行となります。工事
期間中は混雑が予想され、みなさまにはご迷惑を
おかけしますが、ご協力をお願いします。
☆期　　間　
　【終日】1月7日（金）～1月31日（月）
　【昼間】2月1日（火）～2月28日（月）
※工事の状況により変更することがあります。
※昼間工事は8：00から17：00です。
☆規制内容　片側交互通行のため、仮設信号機に

より交通誘導を行います
☆問 合 せ　神奈川県松田土木事務所
　　　　　　道路都市課（☎83－0331）

火葬場 年末年始の休場日
場　　所 休　場　日

小田原斎場
12月27日（月）
1月1日（土）～
1月3日（月）　

御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

12月27日（月）
1月1日（土）
1月2日（日）

【小田原斎場】
☆問 合 せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）
　火葬予約　小田原市市民窓口課（☎33－1386）
※12月29日（水）から1月3日（月）までの火葬

予約は、小田原市役所守衛室（☎33－1822）
です。

【御殿場市・小山町広域行政組合斎場】
☆問 合 せ　御殿場市・小山町広域行政組合
　火葬予約　（☎0550－82－4623）
※12月29日（水）から1月3日（月）までの火葬

予約は、御殿場市役所守衛室（☎0550－83－
1212）です。

水上橋取壊しのおしらせ
　水上橋の架替工事のため、旧橋を取壊します。
これに伴い、山下地区への通行は新橋を仮設道路
として利用することになります。（山下地区のみ
の通行といたします。）通行には十分にご注意く
ださい。
　なお、工事終了後3月下旬に新橋開通となりま
す。

☆工事期間　1月15日（土）～3月18日（金）
☆施工業者　（株）荻野工業（☎76－3434）
☆問 合 せ　都市整備課整備班（☎75－3647）

消防出初め式
☆日　時　1月6日（木）9：30～12：00
☆場　所　中央公民館及び役場西側駐車場
※当日7：00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お願いします。
※当日は開庁日ですが、午前中は役場西側駐車場

を利用できません。ご協力をお願いします。
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

とれたて山ちゃん組合員募集
　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」で
は、組合員（出荷者）を募集しています。月1回
程度の店番及びイベント時の店番ができる方とな
ります。
☆募集内容　次の商品を出荷してくださる方
　　　　　　・野菜・果実などの農産物
　　　　　　・切花・苗物・鉢物
　　　　　　・漬物・菓子・パンなどの加工品
　　　　　　　（保健所の許可を得ている方）
　　　　　　・手芸品・工芸品・木工品など
☆費　　用　入会費：無料　年会費：3,000円
☆問 合 せ　とれたて山ちゃん（☎75－3026）
　申 込 み　（営業時間は9：00～17：00、定休

日は、月・木曜日）
　　　　　　組合長 佐藤 文夫（☎090－1120－8646）
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税金の手続きはお済みですか
【法定調書の提出】

☆提出内容　平成22年分の給与所得の法定調書
☆提 出 先　小田原税務署（☎35－4511）
☆提出期限　1月31日（月）

【給与支払報告書の提出】
☆提出内容　平成22年分の給与支払報告書
☆提 出 先　税務課税務班（☎75－3642）
☆提出期限　1月31日（月）
※なお、個人事業主でも事業専従者がいる場合

は、同様に提出してください。

【償却資産の申告】
☆申告内容　平成23年度の固定資産（償却資産）

について
☆申 告 先　税務課税務班（☎75－3642）
☆申告期限　1月31日（月）

あしがらグリーンウォーキング
☆日　　時　2月19日（土）※小雨決行。
　　　　　　8：55 JR御殿場線上大井駅集合
☆行 き 先　足柄平野（大井町上大井地区、小田

原市曽我梅林周辺）
☆定　　員　30人
☆申込み方法　FAX又ははがきに、参加者全員の氏

名・住所・電話番号等の連絡先を記
入して送付してください

☆申込み期限　1月28日（金）
☆問 合 せ　〒258－0021
　申 込 み　開成町吉田島2489－2
　　　　　　(財)かながわトラストみどり財団
　　　　　　足柄上地区推進協議会事務局
　　　　　　（足柄上地域県政総合センター環境部内）
　　　　　　（☎83－5111 内線262）
　　　　　　（FAX 82－1494）

税金セミナー「住宅取得と税金還付」
　小田原青色申告会では、住宅を取得された方を
対象に、税金セミナー「住宅取得と税金還付」を
開催します。
☆日　時　1月22日（土）11：00～12：30
☆会　場　小田原市民会館6階 第6・7会議室
☆費　用　無料
☆定　員　150人（先着順）
☆問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

足柄上地区一周駅伝競走大会
☆日　　時　1月3日（月）9：00スタート
☆場　　所　足柄上地域県政総合センター
☆参加チーム　足柄上地域の各市町、高校、事業所

などのチーム
☆町内の通過コースと予想時間
　　足柄上地域県政総合センター（9：00） → 

山北高等学校（9：10） → 岸入口交差点 → 
山北派出所（9：20） → 石田君三商店 → 駅
前通り → 駅前中継所（9：24） → 丸十スト
アー（9：25） → 役場庁舎 → 室生神社 → 
川村小学校 → 岸四つ角（9：30） → 三菱ガ
ス化学 → 大口橋（9：35）

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75－3649）

県かながわ若者就職支援センター
「若者のための働き方相談」

☆日　時　
日　程 時　間

1月14日（金）
2月  4日（金）
3月11日（金）

10：00～、11：00～
13：00～、14：00～
15：00～、16：00～

※相談時間は1人1時間程で、申込みが必要です。
☆場　所　小田原市役所
☆対　象　30歳代までの方
☆内　容　就職活動の悩み・不安、応募書類の添

削、面接練習など
☆定　員　各日6人（先着順）
☆問合せ　小田原市産業政策課
　申込み　（☎33－1514）　　

110番は緊急電話です
～1月10日は、「110番の日」～
 　　　　　１　　　　１　　　　　　　０
【標語】　いち早く　いそがず慌てず　れい静に
　　　　　　　　　　（神奈川県警察応募作品）
　110番は、事件や事故など警察への緊急通報専
用電話です。要望、相談などは、各種相談電話や
最寄りの警察署にお願いします。
☆問合せ　警察総合相談窓口
　　　　　（☎045－664－9110または＃9110）

クマの出没に注意しましょう！！
○もしもクマに遭遇したら・・・。
　　クマを見ながら後退するなど、落ち着いて距

離をとるようにしましょう。慌てて逃げると、
クマを驚かせ、刺激してしまいます。

○山に入る時には・・・。
　　一人で入らない、鈴を持つなど、近くに人が

いることを知らせ、クマを遠ざけましょう。
○農地では・・・。
　　収穫しない作物も放置せずに持ち帰る、埋め

るなどして適切に処理しましょう。クマの他、
有害鳥獣の被害防止にも効果的です。

☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75－3646）



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）

企画財政課 平 成 2 2 年 度 　 町 民 カ レ ン
ダー（平成23年度版）印刷 株式会社 ソーゴー 1,134,000円 945,000円

総務防災課
平成21年度　福祉施設環境
整備工事（旧保健センター解
体工事）（繰越明許）

湯川建築 8,316,000円 7,350,000円

福祉課
平成21年度　福祉施設環境
整備工事設計業務委託（やま
なみ工芸改築）（繰越明許）

有限会社 中津川建
築設計コンサルタ
ント

2,257,500円 1,617,000円

産業観光課
平成22年度　花と水の交流
圏づくり推進事業 高松山散
策道整備工事

株式会社 荻野工業 7,297,500円 7,245,000円

都市整備課 平成22年度　町道水上線新
設工事 株式会社 荻野工業 18,123,000円 17,850,000円

都市整備課 平成22年度　橋梁点検業務
委託

株式会社 東光コン
サルタンツ 横浜営
業所

5,796,000円 2,499,000円

定住対策室 平成21年度　町営堀込住宅
解体撤去工事（繰越明許） 湯川建築 2,047,500円 1,680,000円

健康づくり課 平成22年度　町立山北診療
所医療機器購入

協和医科機械 株式
会社 厚木営業所 4,021,500円 4,021,500円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、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　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

家事問題に対する法律相談会
　横浜弁護士会県西支部の所属弁護士が、家事問
題の相談を無料でお受けします。
☆日　　時　1月28日（金）13：00～16：00
※相談時間は、1人20～30分程です。
☆場　　所　役場3階301会議室
☆内　　容　親族問題（離婚・離縁等）、相続問

題（遺産分割・遺言等）などの家事
問題

☆定　　員　5人（先着順）
☆申込み開始　1月11日（火）8：30から（土・日

曜日を除く8：30～17：15）
☆申込み方法　電話又は総務防災課窓口でお申込み

ください
☆問 合 せ　総務防災課庶務班
　申 込 み　（☎75－3643）

事業者のみなさんへ
一般競争（指名競争）参加資格審査申請

の受付けについて
　町が物品の購入や工事等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。
　平成23・24年度については、新たに名簿登録が
必要となります。登録を希望される事業者の方は、
次のとおり参加資格審査申請をしてください。
☆受付期間　2月1日（火）～2月28日（月）
　　　　　　（土・日曜、祝日を除く）
☆受付時間　9:00～17:00（12：00～13：00を

除く）
☆登録有効期間　平成23年4月1日～平成25年3月31日
※詳細・様式等は、町ホームページ（事業者向け

情報）でご確認ください。
　URL：http://www.town.yamakita.kanagawa.jp
☆問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75-3643）

下水道への接続をお願いします
　下水道の供用が開始された地区にお住まいの方
は、早めに下水道に接続するようお願いします。
　下水道は、美しい自然や快適な生活環境を守る
大切な役割を果たしています。
　みなさまのご理解とご協力をお願いします。
☆問合せ　生活環境課上下水道班（☎75-3645）

弁護士フェスタin KANAGAWA
☆日　時　1月30日（日）11：00～16：00
☆場　所　横浜弁護士会館
　　　　　横浜市開港記念会館
☆テーマ　「期待される家庭裁判所～もっと身近

で利用しやすく頼もしく～」
☆問合せ　横浜弁護士会業務課
　　　　　遠藤・新妻（☎045－211－7711）



《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５−３６４３　☎７５−３６４４
【相談内容】

プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育
放棄・いじめ等）の問題や、行政に対する苦
情や要望等

　　　1 月 20 日（木） 13：00 ～ 15：00
　　　　　　　　　　  役場 3 階 301 会議室

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

☎75－0822

１歳児歯科教室
月　　日　1月18日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階多目的室2
対　　象　平成21年11月～平成22年1月生まれ
　　　　　の幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。
☆実施日・時　間・場　所

実施日 時　間 場　所

1月26日
（水）

9：30、10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター
１階
内科診察室

☆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　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

今月の納税
国民健康保険税（第 8 期分）
町 ・ 県 民 税（第 4 期分）

※納期限は、1 月 31 日（月）です。

キッズカーニバルを開催します
☆日　時　1月23日（日）9：30～13：00
☆場　所　健康福祉センター
☆対　象　原則として乳幼児とそのご家族
☆内　容　

事前予約 自由参加
・親子でクッキング
・歯科検診・フッ素塗布
・ ハ イ ハ イ 、 ヨ チ ヨ

チ 、 ト コ ト コ 、 パ
ジャママン競争

・お子さんの写真
・ リ サ イ ク ル 展 （ 衣

類・おもちゃ・絵本
等）

・ちびっ子変身コーナー
・手作りおもちゃ、ダ

ンボールハウス等
・絵本の読み聞かせ
・ぬりえ
・親子遊び、昔の遊び
・子育て応援マッサージ
・脳年齢・骨密度・加

速度脈波測定等

※事前予約は、１月4日（火）から受付けます。
※豚汁、フランクフルトの販売もあります。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

人権相談所の開設
　人権擁護委員が無料で相談をお受けします。相
談の内容は固く守りますので、お気軽にご相談く
ださい。なお、お申込みは必要ありません。

☆日　時　1月19日（水）13：00～16：00
☆場　所　松田町民文化センター3階会議室
☆内　容　・児童・生徒のいじめ、体罰の問題な

ど
　　　　　・家庭内や隣近所のことで困ったこと

や悩みごとなど
　　　　　・名誉き損、プライバシーの侵害など
　　　　　・その他、人権に関する事など
☆問合せ　小田原人権擁護委員協議会
　　　　　（☎23－0181）

ポリオワクチン予防接種
 小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を
行います。ポリオワクチンの接種は通常生後3か
月から1歳6か月までの間に2回行う必要がありま
す。
月　　日　1月25日（火）
受付時間　13：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　生後3か月～90か月（7歳6か月）未満
※母子健康手帳をお持ちください。

認知症高齢者を地域で支える集い
☆日　時　1月30日（日）
　　　　　（開場）13：30（開演）14：00
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆内　容　
　演劇　「山北さんちのこと
　　　　　～おじいちゃんが認知症になった～」
　　　　（山北町健康マイスター劇団“匠座”）

　解説　　大木　教
のりひさ

久　氏（大木医院副院長）
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
　　　　　地域包括支援センター（☎75－1974）


