
町税未申告時の過料を変更します
　個人町民税など町に納めていただく町税の中に
は申告の義務があるものがありますが、正当な理
由がなく申告をしないと過料が科される場合があ
ります。
　この過料を次のとおり変更しますのでご注意く
ださい。

変更内容　上限：10万円（変更前は3万円）　
適　　用　平成23年11月
問 合 せ　税務課税務班（☎75－3642）

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、丹沢大山クリーンピア21クリーンキャ
ンペーンに合わせ、町内全域で統一美化クリーン
キャンペーンを連合自治会ごとに開催します。散
乱ごみや不法投棄のない美しい町づくりのため、
みなさんの参加をお願いします。

月　　　日　10月23日（日）
※小雨決行。
※各地区指定の時間及び場所に集合してください。
※向原連合自治会は、10月9日（日）に実施します。
※台自治会は、9月24日（土）に実施済みです。

メイン会場　三保小学校　9：00

内　　　容　・散乱ごみの一斉清掃
　　　　　　・不法投棄パトロール

問　合　せ　生活環境課生活環境班
　　　　　　（☎75－3645）
　　　　　　各自治会長

10月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、町民カレンダーをご確認いただき、
お間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　　区
10月11日

（火） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

10月12日
（水） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
※町民カレンダーに★印が付いています。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

平成24年度保育園と幼稚園の入園説明会
　平成24年4月から保育園・幼稚園に入園を希望
される方への説明会を開催します。

日時・対象等

月　日 集合時間 対象園名 入園
対象児

11月 1 日
(火)

13：00
山北幼稚園

3歳～5歳岸幼稚園
三保幼稚園

14：00

わかば保育園 10か月
～5歳

向原保育園 2か月
～5歳

清水保育園 3歳～5歳

場　所　健康福祉センター1階多目的室1
※説明会の参加申込みは不要ですので、直接お越

しください。

入　園　11月2日（水）～10日（木）　　　　　　
申込み　土曜・日曜・祝日を除く8：30～17：15

に各園で受付けます

問合せ　保育園：福祉課福祉推進班（☎75－3644）
　　　　幼稚園：学校教育課教育班（☎75－3648）

　　　　　不動産登記 ・ 商業登記 ・ 法人登記

相続 ・ 贈与などお気軽にご相談ください

司法書士　井上庄市事務所
　　　　　　　　　　　　　　（出身 ： 山北町皆瀬川）

松田町松田惣領 1886 － 1　石川ビル 1 Ｆ

（旧 246 「松田駅入口」 信号角）

JR 松田駅北口前に P2 台あり （☎ 20 － 5585）
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岸幼稚園バザーのおしらせ
日　時　10月22日（土）10：30～12：00
場　所　岸幼稚園遊戯室
※室内履きをお持ちください。
駐車場　岸幼稚園、高齢者いきいきセンター
※駐車場が少ないため、徒歩や乗り合わせでのご

来場にご協力ください。
内　容　手作り食品、入園・入学準備手作り品、
　　　　日用雑貨、園服などのリサイクル品、玩

具などの販売
問合せ　岸幼稚園保護者会
　　　　池谷　久美（☎090－8906－1730）

県西営農支援センターを開設します
　県西地域の市町とJAかながわ西湘とで連携し、
10月12日から毎週水曜日に県西営農支援セン
ターを開設します。
　農業を取り巻く様々な課題に広域的に取り組
み、農業相談や情報提供を行います。
　日頃の農作業での相談がある方、農地の貸し借
りを検討している方、新たに農業を始めてみたい
方などお気軽にお越しください。

開設日時　毎週水曜日13：30～16：00
　　　　　（祝・休日、年末年始を除く）
場　　所　県西営農支援センター
　　　　　小田原市成田802－1
　　　　　（ＪＡかながわ西湘成田選果場内）
相談内容　営農相談・指導、新規就農者・担い手

育成、農地についての情報提供、鳥獣
被害への対策など

問 合 せ　県西営農支援センター（☎38－4277）

一日陶芸教室を開催します
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら1日を過ごす陶芸教室を開催します。

日　　時　①10月22日（土）10：00～15：00
　　　　　②10月23日（日）10：00～15：00
場　　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　　「まきば館」
内　　容　作陶（形を作るまで）
講　　師　つぶらの窯　山本　渉　氏
服　　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
持 ち 物　弁当、飲物
定　　員　各日15名（定員になり次第締切り）
費　　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）
申込み期限　10月19日（水）まで
問 合 せ　希望日、氏名、連絡先を電話又は
申 込 み　FAXで申込んでください
　　　　　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

「総合型地域スポーツクラブ」運動まつり～2011秋～
　あすぽでは、スポーツの秋を満喫するイベント
を開催します。元読売巨人軍の緒方耕一選手をお
迎えするので、ぜひお越しください。

日　　時　10月16日（日）9：30～15：30
　　　　　（8：20山北駅集合、16：30山北駅解散）
場　　所　小田原市城山陸上競技場
対　　象　小学生以上
　　　　　（保護者同伴で幼児の参加も可能）
費　　用　参加料　1人300円（交通費は別途必要）
申込み期限　10月10日（月・祝）まで　
※メールで申込んでください。
問 合 せ　ジュニアあすぽ 秋葉
申 込 み　（☎090－8013－5541）
　　　　　（メール：asupo2010jr@yahoo.co.jp）

神奈川県後期高齢者医療広域連合
第2次広域計画（素案）への意見募集
　神奈川県後期高齢者医療広域連合では、市町村
と連携し県内にお住まいの75歳以上の方を対象と
した医療制度を運営しています。
　この度、現広域計画の期間満了に伴い、平成27
年度までの第2次広域計画（素案）を策定しまし
たので、ご意見･ご提案がある方は、次の方法に
より提出をお願いします。

提出期間　10月3日（月）～31日（月）
資 料 の　10月3日（月）から福祉課窓口で
配付場所　配付します
※神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ

からもダウンロードできます。　　　　
提出方法　

「広域計画（案）に関する意見」と明記して郵
送・ＦＡＸ・電子メールで送付、又は役場福祉
課窓口で提出してください。
郵送：〒221－0052横浜市神奈川区栄町8－1
ＦＡＸ：045－441－1500
メール：kouikirengou@union.kanagawa.lg.jp

問 合 せ　神奈川県後期高齢者医療広域連合
　　　　　総務係（☎045－440－6700 ）
　　　　　役場福祉課 長寿いきがい班
　　　　　（☎75－3644）

平成23年度山北町PTA連絡協議会
合同家庭教育学級（講演会）の開催
日　時　11月12日（土）
　　　　13：30～15：30（13：00開場）
場　所　中央公民館多目的ホール
内　容　子どもの「からだ」を育むからだづくり
　　　　～生活リズム・子ども任せにしていませんか？～
講　師　山口　理恵　氏
問合せ　山北町PTA連絡協議会事務局　
　　　　三保小学校内（☎78－3028）
※当日は、動きやすい服装でお越しください。
※託児をご希望の方は、事前に連絡をお願いします。



東日本大震災被災者義援金募金
期間を延長します

　町民のみなさんには、義援金募金にご協力いた
だきありがとうございます。
　町では、義援金の受付期間を次のとおり延長し
ますので、引き続きご協力をお願いします。

延長期間　10月1日（土）～平成24年3月31日（土）

募 金 箱　役場1階エントランスホール、
設置場所　清水・三保支所、中央公民館、
　　　　　健康福祉センター
※福祉課でも受付けを継続しています。

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

ASHIGARAアートプロジェクト
ワークショップ「私×フェスティバル」を考える 参加者募集

　「ASHIGARAアートプロジェクト」は、ワー
クショップを通じ、アートや地域のことを学びな
がら足柄上地域について考え、アートフェスティ
バル開催を目指すものです。
　アートやまちづくりに関心のある方、活動され
ている方、ふるってご参加ください。

日　　時　10月22日（土）10：00～16：00
場　　所　県足柄上合同庁舎
内　　容　“「私×フェスティバル」を考える”

をテーマにアイディアを出し合い、
アートフェスティバルの企画プロジェ
クトを立ち上げます

定　　員　100名（応募者多数の場合は抽選）
費　　用　無料
申込み方法　電話又はホームページにてお申込みく

ださい
申込み期限　10月17日（月）まで
主　　催　神奈川県足柄上地域県政総合センター
問 合 せ　ASHIGARAアートプロジェクト推進室
申 込 み　（☎045－664－3731）
　　　　　（ホームページ http://ashigarart.jp/）

入札結果8月中（議会承認契約案件）
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）

都市整備課 平成23年度　河村城址歴史公
園整備工事（土橋2） 株式会社　山崎組 55,408,500円 55,125,000円

※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）

町職員を募集します！！
募集内容

採用期日 職　種 採用人数 応募資格

平成24年 4 月1日 幼稚園教諭
・ 保 育 士 若干名

昭和60年4月2日以降出生で幼稚園教諭及び保
育士両方の資格を持つ方、または採用期日ま
でに取得見込みの方

提出書類　・申込書（町指定の用紙に写真を貼り
付けたもの）

　　　　　・エントリーシート（町指定）
　　　　　・成績証明書
　　　　　・卒業証明書または卒業見込み証明書
　　　　　・資格証明書または取得見込み証明書
　　　　　・健康診断書（1次試験合格者のみ）
※申込書・エントリーシートは、10月3日（月）

から総務防災課窓口で配付します。
（町ホームページからもダウンロードできます。
URL：http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）

給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期
末勤勉手当等を支給）

受付期間　10 月24 日（月）～28日（金）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
※郵便による申込書の送付及び受付けは行いません。

試験日程　1次試験：11月16日（水）
　　　　　　　　　  9：00～13：00（予定）
　　　　　2次試験：1次試験合格者に直接連絡し

ます

試験会場　中央公民館（1次試験）

試験内容　１次試験：一般的な知識についての筆
　　　　　　　　　　記試験、作文、適性検査
　　　　　２次試験：１次試験合格者について、
　　　　　　　　　　面接試験など

問 合 せ　総務防災課庶務班
申 込 み　（☎75－3643）



人権擁護委員に中
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明さんが再任されました
　この度2名の人権擁護委員が再任されました。
　委員は法務大臣から委嘱されるもので、任期は平成
23年10月1日から平成26年9月30日までとなります。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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

10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・歯科診察室

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
　　　　（☎75－0822）

《人権行政相談》
10月20日（木） 13：00～16：00

役場3階301会議室
※行政月間のため、通常より1時間延長します。

【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

（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５－３６４３　☎７５－３６４４

～思いやりからつなぐ命～ 献血にご協力を
日　時　10月6日（木）10：00～12：00、13：30～15：30
場　所　役場前駐車場
献血ができる方
　・年齢が男性17歳・女性18歳以上69歳まで、体重

が50kg以上の方。（65～69歳の方は、60～64歳
の時に、献血をしたことのある方となります。）

※初めて献血される方は、免許証等の身分を証明
できるものをお持ちください。

※献血手帳をお持ちの方は、ご用意ください。
問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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　10月14日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

今月の納期限
● 10 月 12 日（水）
　 上下水道使用料（Ａ地区第 4 期分）
● 10 月 31 日（月）
　 町・県民税（第 3 期分）　
　 国民健康保険税（第 5 期分）
　 介護保険料（第 4 期分）
　 後期高齢者医療保険料（第 4 期分）
　 し尿処理手数料（第 2 期分）

１歳児歯科教室
月　　日　10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22年8～10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、お子さんの歯ブラシをお持ちください。

３か月児健康診査
月　　日　10月25日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年6月、7月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

健康ウォーキングの参加募集
日  　時　10月18日（火）　
　　　　　8：15（山北駅表口集合）
※雨天中止。　　　　 　
行 き 先　川口廣蔵翁の荻窪用水を歩く（小田原市）
費　　用　会員：1,210円（交通費）
　　　　　新規入会の方：2,210円（交通費・入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会していただきます。　　　　　
持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など
申込み期限　10月13日（木）まで
申 込 み　健康づくり課健康づくり班
問 合 せ　（☎75－0822）


