
2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

2月10日（水） もえるごみ 三保、清水、
共和、山北第1

※該当日には、町民カレンダーに赤い★印が付い
　ています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

山北町育英奨学金制度のご案内
　山北町育英奨学金制度とは、町内に住民登録の
ある高校生、大学生を対象に、奨学金を貸与する
もので、成績が優秀であり、経済的理由から修学
が困難な生徒に対して貸与しています。なお、平
成22年度山北町育英奨学生の募集の詳細について
は、おしらせ版4月1日号に掲載します。
☆問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

「男女共同参画講演会」のおしらせ
　町では、「男女共同参画講演会」を開催しま
す。講師に落語家を迎えますので、本格的な落語
を聞くこともできます。どうぞお気軽にご参加く
ださい。
☆日　時　2月28日（日）13：30～15：00
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆内　容　
　演題：男女で共に生きる喜びを楽しく語ろう
　講師：林家　うん平　氏
※古典落語も行います。
☆費　用　無料
☆申込み　2月26日（金）（必着）
　期　限
☆申込み　企画財政課窓口か電話、FAX、郵便で、 
　方　法　代表者氏名、電話番号、参加人数を明
　　　　　記してお申込みください
☆問合せ　〒258－0195　山北町山北1301－4
　申込み　企画財政課企画班
　　　　　（☎75－3652　FAX75－3661）

さくらの湯臨時休業のおしらせ
　さくらの湯では、施設内設備の補修工事のた
め、次の期間は休業させていただきます。みなさ
まにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い
します。
☆休業期間　2月10日（水）～2月12日（金）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　（☎75－0822）

足柄消防組合の代表番号が変わります
　足柄消防組合では、119番通報を受け付ける消
防指令システムの更新事業を進めています。これ
まで消防指令システムは、東消防署（松田町）に
設置されていましたが、西消防署（南足柄市）に
設置することになりました。これにより、足柄消
防組合の代表番号が変わりますので、ご迷惑をお
かけしますがご理解ご協力をお願いします。
☆変更日時　3月2日（火）12：00（予定）

【変更後（西消防署）】
☎ 　　74－0199
FAX　 74－0550

※119番の番号については、これまでと変わりません。
☆問 合 せ　足柄消防組合警防課（☎74－6664）

サンライズ東山北の入居者を募集します
☆募集住宅　下本村中堅所得者住宅（サンライズ
　　　　　　東山北）１戸（２LDK）
☆入居資格　・申込者と同居親族の合計所得が月
　　　　　　　額15万8千円以上48万7千円以下
　　　　　　　の方
 　　  ・町民以外の方でもお申込みできます
 　　  ・同居親族を有する方
☆家 賃 等　62,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用でき
　る場合があります。
☆受付期限　2月15日（月）
☆応募方法　入居申込書に必要事項を記入して定
　　　　　　住対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付します。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定
　します。
☆問 合 せ　定住対策室定住対策班（☎75－3650）
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やまきた駅前朝市
（毎月第1日曜日開催）

☆日　時　2月7日（日）7：00～8：30
※小雨決行、荒天中止。
☆場　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北
　　　　　駅前）
☆内　容　野菜、肉類、魚類、惣菜、花、パンな
　　　　　どを販売
☆イベント　カップめんつみ放題、ガラガラ抽選会
※バレンタイン特別企画で、つみ放題に参加され
　た方にチョコレートのサービスがあります。
※ガラガラ抽選会の景品に特別賞があります。
☆後　援　山北町商工会（☎76－3451）
※マイカーの駐車は、さがみ信用金庫、横浜銀行
　の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをご持参ください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。
☆問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

＜税　務　関　係　の　申　告＞

☆問合せ　税務課税務班（☎75－3642）小田原税務署（☎35－4511）

○所得税（国税）
【確定申告が必要な方】
　◆勤務先で源泉徴収をされていない方
　◆給与所得者で、給与所得以外の所得が、20万
　　円を超える方
　◆2か所以上から給与を受けている方
　◆給与の年収が、2千万円を超える方
　◆事業所得や不動産所得などがある方で、所得
　　金額の合計額が扶養控除などの各種所得控除
　　の合計額を超える方
☆申告期間　2月15日（月）～3月12日（金）
※土・日曜日は除く。
☆受付時間　午前　  8:30～11:00　35人
　受付人数　午後　13:00～15:30　40人
※定員に達した場合は、受付を終了させていただ
　きます。
☆申告場所　税務課、清水・三保支所
※譲渡所得（土地・株式など）のある方や住宅借
　入金等特別控除（1年目）につきましては、小
　田原税務署へ申告してください。
＜税理士の来庁日＞2月16日（火）、17 日（水）
＜税務署職員の来庁日＞2月26日（金）
＜県税事務所職員の来庁日＞3月8日（月）
※還付申告は、申告期間前でも小田原税務署で申
　告できます。また、税務署では郵送の受け付け
　や、時間外収受箱での受け付け（土・日曜日）
　も行っています。

○町・県民税
【申告が必要な方】
◆平成22年1月1日現在で山北町に住所があり、
　平成21年中に所得のあった方
◆源泉徴収をされなかったパートタイマーやアル
　バイトなどで、給与収入のあった方
※ただし、所得税の確定申告をする方、または給
　与所得だけの方で年末調整をした方は、申告の
　必要はありません。
☆申告期限　3月12日（金）
☆申 告 先　税務課または清水・三保支所
※給与所得以外に20万円以下の所得がある場合、
　所得税の確定申告は必要ありませんが、町・県
　民税の申告は必要です。
※申告用紙は、税務課または清水・三保支所にあ
　りますのでご利用ください。

～小田原税務署からのおしらせ～

　税務署では、確定申告の相談、提出、納付を次
の期間に行います。
☆期　間　2月16日（火）～3月15日（月）
☆場　所　小田原税務署
※土・日曜日（2月21日、2月28日を除く）は、
　税務署では相談および受け付けは行っていません。
※申告書は郵送または、税務署正面玄関脇「時間
　外収受箱」にお入れください。

県西地域小学校酒匂川駅伝競走大会
　小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡の小
学生が、足柄平野をたすきでつなぎます。
　駅伝開催中は、酒匂川サイクリングコース内へ
の入場ができませんのでご注意ください。
☆日　時　2月11日（木・祝）10：00～10：40
☆コース　酒匂川サイクリングコース内
　　　　開成水辺スポーツ公園周回　10：00
　　　　　　　　｜　＜1・2・3区＞
　　　　開成水辺スポーツ公園
　　　　　　　　｜　＜4区＞
　　　　開成駅付近
　　　　　　　　｜　＜5区＞
　　　　小田原城北工業高校
　　　　　　　　｜　＜6区＞
　　　　小田原アリーナ　　　　　　10：40
☆問合せ　政策秘書課政策秘書班（☎75－3651）



あしがらグリーンウォーキングに
参加しませんか！！

☆日　時　3月20日（土）9：00集合
☆場　所　上大井駅
☆内　容　酒匂川松並木とひょうたん池の周辺で
　　　　　楽しむのんびりとした自然散策と自然
　　　　　観察
☆定　員　30人
☆申込み　2月26日（金）（必着）
　期　限
☆申込み　FAXまたはハガキで、参加者全員の住
　方　法　所、氏名、電話番号を記載してお申込
　　　　　みください
☆問合せ　〒258－0021　開成町吉田島2489－2
　申込み　（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）
　　　　　（☎83－5111 内線262　FAX82－1494）

食品衛生責任者養成講習会
　食品衛生法により、飲食店等の営業を行う場合
は、必ず食品衛生責任者の資格を有する人を設置
しなければ、営業の許可申請はできません。（食
品衛生法に基づく営業許可）
　この食品衛生責任者の資格を取得するための講
習会を開催します。

【受講申込み受け付け】
☆日　時　2月10日（水）10：00～12：00
                         　　　13：00～15：00
☆会　場　足柄上保健福祉事務所2階研修室
☆定　員　100人
☆持ち物　証明写真2枚（縦3.6cm×横3cm）
　　　　　受講料　10,000円（納入後の返金は
　　　　　できません）
☆対　象　満15歳以上（義務教育履修中の方を除
　　　　　く）の方

【講習日】
☆日　時　3月4日（木）10：00～17：00
☆会　場　足柄上合同庁舎第2別館3階特別室3
☆問合せ　足柄食品衛生協会（足柄上保健福祉事
　　　　　務所内）（☎85-3730）

悪質商法被害防止共同キャンペーン
実施中！！

　神奈川県を含む関東甲信越15都県市では、悪質
商法被害の防止を目的とした「悪質商法被害防止
共同キャンペーン」を3月末まで行っています。
　悪質商法は年齢・性別を問わず、どなたでも被
害を受ける可能性があります。困ったときは一人
で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
☆問合せ　産業観光課商工観光班 （☎75－3646）
　　　　　南足柄市消費生活センター（☎71－0163）

介護保険認定調査員募集
　町では、増加する要介護認定申請に対応するた
め、介護保険認定調査員を募集します。
☆業務内容　介護保険要介護認定調査および関連
　　　　　　業務
☆募集人員　若干名　※65歳までの方。
☆応募資格　介護支援専門員の資格がある方
☆勤務期間　4月1日～平成23年3月31日
☆勤務内容　訪問調査(調査票の作成) 
※月5～15件程度の調査になります。
☆賃　　金　1件 4,880円(通信費・交通費込み)
☆募集期限　3月19日(金)
☆申 込 み　履歴書・介護支援専門員登録証明書
　方　　法　をご持参ください
☆選考方法　書類選考および面接
☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
　申 込 み　(☎75－3644)

山北剣友会　剣士募集
武道で心と体を鍛えよう！！

　剣道は礼儀作法が学べ、姿勢も良くなります。
優しい仲間もいっぱいいますので、お気軽に見学
にお越しください。
☆日　時　毎週月曜・木曜日　19：00～21：00
☆場　所　山北中学校体育館（2階）
☆会　費　月額2,500円
☆対　象　子どもから大人まで
☆問合せ　井上（☎75－1550）
　　　　　荻野（☎75－0142）

地上デジタル放送共同受信施設の改修促進説明会を開催します
　地上デジタル放送視聴のための共同受信施設の改修などについてご説明します。

日 に ち 時　間 場　　　所 定　員
3月4日（木） ①10：30～

②14：00～
相模原市民会館（相模原市中央3－13－15） 80人※先着順

3月9日（火） 川崎市産業振興会館（川崎市幸区堀川町66－20） 90人※先着順
☆問合せ　総務省関東総合通信局（☎03－6238－1721）



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12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。

1歳6か月児健康診査
 月　　日　 2月16日（火）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年5月～7月生まれの幼児

※母子健康手帳と歯ブラシをお持ちください。

2歳児歯科検診
 月　　日　 2月18日（木）
 受付時間　 9：00～9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年12月～平成20年2月生まれの幼児

※歯科検診と栄養相談を実施します。なお、希望
　者にはむし歯予防の薬をぬります。
※母子健康手帳と歯ブラシをお持ちください。

3か月児健康診査
 月　　日　 2月23日（火）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成21年10月、11月生まれの乳児

※母子健康手帳をお持ちください。

ＢＣＧ予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、ＢＣＧ接種を
します。
 月　　日　 2月23日（火）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 おおむね生後3か月から6か月未満

※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健診と一緒に行います。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

今月の納税
固 定 資 産 税 （第 4 期分）

※納期限は、3 月 1 日（月）です。

健康ウォーキングの参加募集
☆日　　時　2月16日（火）※雨天中止
　　　　　　8：00に山北駅北口集合
☆行 き 先　県立小田原諏訪の原公園と小田原フ
　　　　　　ラワーガーデン梅園
☆対　　象　町内在住の方
☆費　　用　
　会 員 の 方：1,100円（交通費など）
　新規入会の方：1,700円（交通費、入会費など）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入
　会する必要があります。
☆持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など
☆申込み期限　2月12日（金）
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　（☎75－0822）

定例健康相談日
　町では、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

2月24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　町内在住の方　　　　　　　　　　
☆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
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　（☎75－0822）

《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・いじめなど）の問題や、行政に対する
苦情や要望など

　　　2月22日（月） 13：00～15：00
　　　　　　　　　　役場3階301会議室


