
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21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）

平成２１年度山北町PTA連絡協議会
合同家庭教育学級(講演会)のおしらせ
☆日　時　2月21日（土）13：30～16：00
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆テーマ　「インターネットや携帯電話での有害
　　　　　情報から子どもを守る」
☆講　師　神奈川県警察本部生活安全部生活安全
　　　　　総務課
　　　　　サイバー犯罪対策センター
　　　　　セキュリティアドバイザー主任技師
　　　　　夘

う の

野　智喜　氏
※申込みは不要です。
☆問合せ　川村小学校（☎75－1142）

チェックしましょう最低賃金！
　神奈川県下の基本の最低賃金は、平成20年10月
25日から時間額766円と定められています。さら
に平成20年12月20日から最低賃金制度が改定さ
れ、特定事業者には基本の最低賃金以外の賃金が
適用されています。基本の最低賃金は、常用・臨
時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称を
問わず、すべての労働者に適用されます。労働者
及び使用者のみなさまのご理解をお願いします。
☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75－3646）

第3回あしがら広域圏ネットワーク
酒匂川小学生駅伝競走大会

　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、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14日（土）10：00～10：40
☆コース　酒匂川サイクリングコース内
　　　　　大口河川敷グラウンド　10：00
　　　　　　　　｜　＜1区＞
　　　　　足柄上衛生組合衛生センター
　　　　　　　　│　＜2区＞
　　　　　神奈川県農業共済組合西部支所
　　　　　　　　｜　＜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　政策室政策班（☎75－3651）

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。
　初心者の方の参加も歓迎します。
☆日　時　①2月21日（土）10：00～15：00
　　　　　②2月22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人（定員になり次第締切り）
☆費　用　3,000円（材料費･焼成料他）
☆申込み　2月17日（火）
　締切り　
☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅（☎・FAX  76－4886）

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
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。困った時は一人で
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）
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山北町文化財講座を開催します
　町教育委員会では、町の歴史や町内の文化財に
理解を深めていただくために、文化財講座（全3
回）を開催します。
＜第1回＞
　日　　時　2月14日（土）13：30～15：30
　講　　師　岩田　利晴　氏
　題　　目　山北町の天然記念物について
＜第2回＞
　日　　時　2月21日（土）13：30～15：30
　講　　師　岩﨑　孝和　氏（山北町歴史資料取
　　　　　　扱指導員、元山北町史近世専門委員）
　題　　目　川村家文書について
＜第3回＞
　日　　時　2月28日（土）13：30～15：30　
　講　　師　内田　清 氏（元山北町史近世専門委員）
　題　　目　堀割について

☆場　　所　中央公民館2階第1・2会議室
☆定　　員　40人程度
☆申込期間　2月2日（月）～2月13日（金）
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎ 75－3649）

あしがら地域資源体験講座
☆日　時　2月25日（水）13：00～16：00
☆場　所　中央公民館3階調理実習室
☆内　容　足柄茶染め、郷土料理づくり（お茶料
　　　　　理、天よせ）
☆定　員　30人
☆費　用　無料
☆持ち物　エプロン、三角きん
☆申込み　2月16日（月）必着
　締切り
☆申込み　参加者全員の住所、氏名（ふりがな）、
　方　法　年齢、性別、電話番号を明記の上、往
　　　　　復はがきまたはFAX（FAX番号明記）
　　　　　によりお申込みください
※応募者多数の場合は、抽選となります。結果は
　講座開催1週間前に通知します。
☆問合せ　〒258－0021 足柄上郡開成町吉田島
　申込み　2489－2
　　　　　「あしがら地域資源体験講座」係
　　　　　足柄上地域県政総合センター企画調整課
　　　　　（☎ 83－5111　FAX 83－4591）

☆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16日（月）～3月13日（金）
※土・日曜日、祝日は除く。
☆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、役場清水・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）の方につきましては、
　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（月）～20 日（金）
＜税務署職員の来庁日＞2月27日（金）
＜県税事務所職員の来庁日＞3月9日（月）
※還付申告は、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付けや、時
　間外収受箱での受付け（土・日曜日）も行って
　います。

○インターネットで確定申告
　国税庁ホームページ「所得税の確定申告書作成
　コーナー」は、申告書が24時間いつでも作成で
　きますので、どうぞご利用ください。申告書の
　提出は、郵送でも受付けています。
※国税庁ホームページ
URL：http://www.nta.go.jp

○町・県民税
【申告が必要な方】
　◆平成21年1月1日現在で山北町に住所があり、
　　平成20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13日（金）
☆申 告 先　税務課または役場清水・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、税務課または役場清水・三保支所
　にありますのでご利用ください。

税務関係の申告



成年後見制度研修会の開催
　成年後見制度の概要や利用の実態について研修
会を開催しますので、ご参加ください。
☆日　　時　2月17日（火）10：00～12：00
☆場　　所　足柄上保健福祉事務所2階研修室
☆対　　象　知的障害のある方、肢体不自由児者
　　　　　　の家族または本人
☆内　　容　成年後見制度の概要と制度利用の実
　　　　　　際についての講義と質疑
☆講　　師　町川　智康　弁護士（まちかど法律
　　　　　　事務所）
☆申込み締切り　2月10日（火）
☆問合せ申込み　社会福祉協議会（☎75－1294）

介護予防地域支援事業
おいしく、栄養をしっかりとり、
安心・安全な毎日を過ごしましょう
　高齢者の健康維持のため、栄養士が作った食事
を食べながら「お口」について勉強しましょう。

☆申込み締切り　2月19日（木）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

出張！なんでも鑑定団in松田町
　松田町は4月に町制施行100年を迎え、その記
念事業として、「出張！なんでも鑑定団in松田
町」を開催します。お宝の鑑定をご希望の方は、
次のとおりお申込みください。

☆応募方法　申込書に必要事項を記入の上、鑑定
　　　　　　品の写真を添付し、松田町企画財政
　　　　　　課まで、郵送または持参してください
☆添付写真　・全体像が分かる写真
　　　　　　・主要な部分の拡大写真
　　　　　　・銘(めい)、落款(らっかん)などの
　　　　　　　写真
※申込書は、松田町ホームページからダウンロー
　ドできます。
　URL：http://town.matsuda.kanagawa.jp/
　　　　news/kanteidan/kanteidan.html
※収録予定の5月6日（水）に、松田町民文化セン
　ターに来られる方に限ります。
※採用の決定はテレビ東京が行います。
☆応募締切　2月27日（金）
※詳細は松田町企画財政課までお問合せください。
☆問 合 せ　〒258－8585　
　申 込 み　松田町松田惣領2037
　　 　 　　松田町企画財政課（☎83－1222）

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
を図るために水源監視モニターを募集します。
☆委嘱期間　4月1日（水）～ 平成23年3月31日（木）
☆内　　容　（１）飯泉取水施設より上流にある
　　　　　　　　　河川、用水路などを一週間に
　　　　　　　　　２、３回（昼間に1時間程度）
　　　　　　　　　巡視し、水質異常を発見した
　　　　　　　　　場合の通報
　　　　　　（２）巡視記録の報告（３か月に１回）
　　　　　　（３）モニター会議及び施設見学会
☆申 込 み　酒匂川水系の流域に居住し、満20歳
　資　　格　以上の方
☆募集人員　30人
☆謝　　礼　年間6,000円、その他にモニター会
　　　　　　議及び施設見学会の参加1回につき、
　　　　　　交通費相当額として1,000円を支給
☆申 込 み　2月27日（金）
　締 切 り　
☆申 込 み　応募用紙に必要事項を記入し、郵便、
　方　　法　FAXまたはメールにてお申込みください
※応募用紙は次のHPよりダウンロードできます。
URL：http://www.kwsa.or.jp/suishitsu/monitor/monitor.html
☆問 合 せ　〒250－0863　小田原市飯泉884
　申 込 み　神奈川県内広域水道企業団
　　　　　　飯泉取水管理事務所
　　　　　　（☎48－1849　FAX 48－3235）
　　　　　　Ｅメール：iizumi-suishitsu@kwsa.or.jp

日時 2月26日（木）
※時間予約制
自宅または

健康福祉センター

2月23日（月）
10：00～13：30

無料

場所

費用

健康福祉センター

450円（昼食代）

個別相談

ウォーキング開催！てくてく歩こう！！
　健康ボランティアぱるでは、町内を歩いて「新しい発見を」を目的に作成したウォーキング冊子「て
くてく」を活用して、みなさまの健康増進と交流を深めるために、3回目のウォーキングを開催します。
☆日　時　2月17日（火）9：30～13：00　　　☆集合場所　高齢者いきいきセンター　※雨天中止
☆コース　岸歴史散策コース（川口広蔵墓、文命西堤碑、東光院、般若院、八幡神社）
☆持ち物　飲み物、昼食、参加者カード（お持ちの方のみ）※ウォーキングできる服装でお越しください。
☆費　用　無料　　　　　　　　　　　　　　　☆問合せ　高橋　圭子（☎76－4143）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津田　礼子（☎75－1389）
※申込みは不要です。当日集合場所にお集まりください。

グループ教室



今月の納税
固定資産税（第４期分）

※納期限は、3 月 2 日（月）です。

《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20日（金） 13：00～16：00
　　　　　　　　　　　役場3階301会議室

女性の健康相談
　女性を対象に、女性医師が健康に関する相談を
お受けします。
☆日　時　2月12日（木）9：30～11：30
☆場　所　足柄上保健福祉事務所2階診察室
☆相談医　女性医師（予約制）
☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
　申込み　（☎83－5111　内線465）

「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 6か月児健康診査
 月　　日　 2月17日（火）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19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。

3 か月児健康診査
 月　　日　 2月18日（水）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20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18日（水）
 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。

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

すくすく相談（6～ 8か月児）
　離乳食を中心に相談を行います。
 月　　日　 2月19日（木）
 受付時間　 9：30～10：00
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年5月～7月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

健康講座＆骨盤体操教室
　体の中心である骨盤を整えることでホルモンの働き
や新陳代謝を促進し、カラダの内側から美しくバラン
スの取れたボディーラインをつくりましょう。どなた
でも参加できますので、ぜひお申込みください。
☆日　時　2月12日（木）谷ケ公民館
　場　所　2月19日（木）向原児童館
　　　　　2月26日（木）高齢者いきいきセンター
　　　　　いずれも10：00～12：00
☆定　員　各15人程度
☆費　用　無料
☆持ち物　タオル、飲み物
☆問合せ　介護予防運動指導員　
　申込み　露木　照代（☎090－7237－9431）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　2月24日（火）※雨天中止
　　　　　8：15　山北駅表口集合
☆行き先　小室山つばき園、大室山
☆対　象　町内にお住まいの方
☆定　員　45人
☆費　用　3,600円（交通費、保険代など）
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　2月19日（木）
　締切り　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）


