
1月のごみ収集日について
年始及び祝日に伴い、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
1月14日（水） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
1月10日（火） もえるごみ 山北第1、共和、

清水、三保、
1月11日（水） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
※該当する日には、町民カレンダーに赤い★印が

付いています。
※12月29日（木）～1月3日（火）の間、ごみの

収集はありません。ご協力をお願いします。
問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

臨時の給食調理員を募集します
町では、3月から臨時の給食調理員として働い

ていただける方を募集しています。

提出書類　町指定の履歴書
※総務防災課窓口で配付しています。
提出期間　1月4日（水）～20日（金）
勤務開始日　3月1日（木）
勤務時間　8：15～16：00（休憩45分で7時間勤務）
勤務場所　川村小学校
時　　給　880円
※通勤距離が2キロ以上の場合は、町基準により

通勤手当が支給されます。
提出場所　総務防災課庶務班窓口
問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

あしがらの里エコ旅キャンペーン・第２弾
を開催しています

県足柄上地域県政総合センターでは、足柄上地
域の観光プロモーションとして、特産品や宿泊券
が当たる「あしがらの里エコ旅キャンペーン・第
2弾」を開催しています。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

応募期限　3月4日（日）まで
問 合 せ　あしがらの里エコ旅キャンペーン事務局
応 募 先　（☎フリーダイヤル0120－626－999)　
　　　　　（URL：http://www.ashigaranosato.com)

足柄上地区一周駅伝競走大会
日　　時　1月3日（火）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）

山北町文化財保護ポスター展
町教育委員会では、1月26日の文化財防火デー

にあわせて、町内の中学生が作成した文化財保護
ポスター展を行います。

日　時　1月18日（水）～31日（火）
場　所　中央公民館1階
※月曜日は休館日です。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

火葬場 年末年始の休場日
場　　所 休　場　日　

小田原市斎場 11月11日（日）～3日（火）
御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

12月27日（火）、
11月11日（日）～2日（月）

【小田原市斎場】
問 合 せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）
火葬予約　小田原市戸籍住民課（☎33－1386）
※12月29日（木）～1月3日（火）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（木）～1月3日（火）の火葬予約は、

御殿場市役所守衛室（☎0550－83－1212）
です。
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消防出初式
日　時　1月6日（金）9：30～12：00
※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、一般の方は午前中のみ役

場西側駐車場を利用できません。ご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願いします。

場　所　中央公民館及び役場西側駐車場
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

陸上自衛隊が徒歩行進訓練を行います
日　　時　1月13日（金）9：00～15：30
場　　所　町内（役場を起点・終点に向原、岸、

平山地区）
訓練規模　隊員４０名（迷彩服・鉄製ヘルメット

など着用）
※武器の携行はありません。
日　　程　役場(9：30)→ 向原街区公園(10：

20)→ ぐみの木公園(11：20)→ 湯坂
公民館(12：20)→ どんぐり公園(湯
坂)(14：00)→  役場(15：00)

問 合 せ　駒門駐屯地第1高射特科大隊第2中隊訓練幹部　
　　　　　（☎0550－87－1212　内線426）

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21日（土）11：00～12：30
会　場　青色会館5階大ホール
　　　　（小田原市本町2－3－24）
費　用　無料
定　員　100名（先着順）
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

日　　　時　1月15日（日）13：30～16：00
場　　　所　中央公民館多目的ホール
内　　　容　
　　本当の「おとな」になるために
　　親も教師も
　　～こころの教育に本腰を入れよう～
　　一部：パネラーによる講演
　　二部：質問を交えながら全体での話合い
費　　　用　500円（参加料）

パ ネ ラ ー　露
つ ゆ き

木 和
か ず お

男 氏（早稲田大学教授）
　　　　　　原

は ら こ
子 栄

えいいちろう
一郎 氏（東京学芸大学教授）

　　　　　　松
ま つ だ

田 高
た か し

志 氏（神戸女学院名誉教授）
コーディネーター　和

わ だ
田 重

しげよし
良 氏（NPO法人くだかけ会代表）

後　　　援　小田原市教育委員会、南足柄市教育委
員会、山北町教育委員会

問　合　せ　NPO法人くだかけ会（☎74－7440）

こころの教育シンポジウムを開催いたします

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23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（火）まで

【給与支払報告書の提出】
提出内容　平成23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（火）まで
※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24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（火）まで

町民カレンダー掲載広告を募集しています
掲載希望の方は、企画財政課にお申込みください。

掲 載 料
規　格 掲　載　料

5.0cm × 9.0cm （1枠）　50,000円
2.5cm × 9.0cm （1枠）　25,000円
2.5cm × 5.0cm （1枠）　14,000円

掲載位置　各月面（6か月を限度とします）
※広告内容により掲載できない場合があります。
申込み期限　1月20日（金）まで
※申込書は企画財政課で配布しています。
※広告のデザイン等については、事前にご相談く

ださい。
問 合 せ　企画財政課企画班
申 込 み　（☎75－3652）

一日陶芸教室を開催します
日　　時　①1月28日（土）10：00～15：00
　　　　　②1月29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

やまもと
本　 渉

わたる
　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　1月25日（水）まで
問 合 せ　希望日、氏名、連絡先を電話又は
申 込 み　FAXでお申込みください
　　　　　講師　山本（☎・FAX 76－4886）



キッズカーニバルを開催します
日　時　1月29日（日）10：00～13：30
場　所　健康福祉センター
対　象　乳幼児～小学生とその家族
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

・親子で障害物競争
　（父・母いずれでも

可）
・空き缶積み競争
・腕立て伏せ子ども乗せ

競争
・お子さんの写真
・リサイクル展（衣類、

おもちゃ、絵本等）
・当日のお弁当

・ちびっ子変身コーナー
・お面、バルーン作り
・手作りおもちゃ
・ダンボール迷路等
・絵本の読み聞かせ
・ぬりえ
・親子遊び
・子育て応援マッサージ
・体組成、骨密度、一酸

化炭素濃度測定等
・体力チェック（握力、

前屈等）
・おもちゃの交換会（小

学生～）

※事前予約は、１月４日（水）から申込みを開始
します。
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　1月17日（火）※雨天決行。
　　　　7：30 に山北駅表口出発
行き先　成田山新勝寺・愛宕神社（千葉県成田市)
費　用　会員：5,000円（交通費、昼食代）
　　　　新規入会の方：6,000円（交通費、昼食

代、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　飲み物、雨具、防寒具など
申込み　1月10日（火）まで
期　限
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

おはなし会を開催します
絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による

おはなし会を開催します。どなたでも自由に参加
できますのでお越しください。

日　時　1月20日（金）11：00～
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

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23年度　町民カレンダー
（平成24年度版）印刷

株式会社　あしがら
印刷 1,134,000円 930,825円

総務防災課 平成23年度　三保支所太陽光・
風力併用型街路灯設置工事 加藤電気 3,654,000円 3,559,500円

産業観光課 平成23年度　私有林整備事業・
径路設置工事（丸山） 有限会社　山秀工業 5,218,500円 5,040,000円

産業観光課 平成23年度　洒水の滝周辺散策
道整備工事 健伸工業　株式会社 4,893,000円 4,672,500円

産業観光課
平成23年度　地域水源林整備支
援事業　平山地区用地測量業務
委託

有限会社　アシガラ
測量 2,709,000円 2,625,000円

都市整備課 平成23年度　皆瀬川用水取水堰
災害復旧工事 株式会社　松永組 71,767,500円 70,455,000円

都市整備課 平成23年度　西の沢改修工事 株式会社　山崎組 13,513,500円 13,335,000円

都市整備課
平成23年度　町道中里松原先
線・松原先１号線用地測量業務
委託

有限会社　三共プラ
スコンサルティング 3,538,500円 2,037,000円

都市整備課 平成23年度　道路台帳補正業務
委託

国際航業　株式会社
神奈川支店 2,562,000円 2,278,500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）



人権擁護委員 人権相談所を開設します
日　時　1月18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、家庭

内・隣近所のこと、名誉き損・プライバ
シーの侵害、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
　　　　（横浜地方法務局小田原支局内）
　　　　（☎23－0181）

《人権行政相談》
1月20日（金） 13：00～15：00

役場3階301会議室
【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

虐待予防相談
乳幼児・高齢者の虐待、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　1月10日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

ママパパクラス
月　　日　1月12日（木）
場　　所　松田町健康福祉センター
時　　間　午前　10：00～12：00
　　　　　午後　13：30～15：30
内　　容　午前　妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　午後　歯の衛生、町の子育て支援事業
　　　　　　　　の紹介、一酸化炭素濃度測定
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※持ち物　母子健康手帳、筆記用具
　午前　エプロン、三角巾、米0.5合、食材料（実費）
　午後　歯ブラシ、手鏡、コップ、タオル

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　1月13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歳児歯科教室
月　　日　1月17日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成22年11月～平成23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。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

今月の納期限
● 1 月 13 日（金）
　上下水道使用料（B 地区第 5 期分）
● 1 月 31 日（火）
　町・県民税（第 4 期分）
　国民健康保険税（第 8 期分）
　介護保険料（第 7 期分）
　後期高齢者医療保険料（第 7 期分）
　し尿処理手数料（第 3 期分）
　町設置型浄化槽使用料（11・12 月分）

「お口の健康を考える集い」を開催します
日　時　1月22日（日）
　　　　（開場）13：00（開演）13：30
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②
　　　　　～健

けんこう
口家族で100歳へ！～」

　　　　（山北町健康マイスター劇団“匠座”）
　講演　西

にしむら
村　隆

たかゆき
之　氏（西村歯科医院院長）

問合せ　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。
実施日等

実施日 時　間 場　所

1月25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）


