
～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力をお願いします
日　時　2月14日（火）13：00～15：30
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歳以上で69歳まで、
　　体重が50kg以上の方
　　（65～69歳の方は、60～64歳の間に、献血
　　をしたことのある方のみとなります。）
※当日の問診や血液の状態により、献血できない

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

神奈川県理科支援員を募集します
　県教育委員会では、小学校5・6年生の観察や
実験を中心とした理科の授業を充実させるため、
理科支援員を募集します。
　応募方法など詳しくは、3月1日（木）から県
教育委員会ホームページに掲載します。

期　間　平成24年5月～平成25年1月（予定）
　　　　5月：事業説明会、研修
　　　　6月以降：小学校での支援活動
※勤務日や勤務時間は、配置される学校と調整し

て決定します。
実施校　県西地域2市8町の公立小学校
内　容　・観察や実験等の実施支援、準備、後片

付け
　　　　・理科室、理科準備室等の環境整備
対　象　小学校の理科教育に関心の高い方　
　　　　　（教員免許等の資格は不要）
謝　金　交通費を含めた謝金をお支払いする予定

です（平成23年度実績は、1回3時間の
支援に対して4,000円）

問合せ　県教育委員会子ども教育支援課
　　　　理科支援員配置事業担当
　　　　（☎045－210－1111内線8220）
　　　　（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6672）

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24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）

第16回カナガワビエンナーレ
国際児童画展を開催します

　国際理解と国際文化交流のため、世界の児童画
を展示しますので、ぜひご鑑賞ください。

期　間　2月17日（金）～23日（木）
　　　　9：00～18：00（最終日は16：00まで）
場　所　中央公民館1階ロビー
主　催　神奈川県、財団法人かながわ国際交流財

団、山北町、山北町教育委員会ほか
問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

介護者のつどいを開催します
　町と地域包括支援センターでは、ご家族の介護
をしている方を対象に、慰労や情報交換の場とし
て「介護者のつどい」を開催します。

日　時　2月26日（日）13：00～16：00
場　所　健康福祉センター2階調理室・会議室
内　容
　○簡単に作れる介護食の紹介（調理実習）と栄

養指導
　　講師：乙

お と べ
部　恵

け い こ
子　氏（管理栄養士）

　○意見・情報交換
定　員　35名（先着順）　　
費　用　無料　
申込み　2月22日（水）まで
期　限
問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）
申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
　　　　地域包括支援センター（☎75－1941）
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地区伝達料理講習会のご案内
　食生活改善推進団体の「いくみ会」では、健康
づくりを目指し地域の食材を使ったお菓子づくり
教室を開催します。

日　時　2月25日（土）9：30～12：00
場　所　健康福祉センター2階栄養指導室
費　用　300円程度（材料費）
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
申込み　2月20日（月）まで
期　限
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　2月21日（火）※雨天中止。
　　　　8：10 に山北駅表口集合
行き先　幕山梅林公園（湯河原町）
費　用　会員の方　　1,860円（交通費他）
　　　　新規入会の方　2,860円（交通費、入会費他）
※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　2月17日（金）まで
期　限
問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

住宅の耐震化・家具の転倒防止の
対策をしましょう

　東日本大震災では、マグニチュード9.0、震度
７を記録し、広範囲に及ぶ様々な被害をもたらし
ました。近年発生している地震による死傷者は、
建物の倒壊や散乱によるものといわれています。
こうした被害を少しでも軽減するために、住宅の
耐震化や家具の転倒防止の対策が必要です。

【住宅の耐震化】
　耐震診断制度などを活用して耐震性の確認を
し、必要であれば耐震補強をしましょう。
【家具の転倒防止】
　家具の固定や配置を見直すことで、被害を防ぐ
ことができ、家具の転倒による負傷だけでなく、
避難経路の確保にもつながります。

問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎74－6663）

一日陶芸教室を開催します
日　　時　①2月25日（土）10：00～15：00
　　　　　②2月26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　2月22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）

第1回神奈川チェンソーアート競技大会
参加者を募集します

　足柄上地域の間伐材を活用した新しい地域おこ
しイベントとして、チェンソーアート競技大会を
開催します。

日　　時　3月4日（日）
　　　　　9：00～16：00（受付は8：30まで）
※当日は、各種イベントも開催予定です。詳しく

は、県ホームページに掲載します。
場　　所　県足柄上合同庁舎グラウンド
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
参加資格　20歳以上でチェンソーを安全に扱え

る方
定　　員　オープンクラス　約20名
　　　　　ビギナークラス（経験1年未満）約10名
　　　　　（いずれも先着順）
申込み期限　2月10日（金）まで
主　　催　県足柄上地域県政総合センター
問 合 せ　NPO法人ウッドボイス
申 込 み　（☎43－6033）
　　　　　（http://woodvoice.jp）

ハートがほっこりあったかくなるお話会
　「スイミー」は、町内で活動している読み聞か
せグループです。
　寒い季節に心が温まるひとときを過ごしません
か。次々と広がる絵本の世界を一緒に楽しみま
しょう。親子揃って、お友達同士で、ぜひ遊びに
来てください。

日　時　2月25日（土）13：00～15：30
場　所　中央公民館2階第1～3会議室
費　用　無料
問合せ　読み聞かせボランティア「スイミー」
　　　　野坂（☎080－2203－7075）
　　　　（メール：CQX05005@nifty.com）



≪税務関係の申告について≫
申告期間　2月15日（水）～3月14日（水）
※土・日曜日を除きます。
※3月15日（木）は申告相談はなく、申告書の受

付のみとなります。
申告場所　役場1階防災展示ホール
　　　　　清水・三保支所
※申告書が完成しており提出のみの方は、税務課

窓口で提出してください。
受付時間　（午前）8:30～11:00　（午後）13:00～15:30　
定　　員　（午前）35名　（午後）40名
※各回の定員に達した場合は、受付時間内でも受

付を終了させていただきます。
※受付順にお受けしますが、相談内容により待ち

時間が長くなる場合がありますので、ご了承く
ださい。

※譲渡所得（土地・株式など）や住宅借入金等特
別控除（1年目）については、小田原税務署で
ご相談ください。

問 合 せ　税務課税務班（☎75－3642）

入札結果1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）

生活環境課 平成23年度　前耕地地区岩流瀬
用水支線バイパス工事 株式会社　荻野工業 4,074,000円 3,990,000円

生活環境課 平成23年度　高度処理型浄化槽
（10人槽）設置工事　第23－12号

有限会社　尾崎水道
工事店 2,289,000円 2,257,500円

定住対策室 平成23年度　町営山下テラス水
洗化等工事

有限会社　大沼設備
工業 4,200,000円 4,200,000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）

●所得税（国税）
　確定申告が必要な方

・勤務先で源泉徴収されていない方
・給与所得のほかに、20万円を超える所得の

ある方
・2か所以上から給与を支給されている方
・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等の所得金額が、所得

税の各種控除の合計額を超える方

●町・県民税
　申告が必要な方

・平成24年1月1日に山北町に住所があり、平
成23年中に所得のあった方

※確定申告をする方、又は給与所得（1か所）
のみの方で年末調整されている方は、申告の
必要はありません。

※給与所得のほかに20万円以下の所得がある
場合は、町・県民税の申告のみ必要です。

～小田原税務署からのおしらせ～
　小田原税務署では、所得税、贈与税、個人消費
税の確定申告会場を設けます。

期　間　2月16日（木）～3月15日（木）
※2月19日（日）、2月26日（日）は開場し、そ

の他の土・日曜日を除きます。
場　所　小田原税務署敷地内のプレハブ
時　間　受付　8：30～　　　
　　　　　　（提出のみは17：00まで）
　　　　相談　9：00～17：00
※混雑の状況により受付終了時刻が早まる場合が

ありますので、ご了承ください。
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

役場での夜間相談を行います
　仕事等の都合で、平日の受付時間内に所得税や
町・県民税の申告について相談できない方を対象
に、夜間相談受付を行います。

日　時　2月29日（水）17：00～19：00
場　所　税務課窓口
問合せ　税務課税務班（☎75－3642）



全国一斉！法務局休日相談所
　横浜地方法務局小田原支局、小田原人権擁護委
員協議会では、次のとおり休日相談を行います。
　相談は無料、法務局職員・人権擁護委員が秘密
厳守でお受けします。

日　　時　2月12日（日）
　　　　　10：00～16：00（受付は15：00まで）
場　　所　横浜地方法務局小田原支局
　　　　　（小田原青色申告会館2階）
相談内容　・土地、建物の登記や供託の問題
　　　　　・近隣、家庭、学校、職場等での人権

問題
問 合 せ　横浜地方法務局小田原支局総務課
　　　　　（☎23－0181）

《人権行政相談》
　2月20日（月） 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

今月の納期限
● 2 月 10 日（金）
　上下水道使用料（A 地区第 6 期分）
● 2 月 29 日（水）
　固定資産税（第 4 期分）
　介護保険料（第 8 期分）
　後期高齢者医療保険料（第 8 期分）

平成23年度 75歳以上の方の健康診査
受診期限は3月31日です

　町では、後期高齢者（長寿）医療保険制度によ
り、生活習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、
糖尿病など）の治療をしていない方に健康診査を
実施しています。
　本年度に受診希望で未受診の方は、早めに受診
をお願いします。

受診期限　3月31日（土）まで
※申込み後に町から健康診査票を送付しますの

で、足柄上郡又は南足柄市内の医療機関で受診
してください。詳しい医療機関については福祉
課にお問合せください。
対　　象　・平成23年4月1日現在で75歳以上の

方
　　　　　・国民健康保険加入者で、健康診査の

受診日で75歳以上となる方
　　　　　・65～74歳で後期高齢者（長寿）医

療制度の被保険者となっている方
検査内容　血圧測定、尿検査、心電図検査、血液

検査(貧血、肝機能、脂質、血糖)など
費　　用　無料
問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
申 込 み　（☎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。

実施日等
実施日 時　間 場　所

2月22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）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

２歳児歯科検診
月　　日　2月16日（木）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成21年12月～22年2月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。
※希望者には虫歯予防の薬を塗ります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

1歳６か月児健康診査
月　　日　2月21日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成22年5月～7月生まれの幼児
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。


