
有料広告

消防出初式
日　時　1月6日（日）9：30～12：00
場　所　中央公民館及び役場西側駐車場
※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。
※5日（土）の19：00から式終了まで、役場西側

駐車場は一般の方の利用ができません。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

森林セラピー体験ツアー

「ふるさと再発見（町民向け）プラン」参加者募集
　「ふるさと再発見プラン」と名付け、町民を対
象に森林セラピーを開催します。すばらしい渓谷
美がみなさんをお待ちしています。

日　時　1月31日（木）9：30～14：30
コース　「西丹沢西沢コース」（健脚コース）
集　合　西丹沢自然教室（山北町中川867）
対　象　町内にお住まいの方
内　容　　9：30　集合・受付
　　　　　　　　  ◎ストレス度チェック
　　　　10：00　森林セラピー体験ウォーク
　　　　　　　　　　　「西丹沢西沢コース」
　　　　　　　　  滝めぐり・昼食「セラピー弁当」
　　　　14：00　◎ストレス度チェック
　　　　14：30　閉会・解散
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる

場合があります。
定　員　20名
※参加者が5名以上で開催します。
参加費　1人1,000円（昼食代など）
準　備　ウォーキングができる服装（防寒）や着

替え、リュックサックなど
申込み開始　1月4日（金）から
申込み方法　参加申込書により、直接、FAXまたは

メールにてお申込みください
※受付は、定員になり次第締切りとなります。
※申込書は、役場または健康福祉センターで配布

しており、山北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/）
※参加申込受付完了後、後日申込代表者へ詳細を

お知らせします。
問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局
　　　（健康福祉センター内）
　　　（☎75－0822　FAX76－4592）

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
1月11日
（金） もえないごみ 山北第2・第3、岸、

向原
1月15日
（火） もえるごみ 山 北 第 1 、 共 和 、 清

水、三保
1月16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　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

山北町山北1836-1（旧旭屋旅館内）駐車場完備
TEL．0465（75）2666

受付時間
平　日　8：30～12：00  15：00～19：00

土曜日　8：30～13：00

休診日　日曜日・祝祭日
・各種保険取扱って
　おります
・交通事故取扱い

あさひ鍼灸整骨院
山北駅前にオープンいたしました

１月は７日より診療いたします。
新しい年も変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願いいたします。

平成25年度
放課後児童クラブ（学童保育）の入所説明会
　町では、4月1日（月）から川村小学校で放課後
児童クラブ（学童保育）を開所します。入所を希
望される方は、説明会にご参加ください。

日　時　1月19日（土）13：30から
場　所　中央公民館第1・2会議室
※説明会の参加申込みは不要です。
対象児童　小学校1～4年生
申込み期間　1月21日（月）～25日（金）
※申込み書類は説明会で配付します。参加できな

い方は、21日（月）以降に福祉課までお越しく
ださい。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
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ごみはルールを守って出しましょう
　みなさんが利用している「ごみ集積所」は、各
自治会が管理し清掃しています。最近、他地区に
居住している方の「ごみ」が通勤途中などの理由
により、居住地区外の「ごみ集積所」に搬出され
ているケースが見受けられます。中には分別され
ていないごみもあるため、ルールを守らないごみ
の回収ができず、集積所を管理する自治会は大変
迷惑しています。ごみは必ず居住地区内の決めら
れた集積所にルールを守って搬出してください。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

自衛官候補生（男性のみ）募集について
試 験 日　2月9日（土）
試 験 場　陸上自衛隊武山駐屯地（横須賀市）
募集資格　平成25年4月1日現在で18歳以上27歳

未満の男性の方
申込み期限　2月1日（金）まで
※定員になり次第、締切る場合があります。
申込み方法　電話にてお申込みください
※詳細は、申込み時にお知らせします。
問合せ申込み　自衛隊神奈川地方協力本部
　　　　　（☎045－662－9429）

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24年分の給与所得の源泉徴収票な
どの法定調書

提 出 先　小田原税務署（☎35－4511）
提出期限　1月31日（木）まで

【給与支払報告書の提出】
提出内容　平成24年分の給与支払報告書
提 出 先　山北町町民税務課税務班
　　　　　（☎75－3641）
提出期限　1月31日（木）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25年度の固定資産（償却資産）に

ついて
申 告 先　山北町町民税務課税務班
　　　　　（☎75－3641）
申告期限　1月31日（木）まで

「山北のお峯入り」を視聴できます
　昨年10月に行われた、国指定重要無形民俗文
化財に指定されている「山北のお峯入り」の様子
が、テレビ神奈川で『ダイドードリンコスペシャ
ル「歌舞をあやなすお峯入り　伝えてここに600
年」』として放映され好評を得ました。その番組
を役場1階ご用ききスペースまたは健康福祉セン
ターで視聴できます。
　視聴をご希望の方は、町民税務課または健康福
祉センター窓口にお申しつけください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

第2回「山・川・海の連続性を考える
県民会議」の開催について

日　　時　1月26日（土）
　　　　　13：30～16：30（開場13：00）
場　　所　県立小田原高等学校視聴覚室
内　　容　山・川・海の環境の健全化に向けて講

演・会場を交えた討論会
テ ー マ　やすらぎと恵み育む酒匂川を目指して
定　　員　300名
費　　用　無料
申込み期限　1月23日（水）まで
申込み方法　電話、FAXまたはメールに住所・氏名

を記入してお申込みください
問合せ申込み　神奈川県流域海岸企画課
　　　　　（☎045－210－6479）
　　　　　（FAX045－210－8878）
　　　　　（メールryuiki@pref.kanagawa.jp）

町道の占用について
　町道上（歩道も含む）に物を置いたり、段差解
消のための補助器具を設置したりすること（占
用）は道路法上認められません。
　勝手に物を置くなどした場合は、撤去をお願い
する場合があります。
　詳しくはお問合せください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

森林ボランティアに参加しませんか！
　町では、森林ボランティアの参加者を募集して
います。森林の手入れに興味がある方はご参加く
ださい。

日　　時　1月27日（日）9：00～12：00
集合場所　役場駐車場
会　　場　平山
内　　容　竹林整備
講　　師　森林インストラクター
定　　員　20名
持 ち 物　飲み物、軍手
※作業のできる服装でご参加ください。
申込み方法　1月17日（木）までに電話でお申込み

ください
問合せ申込み　環境農林課農林振興班（☎75－3654）



健康ウォーキングの参加募集
日　時　1月15日（火）※雨天決行。
行き先　道了尊最乗寺（奥之院）
集　合　8：45　山北駅表口
費　用　会員の方　　　3,000円
　　　　　　　　　　　（貸切バス代・精進料理代）
　　　　新規入会の方　4,000円
　　　　　　　　　　　（貸切バス代、精進料理
　　　　　　　　　　　　代、入会費）
※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　飲み物、雨具、帽子、手袋など
申込み期限　1月8日（火）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）
※会員の方も、必ずお申込みください。

フリースクール等による
不登校相談会を開催します

　神奈川県教育委員会では、フリースクールなど
と連携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護
者を対象に相談会を行います。

日　時　2月2日（土）13：00～16：30
　　　　（受付　12：30～16：00）
場　所　平塚市教育会館
　　　　（平塚市浅間町12－41）
内　容　・フリースクールなどの活動紹介
　　　　・個別相談会　など
参加費　無料
※事前申込みは不要ですので、直接お越しください。
問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　（☎045－210－8292）

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24年度
町民カレンダー（平成25年度
版）印刷

株式会社　ソーゴー 1,039,500円 968,625円

総務防災課 平成24年度
消火栓配管布設工事（峰地区） 若林電工業　有限会社 5,302,500円 5,302,500円

上下水道課 平成24年度
川村用水改良工事（宮地地区） 東栄建設　株式会社 17,860,500円 17,650,500円

商工観光課 平成24年度
洒水の滝周辺散策道整備工事 健伸工業　株式会社 3,276,000円 3,150,000円

環境農林課 平成24年度
私有林整備工事（丸山地区） 山北町森林組合 2,257,500円 2,205,000円

学校教育課 平成24年度
山北幼稚園印刷機賃貸借 株式会社　武書店 1,354,500円 1,323,000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）

事業者のみなさんへ
平成25・26年度「一般競争（指名競争）参加資格審査申請」の受付けについて
　町が、物品の購入や工事などを発注するときに行う入札には、入札参加資格として、あらかじめ審査
を受けて名簿に登録されていることが条件となっています。
　平成25・26年度については、新たに名簿登録が必要となります。登録を希望される事業者の方は、次
のとおり参加資格審査申請をしてください。

受付期間　2月1日（金）～2月28日（木）（土曜・日曜・祝日を除く）
受付時間　9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
登録有効期間　平成25年4月1日～平成27日3月31日
※詳細・様式などについては、山北町ホームページ（事業者向け情報）でご確認ください。
（URL　http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
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16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　西湘二宮人権擁護委員協議会
　　　　（横浜地方法務局西湘二宮支局内）
　　　　（☎0463－70－1102）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 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・時間・場所
実施日 時　間 場　所

1月23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
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

≪人権行政相談≫
1月21日（月）13：00～15：00

役場　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(☎75－3643)
　　　　　福祉課福祉推進班(☎75－3644)

今月の納期限
● 1 月 15 日（火）
　上下水道使用料（B 地区第 5 期分）

● 1 月 31 日（木）
　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）
　町設置型浄化槽使用料（11・12 月分）
　し尿処理手数料（第 3 期分）

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　1月11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15日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年11月～平成24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、お子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

ママパパクラス
月　　日　1月10日（木）
場　　所　健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族
内　　容　10：00～12：00
　　　　　・妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　13：30～15：30
　　　　　・歯の衛生、町の子育て支援事業の
　　　　　　説明、一酸化炭素濃度測定
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、調理実習（エ

プロン・三角巾・米0.5合・食材料費＜
実費＞）、歯ブラシ、手鏡、タオル

肝臓疾患講演会
　肝炎についての正しい知識の普及・啓発を図る
とともに、最新の治療情報を提供し、患者や家族
の療養上の不安や悩みを軽減するため、次のとお
り講演会を開催します。

日　　時　1月29日（火）
　　　　　14：00～16：00
場　　所　足柄上保健福祉事務所2階研修室
対　　象　肝臓疾患患者・家族、地域住民
講　　師　加

か が わ
川　建

たて
弘
ひろ

　氏
　　　　　（東海大学医学部消化器内科准教授）
　　　　　（日本肝臓学会専門医・指導医）
定　　員　約30名
費　　用　無料
申込み期限　1月23日（水）まで
申込み方法　電話またはFAXでお申込みください
問合せ申込み　足柄上保健福祉事務所保健予防課　　
　　　　　（☎83－5111　内線433）
　　　　　（FAX82－8408）


