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消防出初式
日　時　１月６日（月）10：00～12：00
場　所　中央公民館及び役場西側駐車場
※当日７：30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（日）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）

お　し　ら　せ　版

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25年分の給与所得の法定調書など
提 出 先　小田原税務署（☎35－4511）
提出期限　１月31日（金）まで

【給与支払報告書の提出】
提出内容　平成25年分の給与支払報告書
提 出 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
提出期限　１月31日（金）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26年度の固定資産（償却資産）に
　　　　　ついて
申 告 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
申告期限　1月31日（金）まで

ごみの収集日について
　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。

※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）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原

収集日
１月14日
（火）
１月15日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

受付時間
平　日

土曜日　8：30～13：00
休診日　日曜日・祝祭日

8：30～12：00  15：00～19：00
※金曜日は、午後の診療が休診となります。

有料広告

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

・各種保険取扱って
　おります
・交通事故取扱い

2013年中の御愛顧を心より御礼申し上げます。
2014年もまた変わりませず宜しく御願い申し上げます。

尚お休みは12月31日～1月5日でございます

平成26年度放課後児童クラブ（学童保育）の
入所説明会を開催します

　町では、保護者が仕事や家庭の事情などで昼間
家庭にいない児童のために、川村小学校で放課後
児童クラブを運営しています。
　平成26年4月に小学校に入学する新１年生や新
たに利用を検討している方を対象に、入所説明会
を開催しますので、ご利用を希望される方はご参
加ください。
※すでにご利用されている方は、説明会への参加及
　び入所の申込み書類の提出は必要ありません。
日　　時　１月18日（土）19：00から
会　　場　中央公民館２階 第１・２会議室
※説明会の参加申込みは不要ですので、直接会場
　にお越しください。
対象児童　①保護者が仕事や家庭の事情などにより

昼間家庭にいない児童
　　　　　②保護者の長期疾病などで、保護者に

代わる方がいない児童
※入所の申込み書類は説明会で配付します。また、
　説明会後は福祉課でも配付します。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

山北鍼灸整骨院
　お陰さまで19年に亘って地域医療に携わってき
ました当院が、この度福島県出身の柔整師でベテ
ランマッサージ師（有資格者）を院長に迎え、治療
を下記時間で再開致しました。

山北町山北 1307-1　Tel.0465-75-3322

平　日
土曜日

8:00～12:00、14:30～19:30
8:00～14:00

●当院は予約制
　ではありません。
　（鍼灸は予約制）
●急患受け付けます。

※一昨年、当院から患者様の個人情報（住所等）が勝手に持ち出され、皆様に
　大変ご迷惑をおかけ致しました事、遅くなりましたがここに深くお詫び申し
　上げます。

休診日 日曜日・祝祭日



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
ルを守らないごみは回収できず、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。
※ごみの出し方や分け方の詳細について、町民カレ
　ンダーまたはホームページをご覧ください。
　（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

税金セミナーを開催します
　「住宅所得と税金還付」について、税理士を講師
としたセミナーを開催します。参加される方は、
事前にお申込みください。

日　　時　１月19日（日）10：30～12：00
場　　所　青色会館５階大ホール
　　　　　（小田原市本町２－３－24）
※お越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用
　ください。また、車でお越しの方は、近隣の有
　料駐車場をご利用ください。
定　　員　60名（先着順）
参 加 費　無料
申込み期限　１月18日（土）まで
問 合 せ　小田原青色申告会事業課
申 込 み　税金セミナー係（☎24－2614）

ペットの糞尿害について～マナーを守りましょう～
　最近、犬、猫などのペットの糞尿（排泄物）の
不始末による悪臭、散乱などで困っているとの苦
情が町内各所から寄せられています。ペットが他
人の土地などで糞尿（排泄物）をすることによる
トラブルも発生していますので、他人に迷惑がか
からないように、適切に処理してください。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

農業者のみなさんとの
意見交換会を開催します

　町農業委員会では、今後の国・県への要望活動
につなげるために、農業者のみなさんとの意見交
換会を開催します。当日は、今話題となっている
オリーブの加工品の試食コーナーも設置しますの
で、広く農業に携わっている方や農業に関心のあ
る方のご参加をお待ちしています。

日　時　１月16日（木）9：30開演（9：00開場）
会　場　中央公民館 視聴覚ホール
※事前申込みは不要ですので、直接会場にお越し
　ください。
対　象　農業に携わっている方、農業に関心のあ
　　　　る方（非農家の方も可）
内　容　①農業者年金のPR
　　　　②オリーブについて
　　　　③獣害対策に関する意見交換
問合せ　町農業委員会事務局（環境農林課内）
　　　　（☎75－3654）

森林セラピー体験ツアー
「氷結の滝!?女子会プラン」参加者募集
日　時　２月１日（土）9：30～15：30
場　所　「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867－1）
対　象　女性限定
内　容　９：30　集合・受付開始、ストレス度チェック
　　　　10：00　セラピーウォーキング＆滝めぐり
　　　　12：00　昼食「セラピー弁当」
　　　　　　　　セラピーウォーキング
　　　　14：00　ストレス度チェック
　　　　14：30　ティータイム（山のさん太）
　　　　15：30　解散
※天候などにより、やむを得ず中止・変更の場合
　があります。
定　員　14名（定員になり次第締切り）
※参加者が５名以上で開催します。
費　用　１名3,000円（交通費別途）
持ち物　ウォーキングができる服装（防寒）、着替え、

リュックサックなど
申込み　参加申込書により、直接、FAXまたはメー
方　法　ルにてお申込みください
※申込書は、役場または健康福祉センターで配付
しています。また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　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822　FAX76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

足柄観光ガイドの会 公開講演会を開演します
日　　時　１月23日（木）14：00～16：00
場　　所　開成町民センター３階 大会議室
内　　容　演題「西相模と仏教」
講　　師　南足柄市の善福寺
　　　　　住職・文学博士　伊東　昌彦　氏
定　　員　40名程度（先着順）
参 加 費　無料
申込み期限　１月18日（土）まで
問 合 せ　足柄観光ガイドの会　事務局　高橋
申 込 み　（☎090－7700－9489）
　　　　　（FAX0463－88－0750）

い とう まさひこ



YKA健康ウォーキングの参加募集
日　　時　１月21日（火）※雨天決行。
行 き 先　道了尊最乗寺
集　　合　８：45　山北駅表口
定　　員　28名（先着順）
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（YKA）」
　に入会する必要があります。
持 ち 物　飲み物、雨具、防寒具など
申込み期限　１月10日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
※会員の方で参加される場合も、必ずお申込みください。

県立職業技術校2014年4月生後期募集
　県立職業技術校では、４月生を募集します。各
校により募集コースは異なりますので、お問合せ
ください。

選考日　２月16日（日）
場　所　東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）
　　　　（☎045－504－2810）
　　　　西部総合職業技術校（かなテクカレッジ西部）
　　　　（☎0463－80－3002）
対　象　職業に必要な知識、技術・技能を習得して、
　　　　職業に就こうという意思のある方
募集期間　１月６日（月）～２月３日（月）
応募方法　ハローワークで事前手続きの後、各技術
　　　　校へ応募ください
※募集案内は、各技術校・ハローワークで12月下
　旬から配布予定です。
問合せ　神奈川県産業人材課
　　　　　（☎045－210－5715）

生活習慣病予防講座
「調理実習編」を開講します

　今年こそ体重を減らしたい方や血圧が気になる方
など、野菜たっぷりでおいしいご飯の作り方を学びま
せんか。また、汁物の塩分濃度測定も行います。
日　　時　１月29日（水）
　　　　　９：30～12：30（９：15受付開始）
場　　所　健康福祉センター2階 調理実習室
内　　容　講話「生活習慣病予防について」、調理

実習と試食、汁物の塩分測定
講　　師　栄養士、保健師
費　　用　400円程度（材料費）
持 ち 物　エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具、
　　　　　塩分を測定したい汁物
申込み期限　１月23日（木）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

平成25年度
町民カレンダー（平成26年度版）印刷

株式会社
あしがら印刷 1,039,500円 947,363円企画財政課

平成25年度
レジデントFAX機器賃貸借

日立キャピタル
株式会社
神奈川法人支店

3,753,300円 3,649,644円町民税務課

平成25年度
農とみどりの整備事業 タダラド用水改修工事

株式会社
磯部組 4,105,500円 3,885,000円環境農林課

平成25年度
水源環境保全・再生市町村交付金事業
私有林整備工事（平山地区）

株式会社
湯川林業 3,066,000円 3,045,000円環境農林課

平成24年度
理科備品購入（各学校理科備品購入）（繰越明許）

株式会社
武書店 3,517,500円 3,365,250円学校教育課

入札結果11月中

※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）

糖尿病公開講座
「糖尿病治療薬について」を開講します
　治療薬の知っておくべき事柄、注意するポイン
トについて薬剤師がわかりやすく説明します。み
なさん、ぜひご参加ください。
日　時　１月23日（木）17：00から
場　所　足柄上病院 講義室
内　容　講座「糖尿病治療薬について」
講　師　足柄上病院 薬剤師　鈴木　功　氏
参加費　無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　足柄上病院経営企画課（☎83－0351）

すず き いさお



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。絵本や手遊びで一緒に楽し
く過ごしましょう。どなたでも自由に参加できます。
日　　時　１月15日（水）11：00から
場　　所　子育て支援センター
　　　　　（健康福祉センター２階）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

お詫びと訂正
　平成25年度版町民カレンダーで、１月の「今月
の納期」に誤りがありました。お詫びして修正さ
せていただきます。
【正】15日　上下水道使用料（B地区第5期）
【誤】14日　上下水道使用料（B地区第5期）

人権擁護委員 人権相談所を開設します
日　時　１月15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・生徒のいじめや名誉き損・プライ
　　　　バシーの侵害など、人権に関する事
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）

≪人権行政相談≫
１月20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（水）
　上下水道使用料（Ｂ地区第５期）
●１月31日（金）
　町県民税（第４期）
　国民健康保険税（第８期）
　介護保険料（第７期）
　後期高齢者医療制度保険料（第７期）
　町設置型浄化槽使用料（11・12月分）
　し尿処理手数料（第３期）
　保育料（１月分）
　幼稚園使用料（１月分）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所

１月７日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、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
受付時間
場　　所

１月９日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。

月　　日
受付時間
場　　所
持 ち 物

１月10日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
母子健康手帳

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
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

１月21日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター
平成24年10月～平成25年1月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室

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）

定例健康相談日
　健康についてお気軽にご相談ください。

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
1月22日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制

時　間

月　　日
場　　所

１月９日（木）
松田町健康福祉センター
・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
妊婦とそのご家族
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

ママパパクラス

内　　容

対　　象

持 ち 物


