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●対象となる主な傷病 
うつ病、統合失調症、発達障害、糖尿病
(人工透析、網膜症等)、脳梗塞、ペース
メーカー、人工肛門、心筋梗塞、がん、
てんかん、筋ジストロフィー  etc 

   

まずはお気軽にお電話下さい。 

 

西湘・小田原 障害年金相談センター 
    
 お問合せ0465 - 20 - 0222 平日：9:00～18:00 ※土日曜応相談 

小田原市栄町2-7-25小田原栄町ビル3F 3-B  運営：社会保険労務士あじさい法務事務所 

1月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみ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13日（火） もえるごみ 山北第1、共和、清水、三保　
1月14日（水） もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原

※カレンダーに収集日要注意印がついています。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

みなさんの意見を募集します
　町では、「子ども・子育て」「障害福祉」「高
齢者福祉」「介護保険」にかかる次の3つの計画
の策定にあたり、町民のみなさんから幅広く意見
を募集します。
　詳細は、町ホームページをご覧ください。

意見提出　記入用紙に必要事項を記入のうえ、
　　　　　直接又は郵送・FAX・メールにて提出
　　　　　してください
※計画（案）は、問合せ先課の窓口又は町ホーム 
　ページで閲覧できます。
※記入用紙は、問合せ先課の窓口又は清水・三保 
　支所に設置したものを利用するか、ホームペー 
　ジよりダウンロードしてください。
※電話によるご意見はご遠慮ください。
※ご意見に対する個別の回答はしませんので、 
　ご了承ください。

≪山北町子ども・子育て支援事業計画(案)≫
募集期間　12月26日（金）～1月9日（金）
問 合 せ　福祉課福祉推進班(☎75－3644　FAX 79－2171)
提 出 先　（メール fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp)

≪第4期山北町障害福祉計画(案)≫
募集期間　1月13日（火）～1月23日（金）
問 合 せ　福祉課福祉推進班(☎75－3644　FAX 79－2171)
提 出 先　（メール fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp)

≪山北町第6期高齢者福祉計画(案)・介護保険事業計画(案)≫　
募集期間　1月13日（火）～1月23日（金）
問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642 FAX 79－2171）
提 出 先　(メール hoken-kenko@town.yamakita.kanagawa.jp）

税金の手続きはお済みですか
≪法定調書の提出（平成26年分の給与所得）≫

提 出 先　小田原税務署（☎35－4511）
提出期限　2月2日（月）まで
≪給与支払報告書の提出（平成26年分）≫

提 出 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
提出期限　2月2日（月）まで
※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（平成27年度の固定資産）≫

申 告 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
申告期限　2月2日（月）まで
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

有料広告有料広告　　　　　不動産登記 ・ 商業登記 ・ 法人登記

相続 ・ 贈与などお気軽にご相談ください

司法書士　井上庄市事務所
　　　　　　　　　　　　　　（出身 ： 山北町皆瀬川）

松田町松田惣領 1886 － 1　石川ビル 1 Ｆ

（旧 246 「松田駅入口」 信号角）

JR 松田駅北口前に P2 台あり （☎ 20 － 5585）

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　1月24日（土）8：20～12：15
場　所　川村小学校
※ご都合のよい時間にお越しください。
※来校時には、正面玄関で受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
※丸山公園周辺に駐車スペースを用意します。
問合せ　川村小学校（☎75－1142）
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国民健康保険の高額療養費の自己負担限度額が変わります
　70歳未満の方の国民健康保険の高額療養費の自己負担限度額が、平成27年1月より変わりますのでお
知らせします。（改正後のみ掲載）
区分 所得要件 限　度　額 多数回該当
ア 旧ただし書所得901万円超 252,600円＋（医療費の総額－842,000円）×1％　 140,100円
イ 旧ただし書所得600万円超901万円以下 167,400円＋（医療費の総額－558,000円）×1％　 93,000円
ウ 旧ただし書所得210万円超600万円以下   80,100円＋（医療費の総額－267,000円）×1％　 44,400円
エ 旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額（33万円）を差し引いた額です。
※多数回該当とは、過去12か月間で、1つの世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※70歳以上の方の自己負担限度額に変更はありません。
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

やまきたブランドを募集します
　町の地域資源を活用した商品をブランド認定
し、多くの方に知っていただくため、第3期やまき
たブランドを募集します。

募集期間　1月5日（月）～16日（金）
※認定審査会は1月下旬頃を予定しています。
申請条件　1．町内産の原材料を一部でも使用している
　　　　　2．町内で生産・製造・加工している
※1又は2のどちらかに該当していること。
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　申請書に必要事項を記入のうえ、役場 
　　　　　商工観光課へお申込みください
※申請書は商工観光課窓口に設置したものを利用する 
　か、町ホームページからダウンロードしてください。
問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

議会報告会・意見交換会を開催します
　町議会では、町内6会場で常任委員会の活動報
告などを行います。なお参加は、記載の対象地区
限定ではありませんので、参加できる会場へお越
しください。
　
【テーマ】
総務環境常任委員会 ①神奈川県の緊急財政対策
　　　　　　　　　 ②スマートＩＣにかかわる観光振興
福祉教育常任委員会 ①一番を目指すこどもの環境づくり
　　　　　　　　　 ②山北町国民健康保険の現状・課題
　　　　　　　　　 　についての議会の審議状況
議会のあり方検討委員会 ①議会基本条例
　　　　　　　　　 ②議員定数

開催日 場　所 対　象
2月 2日（月） 三保支所 三保地区
2月 4日（水） 清水ふれあいセンター 清水地区
2月 6日（金） 生涯学習センター 山北第1・第2・第3ブロック
2月 9日（月） 共和トレーニングセンター 共和地区
2月10日（火） 高齢者いきいきセンター 岸地区
2月13日（金） 向原児童館 向原地区
※各日とも開催時間は、19：00～20：30です。

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

中川温泉「ぶなの湯」指定管理者を募集します
　現管理者による指定期間の満了に伴い、指定管
理者を募集します。

募集期間　1月9日（金）～16日（金）　
募集施設　中川温泉ぶなの湯（日帰り入浴施設）
募集要件　足柄上地区1市5町内に事務所を有する 
　　　　　法人その他の団体又はグループ
募集要項　役場商工観光課窓口にて配付します
※郵送などによる取り寄せはできません。
問合せ申込み　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

町文化財保護ポスター展のご案内
　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、山北中学校生徒が作成した文化財保
護ポスターの展示を行います。

日　時　1月17日（土）～2月1日（日）
※1月19・26日は生涯学習センターの休館日です。
場　所　生涯学習センター2階　常設展示ホール
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

消防出初式
日　時　1月6日（火）10：00～12：30
場　所　役場西側駐車場

※当日は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。
※前日の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。ご迷惑をおか 
　けしますが、ご協力よろしくお願いします。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）



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。手遊びと絵本で一緒に楽しく
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21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　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　1月20日（火）※雨天中止。
行き先　早春の真鶴岬を歩こう（真鶴町）
集　合　8：30　山北駅表口
費　用　会員の方　　1,420円（交通費）
　　　　新規入会の方　2,420円（交通費・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　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋、健康保険証など
申込み期限　1月16日（金）まで　
申込み方法　健康福祉センターへ、直接又は電話にて予約してください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

～住宅を取得された方へ～
税金セミナーを開催します

日　時　1月17日（土）10：00～11：30
場　所　納税センター青色会館3階　大ホール
　　　　（小田原市本町2－3－24）
内　容　住宅取得と税金還付について
※駐車場が狭いため公共交通機関を利用するか、
　車の際は近隣の有料駐車場をご利用ください。
定　員　60名（先着順）
費　用　無料
申込み方法　税金セミナー係へ、電話にてお申込みください
問合せ　小田原青色申告会事業課税金セミナー係
申込み　（☎24－2614）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①1月24日（土）10：00～15：00
　　　　　②1月25日（日）10：00～15：00
場　　所　大野山乳牛育成牧場 まきば館
内　　容　作陶（器の成形、化粧土による文様付け）
講　　師　つぶらの窯　山本 わたる　氏
持 ち 物　弁当、飲み物、汚れてもよい服装（エプロンなど）
定　　員　各日15名（定員になり次第、締切り）
費　　用　1人3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　1月21日（水）まで
申込み方法　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電

話又はFAXでご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

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4
回）を開催します。

月　日 内　容 講　師
① 1月24日（土）神縄と福沢諭吉 茂

も て ぎ
木 哲

て つ お
夫 氏

② 2月  7日（土） 近世・近現代における
山北を巡る文学者たち 石

い し い
井 敬

た か し
士 氏

③ 2月22日（日） 山北の近世文書について 田
た し ま

島 光
み つ お

男 氏
④ 3月  7日（土）山北町と蕗谷虹児 蕗

ふ き や
谷 龍

た つ お
生 氏

時　間　14：00～16：00
場　所　生涯学習センター2階 第1・2会議室
定　員　40名程度（先着順）
申込み　役場生涯学習課窓口又は電話にてお申込　
方　法　みください
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

～事業者の皆さんへ～
平成27・28年度「一般競争（指名競争）参加資格審査申請」の受付について
　町が、物品の購入や工事などを発注する時に行
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27・28年度については、新たな名簿登録
になります。登録を希望する事業者は、参加資格
審査申請をしてください。

申請期間　2月2日（月）～27日（金）（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
登録有効期間　平成27年4月1日～平成29年3月31日
※様式など詳細は、町ホームページ（事業者向け 
　情報）をご確認ください。
問合せ申込み　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

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26年度町民カレンダー（平成27年度版）印刷 株式会社ソーゴー　1,049,760円 972,000円
総務防災課 平成26年度東山北駅トイレ設置工事 有限会社山崎建設　5,734,800円 5,562,000円
環境農林課 平成26年度（仮称）なえぎの学校管理備品購入　 株式会社武書店　 2,883,600円 2,613,600円
環境農林課 平成26年度農とみどりの整備事業　タタラド用水改修工事 有限会社籔田組 2,246,400円 2,160,000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、詳細は、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）



今月の納期限
　　 ●1月  5日（月）
　　　後期高齢者医療制度保険料（第6期分）
　　 ●1月14日（水）
　　　上下水道使用料（B地区第5期分）
　　 ●2月  2日（月）
　　　町県民税（第4期分）
　　　保育料（1月分）
　　　放課後児童クラブ負担金（1月分）
　　　国民健康保険税（第8期分）
　　　介護保険料（第7期分）
　　　後期高齢者医療制度保険料（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)
　　　町営住宅使用料（1月分）
　　　幼稚園使用料（1月分）

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　1月6日（火）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　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　1月8日（木）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター

1月のお誕生前健康診査
対　　象　平成26年1～3月生まれの乳児
　　　　　※満10か月から誕生日前日まで
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

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9日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
持 ち 物　母子健康手帳

1歳児歯科教室
月　　日　1月20日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成25年10月～平成26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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

人権擁護委員　人権相談所を開設します
日　時　1月15日（木）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棄損、プライ 
　　　　バシーの侵害など人権に関すること
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）

からだを使って遊ぼう♪
～子育て支援教室のご案内～

　からだを使った遊びは、脳の働きを活性化させ、こ
とばの発達にもつながります。親子で一緒に遊びま
せんか？ お父さんの参加もお待ちしています！

日　時　1月31日（土）10:00～11：30（受付9:45）
場　所　清水ふれあいセンター（清水支所）
対　象　１歳半（1人で立てる）～3歳以下の幼児とその保護者
※兄・姉など4歳以上のお子さんも参加可能です。　
内　容　①からだを使った遊び（演習）
　　　　②こころとことばの発達について　
講　師　保育士、心理士、保健師
定　員　15組（定員になり次第、締切り）
費　用　参加費無料　
申込み期限　1月23日（金）まで
申込み方法　健康福祉センターへ、直接又は電話にて 
　　　　予約してください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

火・木 14：00～18：00　18：00以降予約制

土 13：00～15：00　15：00以降予約制

山北鍼灸整骨院
（交通事故・労災・各種保険取扱）

山北町山北1301-7　☎0465-75-3322

治療時間変更のお知らせ

 ※施術者の退職に伴い、
　当分の間上記のように時間帯を変更し診療しております。
　大変ご迷惑をおかけし申し訳ありません。

有料広告

≪人権行政相談≫
1月20日（火）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（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


