
プリスタインハンドヒーリング銀座 山北のお部屋
諦めていた症状、薬では効かない症状などご相談下さい。
仕事のストレス、経営不安、争い事、家庭内不和、
引きこもり、うつ、病気など、改善した実績多数。

営 業：11時～18時（予約制／不定休）
住 所：山北町山北1714 （旧丹羽診療院）
 ※山北駅前交番入ってすぐ左折、突き当り右手角 Ｐ有り
T E L：090－4616－8205　小林典子（旧姓：髙山）
予約アドレス ： otsu1117567@docomo.ne.jp
URL : https://sites.google.com/site/rosapristinehandhealing/home

プリスタインハンドヒーリング ￥15,000

お　し　ら　せ　版

Ｄ５２型蒸気機関車整備工事に伴う
鉄道公園などの利用制限のお知らせ
　山北鉄道公園に静態保存されているＤ52型蒸気
機関車を、石炭ではなく大型コンプレッサーによる
圧縮空気を動力源にして自力で動くように整備してい
ます。公園内のみで運転を行い、現行レールを12ｍ
延長し動輪２回転分の距離を動かすものです。
　整備工事中は、仮設フェンスを設置しているた
め、トイレ・ゲートボール場の使用、蒸気機関車
の見学ができません。なお、遊具は利用できま
す。トイレを利用する場合は、健康福祉センター
内のトイレをご利用ください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

期　限　３月中旬まで（予定）
場　所　山北鉄道公園内　（山北2544-16他）
問合せ　企画財政課企画班　（☎75－3652）
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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）

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12日
（火）

１月13日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

やまきたブランド募集
　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5期やまき
たブランドを募集します。

募集期間　１月４日（月）～15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　次の①又は②のどちらかに該当してい
　　　　　ること
　　　　　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
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課窓口で配付している申請書
　　　　　に必要事項を記入のうえ、お申込みく
　　　　　ださい
※申請書は、町ホームページからもダウンロード
　できます。
問 合 せ　商工観光課商工観光班
応 募 先　（☎75－3646）

消防出初式
日　時　１月６日（水）10：00～12：00
場　所　生涯学習センター及び役場西側駐車場
※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）



道路工事に伴う交通規制のお知らせ
　県道76号(山北藤野線)において斜面の防災工事
を行うため、山北診療所へ向かう町道の一部が片
側交互通行となります。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
　
期　間　１月上旬～３月下旬　
時　間　８：00～17：00  ※変更もあります。
場　所　谷ケ地内
問合せ　神奈川県県西土木事務所工務部　
　　　　道路維持課（☎83－5111）
　　　　（有）藪田組（☎77－2052）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　時　①１月30日（土）10：00～15：00
　　　　②１月31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、化粧土にはる文様付け）
講　師　つぶらの窯　山本　わたる　氏
定　員　各日15名（定員になり次第、締切り）
費　用　１名3,000円（材料費・焼成費・講師料）
持ち物　弁当、飲物、汚れてもよい服装（エプロンなど）
申込み　１月27日（水）まで期　限
申込み　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電話
方　法　又はFAXにてご連絡ください
問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）申込み

農業委員の選出方法が変わります
　農業委員会等に関する法律の改正により、農業
委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものか
ら、町長が議会の同意を得て任命する方法に変わ
ります。
　このため、例年、１月１日現在で作成をお願い
している「農業委員会委員選挙人名簿登載申請
書」についても、提出の必要がなくなりました。

問合せ　農業委員会事務局（☎75－3654）

税金の手続きはお済みですか
【法定調書の提出（平成27年分の給与所得）】
提 出 先　小田原税務署（☎35－4511）
提出期限　２月１日（月）まで

【給与支払報告書の提出（平成27年分）】
提 出 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
提出期限　２月１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28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１日（月）まで

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

❷

やまもと

乗馬体験のご案内
　神奈川県地方創生大学連携事業の一環で、県指
定無形民俗文化財である室生神社の流鏑馬にも代
表される日本の馬文化のＰＲを目的に体験会を行
います。

日　時　１月24日（日）
　　　　午前の部　10：00～12：00
　　　　午後の部　13：00～15：00
場　所　室生神社境内
参加費　無料　※申込みは不要です。
問合せ　星槎大学（☎0463－71－6044）

やぶさめ

工事箇所

谷峨駅
谷峨跨線橋

谷ケ公民館

県道76号　道路災害防除工事箇所案内図

～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16日（土）10：00～11：30
場　所　青色会館３階　大ホール
　　　　（小田原市本町２－３－24）
※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。
内　容　住宅取得と税金還付について
定　員　60名（先着順）
費　用　無料
申込み　税金セミナー係へ電話にてお申込みくだ
方　法　さい
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）



ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　１月19日（火）※雨天中止。
行き先　大山（伊勢原市）
集　合　山北駅表口　７：50
費　用　会員の方 2,660円（交通費）
　　　　新規入会の方 3,660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　飲み物、敷物、雨具、健康保険証
申込み　１月15日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

空き家バンクへの登録について
ご協力をお願いします

　やまきた定住相談センターでは、町外からの定
住希望者に対して、売家・貸家・売地などの紹介
や相談などを行う空き家バンクを運用していま
す。毎年、100件以上の問合せや相談があります
が、ご案内できる物件が不足しています。
　現在、貸したり、売ったりできる物件を所有し
ている方がいられましたら、空き家バンクへの登
録にご協力をお願いします。

【問合せの多い物件】
　売家・売地・貸家
※そのほか、貸地・貸店舗についても募集してい
　ます。
問合せ　やまきた定住相談センター（定住対策室内）
　　　　（☎75－3650　FAX75－3661）
　　　　（メールteijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、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）

落札事業所名事　業　名担当課

平成27年度　
町民カレンダー（平成28年度版）印刷

株式会社
あしがら印刷

予定価格
（消費税込み）

1,046,520円

3,693,600円

1,911,600円

契約額
（消費税込み）

972,000円

3,618,000円

1,242,000円

企画財政課

環境農林課

生涯学習課

平成27年度　農とみどりの整備事業
川西平山用水改修工事 有限会社野木建設

平成27年度　河村城址歴史公園整備
公衆便所詳細設計業務委託

有限会社中津川建築
設計コンサルタント

入札結果11月中

❸

～丸太の森  イベント参加者募集～
足柄森林公園丸太の森
（☎７４－４５１０）

森人すたいる　落ち葉遊び
日　時　１月23日（土）10：00～14：30
場　所　足柄森林公園丸太の森
内　容　落ち葉のプール、焼き芋体験、クラフトなど
定　員　先着30名（家族・友達）
　　　　※子ども同士参加の場合は、保護者同伴。
費　用　500円（活動費・保険代など）
持ち物　お弁当、飲み物、軍手、タオル、動きや
　　　　すい服装、雨具など
申込み　１月９日（土）９：00から電話にてお申
方　法　込みください

林業退職金共済（林退共）制度のお知らせ
　林業の仕事をしていたことがありませんか？
林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受け
取っていない方をさがしています。
　以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退
共へ加入していたか分からない方についてもお調べ
します。
　また、罹災された共済契約者及び被共済者のみ
なさんに対し、各種手続き（共済手帳の紛失、退
職金の請求など）の必要が生じた場合はできうる
限りの範囲において速やかに対応したいと考えて
いますので、最寄りの支部又は本部へお問合せ、
ご相談ください。
※詳しくは、ホームページでもご案内しています。
　（URL http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/）
問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　林業退職金共済事業本部
　　　　〒170－8055
　　　　東京都豊島区東池袋1－24－1
　　　　ニッセイ池袋ビル

（☎03－6731－2887　FAX03－6731－2890）

り さい



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20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）

人権擁護委員 人権相談所を開設します
日　時　１月15日（金）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）

❹

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
平成27年１～３月生まれの乳児
※満10か月から誕生日前日まで
母子健康手帳、お誕生前健診票

１月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

１月８日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
乳幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケア
※助産師による乳房ケアは予約制で
す（先着４名）。初めて受ける方・
産後６か月以内の方を優先します。

母子健康手帳、乳房ケアのある方はタオル

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
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

１月19日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成26年11月～平成27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
　歯科相談と栄養相談を実施します。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

今月の納期限
●１月13日（水）
　上下水道使用料（B地区第５期分）

●２月１日（月）
　町県民税（第4期分）
　保育園保育料（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）
　幼稚園保育料（１月分）

《人権行政相談》
１月20日（水）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）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
1月20日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間


