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子育て世帯向け住宅
サンライズやまきたの入居者を募集します
募集住宅　地域優良賃貸住宅（サンライズやまきた）
　　　　　2戸　106号室、406号室 
間 取 り　3LDK（72.23㎡）
主な入居資格　①入居者と同居親族の平成27年の月あ 
　　　　　　たりの合計所得が15万8千円以上48 
　　　　　　万7千円以下の方
　　　　　②町内、町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
　　　　　④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚 
　　　　　　や婚約中の若年世帯など
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問合せください。
家　　賃　56,000円～70,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
受付期間　1月16日（月）～31日（火）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入して、定 
　　　　　住対策課に提出してください
※入居申込書は定住対策課で配付します。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消 
　しとなります。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定 
　します。
入居可能時期　2月中旬頃（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

麻しん風しん混合ワクチン予防接種について
　町では、麻しん風しん（MR）混合ワクチンの
予防接種について、接種費用を助成します。
　麻しん（はしか）と風しんの予防接種は、1歳と
小学校就学前の2回受けることになっています。
　まだ接種を受けていないお子さんは、できるだ
け早い時期に医療機関で接種しましょう。

対　　象　山北町に住民登録があり、次の①又は 
　　　　　②に該当する方
　　　　　①1～2歳未満の方
　　　　　②小学校就学前（平成22年4月2日～
　　　　　　平成23年4月1日生まれ）の方
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属す 
　　　　　る医療機関
接種回数　①、②それぞれ1回
接種方法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接 
　　　　　種してください（医療機関によっては 
　　　　　予約不要の場合もあります）
※接種される際には母子手帳を持参し、保護者同 
　伴で受けてください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

悪天候時のごみの収集について
　積雪などの場合でも、基本的にもえるごみ・も
えないごみ・資源ごみの収集は、予定どおり実施
します。
　事前に業者がコンテナ・収集ネットを配付できな
い場合は、レジ袋などで代用して出してください。
　なお、予定どおり収集できない場合は、町の防
災行政無線・あんしんメールでお知らせします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

山北サッカークラブ体験教室
日　時　2月5日（日）9：30～11：30
場　所　川村小学校（グラウンド）
対　象　町内在住の年長～小学校5年生までの男の子・女の子
内　容　ボール遊び、ミニゲームなど
※運動のできる服装、飲み物をお持ちください。
費　用　無料
※申込みは不要ですので、直接グラウンドにお越しください。
問合せ　山北サッカークラブ事務局　石田　
　　　　（☎76－4878　携帯 080－5671－9989）

平成29年度町立小学校入学説明会
　町内小学校では、平成29年度に町立小学校入
学予定者の保護者を対象とした入学説明会を開
催します。該当される保護者の方は、ご出席く
ださい。

対象校 日　時 場　所

川村小学校  2月2日（木）
10：30から

川村小学校
2階会議室

※室内履きをご用意ください。
※詳細については、学校へお問合せください。
※三保小学校については、平成29年度入学予定者 
　がいないため、開催しません。

問合せ　川村小学校（☎75－1142）
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青色申告会による確定申告指導会
　青色申告会では、所得税の確定申告指導会場を
開設し、経験豊富なスタッフが決算書・申告書作
成の指導をします。また、税理士による無料相談
コーナーもあります。

期　間　2月1日（水）～3月15日（水）
※日曜日、祝日は開場します。（土曜日は休業日）
時　間　9：00～15：00（最終日は14：00まで）
場　所　青色会館3階　大ホール
　　　　（小田原市本町2－3－24）
※確定申告書をお預かりしての税務署提出、 
　e-Taxでの申告については会員限定です。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

新潟県糸魚川市大規模火災義援金
募金にご協力をお願いします

　町では、平成28年新潟県糸魚川市大規模火災義
援金の募金を実施しています。
　募金箱を、町内5か所に設置していますので、
みなさんの温かいご協力をお願いします。
　
募 金 箱　①役場1階エントランスホール　
設置場所　②清水支所　
　　　　　③三保支所　
　　　　　④健康福祉センター
　　　　　⑤生涯学習センター
実施期限　2月28日（火）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

税理士による無料申告相談のお知らせ
月　日 受付時間 場　所
2月9日
（木） 9：30～11：00

13：00～15：00

小田原市川東タウンセンター
マロニエ3階　マロニエホール

2月13日
（月）

南足柄市役所5階　
大会議室

対　象　小規模納税者の所得税及び復興特別所得 
　　　　税・消費税、年金受給者及び給与所得者 
　　　　の所得税及び復興特別所得税の申告
持ち物　マイナンバーカードの写し又は通知カー 
　　　　ドなど（番号確認書類）の写し、本人確認 
　　　　書類（免許証など）の写し、筆記用具、 
　　　　印鑑、申告書（送付されている方）、源泉 
　　　　徴収票、医療費の領収書、社会保険料の 
　　　　証明書、生命保険料控除証明書、地震保 
　　　　険料証明書、損害保険料証明書、収入金 
　　　　額や必要経費のわかるもの、前年の申告 
　　　　書の控えなど
※譲渡所得（土地、建物及び株式など）のある方、 
　所得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を 
　初めて受けられる方、相談内容が複雑な方及び 
　税理士に依頼されている方は、ご遠慮ください。
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

所得税・事業税・住民税の申告相談
　申告書には、マイナンバーの記載と、マイナ
ンバーカードの写し又は通知カードなど（番
号確認書類）の写しと本人確認書類（免許証な
ど）の写しの添付が必要になりました。

日　時　2月2日（木）
　　　　受付 9：30～11：00、13：00～15：00
場　所　生涯学習センター2階　会議室
対　象　小規模納税者の所得税及び復興特別所得 
　　　　税・消費税、年金受給者及び給与所得者の 
　　　　所得税及び復興特別所得税の申告
持ち物　マイナンバーカードの写し又は通知カード 
　　　　など（番号確認書類）の写し、本人確認 
　　　　書類（免許証など）の写し、筆記用具、 
　　　　印鑑、申告書（送付されている方）、源泉 
　　　　徴収票、医療費の領収書、社会保険料の 
　　　　証明書、生命保険料控除証明書、地震保険 
　　　　料証明書、損害保険料証明書、収入金額 
　　　　や必要経費のわかるもの、前年の申告書 
　　　　の控えなど
※譲渡取得（土地、建物及び株式など）のある方、 
　所得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を 
　初めて受けられる方は、ご遠慮ください。
※混雑状況により、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　町民税務課税務班（☎75－3641）

小田原税務署からのお知らせ
　小田原税務署では、所得税及び復興特別所得
税・贈与税・個人消費税の確定申告書の作成会場
を開設します。

会　　場　2月16日（木）～3月15日（水）
設置期間　（土・日曜日を除く）
※2月19日（日）及び26日（日）は開場します。
※上記期間以外は、申告書作成相談会場はありま 
　せんのでご了承ください。
時　　間　受付  8：30から（提出は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。
場　　所　小田原税務署3階
申告期限　・所得税及び復興特別所得税・贈与税
・納期限　　：3月15日（水）まで
　　　　　・個人事業者の消費税及び地方消費税
　　　　　　：3月31日（金）まで
問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）

❷



高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部助成を実施しています。

対　　象　山北町に住民登録があり、平成28年度に次の①～④いずれかに該当する方
①75歳以上 昭和17年4月1日以前に生まれた方
②70歳 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生まれの方
③65歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生まれの方

④満60歳以上65歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有
し、身体障害者手帳1級に相当する方

※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライド） 
　の接種を受けたことがある方は対象外となります。
※満66歳以上75歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを 
　有し、身体障害者手帳1級に相当する方も対象となります。
接種期限　3月31日（金）まで　　　　　　　　 　
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属する医療機関　　　　　　　　　　　
接種回数　5年に1回　　　　　　　　　　　　　
自己負担額　3,000円
※生活保護受給者及び中国残留邦人など支援給付受給者は無料です。受給していることがわかるものを 
　申請時に提示してください。
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて事前にお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

浄化槽の適正な維持管理にご協力を
　浄化槽は適正な管理を行わないと、悪臭や放流
水の水質が悪化するなど、生活環境を悪くする原
因になります。適正に使っていても汚れが溜

た
まる

ので、1年に一度清掃が必要になります。
※町では、衛生的で快適な生活と河川や水路など 
　水環境保全のため、合併処理浄化槽の設置を推 
　奨しています。
※下水道処理区域にお住まいの方は、公共下水道 
　に接続をお願いします。

【合併処理浄化槽活用のコツ】

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　環境課生活環境班（☎75－3656）

第11期酒匂川水系水源監視モニター募集
委嘱期間　平成29年4月1日～平成31年3月31日
　　　　　（2年間）
活動内容　1.飯泉取水施設から上流にある河川、 
　　　　　　用水路などを１週間に2～3回（昼間 
　　　　　　に1時間程度）巡視し、水質異常を 
　　　　　　発見した場合の通報
　　　　　2.巡視記録の報告（3か月に1回）
　　　　　3.モニター会議（3回）及び施設見学会 
　　　　　　（1回）への参加
応募資格　小田原市、南足柄市、大井町、松田町、 
　　　　　山北町及び開成町において、酒匂川水系 
　　　　　の流域に居住する満20歳以上の方
募集人員　30名
活 動 費　年間6,000円
※会議などへの参加の際は、交通費として1回に
　つき1,000円支給します。
応募期限　2月24日（金）まで
応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、郵便、 
　　　　　FAX又はメールにてお申込みください
※応募用紙は、ホームページに掲載しています。
　（http://www.kwsa.or.jp/suisitu-monitor.html）
結果通知　選考結果は、郵便にて3月末日までに 
　　　　　応募者へ通知します
問 合 せ　〒250－0863　小田原市飯泉884
申 込 み　神奈川県内広域水道企業団
　　　　　飯泉取水管理事務所　千葉
　　　　　（☎48－1849　FAX 48－3235）
　　　　　（メール ip-sui.fv3@kwsa.or.jp）
※お問合せは、平日９：００から１６：００までにお願いします。 
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塩素系の漂白剤（洗剤）は
浄化槽の中の微生物の働きを
阻害してしまいます。

ティッシュやたばこの吸い殻などは
分解できないので浄化槽へ
流さないでください。

トイレの清掃には
生物に与える影響の少ない
中性洗剤を使用してください。



生ごみを減らそう！
ダンボールコンポストモニター募集
　町では、生ごみの更なる減量を目的に、ダンボ
ールコンポストを使った生ごみたい肥作りに取り
組む町民モニターを募集します。家庭で取り組め
る生ごみの減量にチャレンジしてみませんか。

ダンボールコンポストとは
　ダンボール箱の中に基材（ピートモス、も
み殻くん炭、おが屑

くず
など）を入れただけの簡

単なものです。
　投入された生ごみは微生物の力によって分
解されるため、毎日投入しても量は増えませ
んし、においもほとんどありません。2、3か
月生ごみを入れた後、一定期間熟成させた良
質なたい肥は、家庭菜園や花壇などで利用で
きます。

モニター期間　使用開始から約2か月間
対　　象　・町内在住の一般家庭の方
　　　　　・アンケートに協力できる方
内　　容　ダンボールコンポストに必要なダン 
　　　　　ボール箱や基材を、環境課窓口にて無 
　　　　　料で提供します
募集人数　10名（定員になり次第、締切）
募集期限　3月31日（金）まで
応募方法　環境課へ直接又は電話、FAX、メール 
　　　　　にてお申込みください
※FAX、メールでお申込みの方は、住所・氏名・ 
　電話番号・「ダンボールコンポストモニター希望」 
　と明記してください。
問 合 せ　環境課生活環境班
申 込 み　（☎75－3656  FAX 76－4564）
　　　　　（メール kankyo@town.yamakita.kanagawa.jp）

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　1月28日（土）8：20～12：15
場　所　川村小学校
内　容　日課
　　　　朝の会　 8：20～　１校時   8：45～
　　　　２校時  9：35～   ３校時　10：40～
　　　　４校時 11：30～12：15
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※最初に、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。
※ビデオ及び写真撮影はご遠慮ください。

問合せ　川村小学校　教頭（☎75－1142）

道路上の障害物の管理について
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により伐
採などの管理をしていただいています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に木
が倒れることなどにより通行の支障になるばかり
か、事故につながる恐れもあり大変危険です。道路
をご使用される方々の安全確保のためにも、土地所
有者の方のご協力をお願いします。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

第71回足柄上地区一周駅伝競走大会
　1月29日（日）に足柄上地区一周駅伝競走大会
が開催されます。
　大会開催に伴い、コースの一部区間で交通規制
を実施します。交通渋滞などが予想されますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
　併せて、出場選手に温かい声援をお願いします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

第3回 志賀高原スキーツアー募集
日　程　2月17日（金）  7：00出発予定
　　　　2月19日（日）20：00帰着予定
※出発・帰着場所は、山北駅北口です。
場　所　長野県志賀高原スキー場
宿泊先　志賀サンバレー志賀の湯ホテル
定　員　30名（先着順）
費　用　34,000円（宿泊代、バス代、傷害保険料含む）
申込み金　14,000円
※2月1日以降に取消しの場合は返金できません。

第11回 ジュニアスキースクール開催
日　程　2月25日（土）※予備日3月4日（土）。
　　　　役場西側駐車場集合  7：30（出発8：00）
　　　　役場西側駐車場帰着予定  18：00
※雨天の場合は、予備日に順延します。
場　所　カムイ御坂スキー場
対　象　小学校3年生～中学校3年生
定　員　30名（先着順）
費　用　9,000円（バス代、傷害保険料、昼食代、 
　　　　スキーレンタル料、入場料、リフト料含む）
※スキー用具をお持ちの方は、スキーレンタル料金 
　分安くなります。
問合せ　山北町体育協会スキー部
申込み　武

たけ
　芳

よしかず
和（武書店）（☎75－0020）

　　　　大
おおたに

谷　隆
たかし

（大谷スポーツ店）（☎75－0138）

❹



入札結果12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）

企画政策課 平成27年度　自治体情報セキュリティ強靱性 
向上二要素認証システム環境構築業務委託（繰越明許）

株式会社ワイイーシー
ソリューションズ 3,325,320円 3,240,000円

環　境　課 平成28年度　平山集会所太陽光・風力　
併用型街路灯設置工事 加藤電気 2,376,000円 2,376,000円

農　林　課 平成28年度　
嵐地区獣害防止柵設置工事 有限会社池谷建設 2,420,280円 2,376,000円

※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　財務課財産管理班（☎75－3652）

借金の返済、金融詐欺に困ったら迷わず相談を！
　無登録業者などによる詐欺的な投資勧誘や架空
請求の支払い手段とした電子マネーの詐欺被害が
多発しています。こうした被害や借金の返済にお
困りの場合は、財務省関東財務局窓口などへご相
談ください。相談は無料です。

相談窓口　借金返済の相談
　　　　　　財務省関東財務局横浜財務事務所
　　　　　　多重債務相談窓口（☎045－633－2335）
　　　　　　南足柄市消費生活センター
　　　　　　（☎71－0163）
　　　　　投資勧誘・電子マネーの相談
　　　　　　財務省関東財務局横浜財務事務所
　　　　　　金融詐欺相談窓口（☎045－285－0981）
　　　　　　南足柄市消費生活センター
　　　　　　（☎71－0163）

応急手当普及員講習を行います
日　時　2月18日（土）、25日（土）、26日（日）の3日間
　　　　9：00～18：00
場　所　小田原市消防本部2階　講堂
　　　　（小田原市前川183－18）
対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、 
　　　　松田町、山北町、開成町在住・在勤の方
内　容　応急手当普及員の資格取得のための講習 
　　　　（全3日間受講することが必須）
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
受講料　4,937円（テキスト代）
申込み　1月18日（水）～2月8日（水）
期　間　9：00～17：00（土・日曜日を除く）
申込み　電話予約後、申請書を小田原市消防本部
方　法　救急課へ直接提出してください
※申請書は消防本部救急課窓口で受け取るか、
　ホームページからダウンロードしてください。
問合せ　小田原市消防本部救急課（☎49－4441）
申込み　（URL http://city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会　

　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の
一環として、教育委員会とフリースクールが連
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、一人ひとりの自立や学校生
活の再開に向けた支援を行います。

日　時　2月4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　・不登校を経験した子どもや保護者による座談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介　
　　　　・個別相談会　など
参加費　無料
※事前申込みは不要です。
問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　小中学校生徒指導グループ　大城、星野
　　　　（☎045－210－8292  FAX 045－210－8937）

健康についての講演会を開催します
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催の講演会
を開催します。人とコミュニケーションがとれる
ロボット「パルロ」が山北町へ出張して、介護予
防や体操などの実技を行います。

日　　時　2月7日（火）　9：30～11：30（受付9：00）
場　　所　健康福祉センター2階
内　　容　健康づくり四

よもやまばなし
方山話とコグニサイズ

　　　　　（認知症予防体操）
講　　師　小田原保健福祉事務所保健福祉課
　　　　　高

たかはし
橋　みどり　氏

定　　員　40名（先着順）
費　　用　無料
申込み期限　1月25日（水）まで
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて 
　　　　　お申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
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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　2月7日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

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　2月2日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

ママパパクラス
月　　日　2月4日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45から）
場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
　　　　　・新生児の育て方[講話]
内　　容　・赤ちゃんのお風呂[デモンストレー　
　　　　　　ション・実習]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル
　　　　　予約制です。前日までに保険健康課申込み方法　健康づくり班へお申込みください
※動きやすい服装でお越しください。
※開催場所にご注意ください。

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　2月10日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　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）
　　　　　・健康相談、栄養相談
内　　容　・助産師による乳房ケア（予約制）
　　　　　※乳房ケアは先着4名、初めて受ける 
　　　　　　方・産後6か月以内の方優先。
　　　　　　申込み開始は2月1日（水）からです。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は 
　　　　　フェイスタオル2枚

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時　1月31日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階　301会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の 
　職員がお受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

糖尿病公開講座「糖尿病の薬物療法」
　糖尿病の治療に使用される治療薬の働きや副作
用、低血糖時の対処法、シックデイなど注意する
ポイントについてお話します。
　糖尿病の患者さんやご家族、興味のある方、ど
なたでもお気軽にご参加ください。

日　時　1月26日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　3号館講義室
講　師　薬剤師　菊

き く ち
地　 梢

こずえ
　氏

費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課
　　　　鈴木（☎83－0351）

「動脈硬化」
～第27回 地域住民対象医学講座～
日　時　2月4日（土）
　　　　14：00～16：00（受付開始13：30）
場　所　松田町立公民館　展示ホール
　　　　（松田町民文化センター1階）
対　象　どなたでも
講　演　1.動脈硬化性疾患の治療
　　　　　足柄上病院循環器内科部長　常

つねまつ
松　尚

ひ さ し
志　氏

　　　　2.動脈硬化を考える～生活習慣病を見直す～
　　　　　岡部医院（開成町）院長　岡

お か べ
部　元

もとひこ
彦　氏

　　　　3.さぁ！禁煙を始めましょう
　　　　　足柄上病院呼吸器内科部長　尾

お し た
下　文

ふみひろ
浩　氏

定　員　150名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
申込み　足柄上病院経営企画課へ電話又はFAX
方　法　にて、氏名・お住まいの市町村・電話番号 
　　　　をお知らせください
問合せ　足柄上病院経営企画課医学講座担当
申込み　（☎83－0351　FAX 82－5377）
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