
平成31年度放課後児童クラブ
（学童保育）の入所説明会

　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31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は、ご出席ください。

日　　時　1月24日（木）19：00～
場　　所　やまきた児童クラブ（川村小学校A棟1階）
対象児童　平成31年度の小学校1～6年生で次の   

①又は②に該当する児童
　　　　　①保護者が就労などにより昼間留守家

庭の児童
　　　　　②保護者が長期

疾病などで保
護者に代わる
方がいない家
庭の児童

※予約は不要ですので、直
接会場にお越しください。

※申込み書類は説明会で配
付するほか、福祉課でも
配付します。

問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

平成31年度川村小学校入学説明会
　川村小学校では、平成31年度に入学予定者の保
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 1月18日（金）
10：30～

川村小学校
B棟2階会議室

※室内履きをご用意ください。
※詳細については、お問合せください。
※三保小学校については平成31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）

平成31年度新入学児童生徒に対する
就学援助費の入学前支給について

　町では、平成31年度に町内の小・中学校に入学
する児童・生徒がいる家庭（町内に在住）で、経
済的理由により就学させることが困難な保護者に
対して、制服購入費（中学校新１年生のみ）や新
入学用品費などの必要な費用の一部を援助してい
ます。

申請期間　2月1日（金）～15日（金）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
援助対象　平成31年度町立小学校新1年生及び中

学校新1年生のいる世帯で、次のいず
れかに該当する世帯

　　　　　・児童扶養手当の支給を受けている
　　　　　・市町村民税、個人事業税、固定資産

税、国民年金、国民健康保険税の減
免を受けている（前年の所得の確定
時に判断します）

　　　　　・そのほか、就学にお困りの方
申請方法　就学援助費交付申請書に必要事項を記
　　　　　入し、学校教育課に提出してください
※申請書は1月31日（木）から学校教育課窓口、

清水・三保支所で配付します。また、町ホーム
ページからもダウンロードできます。なお、清
水・三保支所には申請書の提出はできません。

※期日後の申請については、入学前の支給ができ
なくなりますので、必ず期限内に申請してくだ
さい。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

❶

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。

収集日 種　別 地　区

1月 7 日（月） 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

※町民カレンダーに収集日要注意印がついています。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
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税金の手続きはお済みですか
【法定調書の提出（平成30年分の給与所得）】
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（平成30年分）】
提 出 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
提出期限　1月31日（木）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31年度の固定資産）】
申 告 先　町民税務課税務班（☎75－3641）
申告期限　1月31日（木）まで

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

～車座集会～議会報告会・意見交換会を開催します
　町議会では、町内6会場で委員会の活動報告の
ほか、グループに分かれて参加者との意見交換を
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。都合のつく会場へお越しください。
【委員会活動報告】
総務環境常任委員会 「鳥獣被害対策について・　
　　　　　　　　　　　山北町の土地利用について」
福祉教育常任委員会 「健康長寿のまちづくり」

開催日 会　場 対　象
2月 4 日（月） 三保支所 三保地区
2月 6 日（水） 清水ふれあいセンター 清水地区
2月 8 日（金） 生涯学習センター 山北第1～3ブロック
2月12日（火）共和のもりセンター 共和地区
2月13日（水）高齢者いきいきセンター 岸地区
2月15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）

消防出初式
　新春恒例の出初式を次のとおり行います。皆さ
んぜひご観覧ください。
日　時　1月6日（日）10：00～12：00
場　所　生涯学習センター及び役場西側駐車場
内　容　表彰、分列行進、こども消防演技、消防

操法、一斉放水
※車でご来場の場合は、やまきたこども園やまっこ

園舎に駐車できますが、台数に限りがあります。
※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ご注意ください。
※前日の18：00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）

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　新根下住宅（4階建）203号室
間 取 り　2DK　（共同エレベーター完備）
主な入居資格　・町内に在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・住宅に困窮していること
これらの条件をすべて備え、次の①又は②を満たす方　
①一般世帯の場合
　夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とし

た家庭で、平成29年の月所得額が158,000円以
下であること

②高齢者世帯や障がい者世帯の場合
　入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・

知的障がいのある方で、平成29年の月所得額が
214,000円以下であること

※月所得額とは年間所得金額から公営住宅法に定め
られている額を控除し、12か月で割った額です。

※犬、猫及びその他の動物は飼えません。
※入居資格の詳細は、町ホームページにも掲載し

ています。不明な点はお問合せください。
受付期間　1月7日（月）～18日（金）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入し、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。
※希望者多数の場合は選考を行い決定します。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

インフルエンザ予防接種のお知らせ
　町では、インフルエンザ予防接種にかかる費用
の一部を助成しています。希望者は医療機関で接
種を受けてください。
対　　象　町内に住民登録があり、①又は②に該当する方
　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・

腎臓・呼吸器・免疫機能障害があっ
て、身体障害者手帳1級に相当する方

接種期限　2月28日（木）
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
※その他の医療機関で接種をご希望の方は、問合

せ先までご連絡ください。
接種回数　1回のみ
接種費用　1,500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
ものを医療機関で提示してください。

持 ち 物　健康保険証
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）

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❷



介護保険制度出前講座
　町では、地域の集会所などに出向き、介護保険
担当職員による制度についての出前講座を行いま
す。自治会・老人会などでご希望があればお申込
みください。
　原則、平日昼間の講座となりますが、夜間・休日
もできる限り対応しますのでお問合せください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

～事業者の皆さんへ～
平成31・32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31・32年度につきましては、新たな名簿
登録になります。次のとおり申請を受付けますの
で登録を希望される事業者の方は参加資格審査申
請をしてください。

受付期間　2月1日（金）～28日（木）
　　　　　（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31年4月1日（月）～平成33年3月31日（水）
※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　財務課財産管理班（☎75－3652）

～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19日（土）10：00～11：30
場　　所　納税者センター・青色会館　4階
　　　　　（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　先着40名（予約制）
費　　用　無料
問合せ申込み　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

ポールウォーキング参加者募集中
（ぐみの木近隣公園コース）

　専用ポールを持って歩く「ポールウォーキン
グ」は姿勢が安定し、安全に効率よく全身運動を
することができます。季節の風を感じながらポー
ルウォーキングを楽しみましょう。

日　　時　１月18日（金）10：00～12：00
集合場所　ぐみの木近隣公園
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受

けていない方
　　　　　・両手でポールを持って歩くことができる方
講　　師　村

むらかみ
上　政

ま さ し
司　氏（日本ポールウォーキ

ング協会マスターコーチ）　
定　　員　20名
参 加 費　無料
※ポールをお持ちでない方は無料で貸出します。
※雨天時は健康福祉センターで実施します。
申込み期限　1月15日（火）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

❸

11月の入札結果
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30年度　町民カレンダー（平成
31年度版）印刷業務委託 株式会社ソーゴー 1,098,360円 972,000円

農　林　課 平成30年度　水源環境保全・再生市
町村補助金事業　私有林整備工事 山北町森林組合 3,794,040円 3,780,000円

農　林　課 平成30年度　嵐地区獣害防止柵設置
工事 有限会社池谷建設 2,433,240円 2,160,000円

都市整備課 平成30年度　谷峨跨線橋P3橋脚耐震
補強詳細設計業務委託

日本交通技術株式会
社静岡営業所 22,615,200円 21,384,000円

都市整備課 平成30年度　堀込地区内道路整備工事 東栄建設株式会社 8,974,800円 8,640,000円

都市整備課 平成30年度　町道深沢線用地測量業
務委託 有限会社アシガラ測量 2,764,800円 955,800円

上下水道課 平成30年度　堀込地区公共下水道整
備工事 東栄建設株式会社 1,965,600円 1,890,000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）



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11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）

※乳房ケアは原則先着4名ですが初めて受
ける方・産後6か月以内の方を優先しま
す。申込み開始は1月4日（金）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

1歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。
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2階　多目的室2
対　　象　平成29年11月～平成30年1月生まれ
　 　 　　の幼児
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、
　 　 　　問診票

1月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
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

対　　象　生後10～11か月の乳児
　　　　　※満1歳の誕生日前日まで

持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票
　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❹

山北町生涯スポーツ推進プラン（案）にご意見を
募集期間　１月18日（金）まで
閲覧場所　生涯学習課窓口及び町ホームページ
意見提出　任意の様式により生涯学習課へ直接又

は郵便、FAX、電子メールにて、｢氏
名｣「住所」｢電話番号｣を記載のうえ
ご提出ください

※ご意見に対する個別の回答はいたしませんの
で、ご了承ください。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
提 出 先　（☎75－3649　FAX75－3661）
　　　　　（メール gakusyu@town.yamakita.kanagawa.jp)

人権擁護委員 人権相談所を開設します
日　時　1月11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　職場や学校でのいじめや名誉毀損、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）
　　　　（☎0463－70－1116）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　1月15日（火）※雨天中止。
行 き 先　真鶴道祖神
集　　合　山北駅北口　8：30
費　　用　会 員 の 方　1,160円（交通費）
　　　　　新規入会の方　2,160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、健康保険証など
申込み期限　1月10日（木）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班 （☎75－0822）

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。
日　時　1月16日（水）11：00～11：20頃
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）

今月の納期限
● 4 日
　後期高齢者医療制度保険料（第 6 期分）
● 15 日　
　上下水道使用料（B 地区第 5 期分）
● 31 日
　町県民税（第 4 期分）
　認定こども園・幼稚園・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）

≪人権行政相談≫
日　　時　1月21日（月）13：00～15：00
場　　所　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）


