
やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
　今年の初市は、2月5日です。

日　時　2月5日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　7：00～8：30
場　所　ふるさと交流センター周辺広場
　　　　（山北駅前）
内　容　野菜類、肉類、魚類、惣菜、花、食料品

などを販売
イベント　詰め放題、ガラガラ抽選会
※去年のガラガラ補助券は使えません。
後　援　山北町商工会（☎76－3451）
※買い物中のマイカーの駐車は、さがみ信用金

庫、横浜銀行の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをお持ちください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。
問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

平成24年度町立小学校入学説明会を開催します
　町内小学校では、平成24年度町立小学校入学予定児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、出席をお願いします。

日　時 場　所 問合せ

川村小学校 2月10日（金）
10：30～ 川村小学校2階会議室 川村小学校（☎75－1142）

清水小学校 2月10日（金）
11：30～ 清水小学校2階図書室 清水小学校（☎77－2406）

三保小学校 2月9日（木）
14：30～

三保小学校
2階コミュニケーションルーム 三保小学校（☎78－3028）

※当日は、室内履きをお持ちください。

川村小学校「学校公開」のおしらせ
　保護者、地域の方に川村小学校の教育活動や児
童の様子を公開しますのでお越しください。

日　時　1月28日（土）8：20～12：15
場　所　川村小学校
内　容　始業時刻から4校時まで、児童の学校生

活の様子を、町民の方に広く公開します
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※来校時に、正面玄関で必ず受付けをしてくださ

い。
※室内履きをお持ちください。
問合せ　川村小学校（☎75－1142）

フリースクール等による
不登校相談会を開催します

　神奈川県教育委員会では、フリースクール等と
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ます。申込みは不要ですの
で、直接お越しください。

日　時　2月4日（土）
　　　　13：00～16：30　（受付）12：30～16：00
場　所　県立総合教育センター亀井野庁舎
　　　　（藤沢市亀井野2547－4）
対　象　不登校児童・生徒、保護者、教員等
費　用　無料
問合せ　県教育委員会子ども教育支援課
　　　　（☎045－210－8292）

あなたの街の法律家

～工藤行政書士 ・ 社会保険労務士事務所～
山北町出身、新進気鋭の法律家があなたの“困った”を解決します！

＜業務内容＞
・相続・遺言・成年後見・年金相談・内容証明　他

「初回相談料無料！」 まずはお気軽にご連絡ください♪
＜連絡先＞

行政書士・社会保険労務士　　工藤雅史（クドウマサフミ）
事務所：東京都町田市金森３７９－７－３０３
実　家：神奈川県足柄上郡山北町山北６０９－２
フリーダイヤル：０１２０－５００－５８５

ホームページアドレス：http://kudouzimusyo.com/
ネットで　　　　　　　　　　　　
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所得税・事業税・住民税の申告相談
日　時　2月8日（水）
　　　　（受付）9：30～11：00、13：00～15：00
場　所　中央公民館2階会議室
持ち物　筆記用具、印鑑、電卓、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
るものなど

※土地、建物及び株式など、譲渡所得を含む申告
相談はお受けできません。

※混雑状況により、受付終了時刻が早まることが
ありますので、ご了承ください。

問合せ　税務課税務班（☎75－3642）

税理士による無料申告相談のおしらせ
日　時　2月9日（木）
　　　　（受付）9：30～11：00、13：00～15：00
※2月3日（金）～9日（木）の平日に、他市町でも

実施しています。詳しくはお問合わせください。
場　所　中央公民館2階会議室
対　象　小規模納税者の所得税および消費税、年

金受給者および給与所得者の所得税の申
告（土地、建物および株式などの譲渡所
得のある方を除く）

※譲渡所得（株の譲渡を含む）のある方、所得金
額が高額な方、住宅借入金など特別控除を初め
て受けられる方、相談内容が複雑な方、税理士
に依頼されてい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ことが
ありますので、ご了承ください。

問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

2月は「神奈川県中小企業活性化推進月間」です
　県では、創業・技術・経営・人材育成などで中
小企業への各種支援を、2月に集中的に取り組ん
でいきます。

問合せ　県商工労働部産業活性課
　　　　（☎045－210－5558）

県立職業技術校 4月生を募集しています
　県立職業技術校では、技術を習得し就職する意
欲のある方を対象に4月生を募集しています。各
校で募集コースが違うので、詳しくはお問合わせ
ください。

説 明 会　
場　所 日　時

人材育成支援セン
ター（藤沢市）

1月19日（木）
①13：30～　②15：30～

関内ホール小ホール
（横浜市中区）

1月25日（水）
①13：30～　②15：30～

※募集案内は、県内ハローワークで配付していま
す。

選 考 日　2月19日（日）
募集期限　2月6日（月）まで　
問 合 せ　県産業人材課（☎045－210－5715）
申 込 み　県立職業技術校
　　　　　・東部校（かなテクカレッジ）
　　　　　　　　　　　（☎045－504－2810）
　　　　　・平塚校　　（☎0463－23－1922）
　　　　　・秦野校　　（☎0463－81－0870）
　　　　　・小田原校　（☎23－2275）

事業所のみなさまへ
経済センサス-活動調査にご協力を
　平成24年経済センサス-活動調査を行います。
調査の実施にあたっては、1月中旬から3月にかけ
て、統計調査員がお伺いします。
　なお、ご提出いただく調査票については、統計
法に基づき、統計作成以外の目的には一切使用さ
れません。秘密は厳守されますので、正確な記入
をお願いします。

基 準 日　2月1日（水）
調査内容　従業者数、製造品出荷額、原材料使用

額など
問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

鳥獣被害対策補助制度をご活用ください
　町では、鳥獣被害防止のための柵・網の資材購入
費に対して補助を行っています。設置済みの柵・網
の補修資材も補助対象となります。詳しくは購入前
に産業観光課までお問合わせください。

補助内容　鳥獣被害防止に使用する柵や網(電気を
伴わないもの)の資材購入費

対　　象　町内の農地で耕作を行っている方、ま
たは町内に農地を所有している方（個
人でも組合等の共同でも申込みできま
す）

補 助 額　資材購入費の1／2以内で、１人あたり
の上限は１0万円

　　　　　（100円未満は切り捨て）
問 合 せ　産業観光課農業推進班
　　　　　（☎75－3646）



食品衛生責任者養成講習会
　飲食店などの営業を行う場合に設置が必要な、
「食品衛生責任者」の養成講習会です。資格取得
希望の方は、次のとおり受講してください。

＜受講申込み受付＞
日　時　2月2日（木）
　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場　所　県足柄上合同庁舎2階研修室
　　　　（開成町吉田島2489－2 保健福祉事務所内）
対　象　満15歳以上の方
　　　　（義務教育履修中の方を除きます）
定　員　100名（先着順）
受講料　10,000円（納入後の返金はできません）
持ち物　証明写真2枚
　　　　（縦3.6cm又は4cm×横3cm）

＜講習会＞
日　時　2月21日（火）10：00～17：00
場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室
対　象　満15歳以上（中学生を除く）の方
問合せ　足柄食品衛生協会
申込み　（県足柄上保健福祉事務所内）
　　　　（☎85－3730）

冬の星座教室に参加しませんか
日　時　2月13日（月）
　　　　（集合）19：00　（解散）20：30
※天候不良の場合は、予備日2月14日（火）に延

期します。
場　所　ぐみの木近隣公園（多目的広場）
　　　　（ぜひ親子でご参加ください）
対　象　小学3年生以上
定　員　30名（先着順）
持ち物　懐中電灯、温かい飲み物など
申込み　1月23日（月）から生涯学習課窓口、ま
開　始　たは電話でお申込みください
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班　
申込み　（☎75－3649）
※お子さんだけの参加の場合は、送迎をお願いし

ます。

文化講演会を開催します
　山北町地方史研究会と河村城址保存会では、町
指定重要文化財の「箱根権現縁起絵巻」を題材
に、絵巻の世界を探る講演会を行います。

日　時　1月29日（日）13：30
場　所　中央公民館3階視聴覚ホール
題　目　「開かれたタイムカプセル！
　　　　山北町に伝えられてきたもう一つの
　　　　箱根権現縁起絵巻」
講　師　阿

あ べ
部 美

み か
香 氏（昭和女子大学非常勤講師）

　　　　古
ふるかわ

川 元
も と や

也 氏（県立歴史博物館主任学芸員）
費　用　無料
※申込みは不要です。直接会場にお越しください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

山北町文化財講座を開催します
月　日 内　容 講　師

2月12日
（日）

富士山の歴史と
宝永噴火

萬
まんねん

年 一
かずたか

剛 氏
（県温泉地学研究所
主任研究員）

2月26日
（日）

国指定重要無形
民俗文化財「山
北のお峯入り」
の伝承と価値

久
く ぼ た

保田 裕
ひろみち

道 氏
（元山北町史民俗編
資料調査員）

3月18日
（日）

山北町の魚類
～酒匂川の名を
広めたヤマメと
アマゴ～

山
やまざき

崎 泰
やすし

 氏
（山北町文化財保護
委員）

時　間　10：00～12：00
場　所　中央公民館2階第2・3会議室　
定　員　40名（先着順）
申込み　生涯学習課窓口または電話で、お申込み
方　法　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）

野菜を使ったタレと鍋焼きパンづくり講習会
　ふるさと生活技術指導士は、農家に受け継がれ
てきた文化や生産物を有効に活用する技術を紹介
して、参加者と交流しながら、農業への理解や農
業の振興を目指しています。

日　　時　2月8日（水）9：30～13：00
場　　所　中央公民館3階調理実習室
定　　員　20名（先着順）
費　　用　実費
持 ち 物　エプロン
申込み期限　1月31日（火）まで
問 合 せ　瀬戸　ヨシ子（☎75－1238）
申 込 み　和田　文之（☎75－1757）



第50回記念蔵王スキースクール参加者募集
日　程　2月16日（木）22：00出発予定
　　　　2月19日（日）23：00帰着予定
※出発・帰着場所は、山北駅表口です。
場　所　山形県蔵王温泉スキー場
宿泊先　蔵王温泉つるやホテル
定　員　40名（先着順）
費　用　39,000円（宿泊代、バス代、記念写真

代、傷害保険料含む）
申込金　19,000円
※2月1日以降に取消しの場合は返金できません。

ジュニアスキースクール開催
日　程　2月25日（土）
 　　　　 7：30役場西側駐車場集合（8：00出発）
　　　　18：00役場西側駐車場帰着予定
場　所　カムイ御坂スキー場
対　象　小学校3年生から中学校3年生
定　員　20名（先着順）
費　用　8,500円（バス代、傷害保険料、昼食

代、スキーレンタル料、入場料含む）
※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　町体育協会スキー部
申込み　石川　實（☎76－4066）
　　　　大谷　隆（大谷スポーツ店☎75－0138）

第53回　町親睦ゴルフ大会
日　時　3月6日(火)　※雨天決行。
場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　象　町内にお住まいまたはお勤めの方
※高校生以下は参加できません。
定　員　160名（先着順）
費　用　1名　12,200円
　　　　（参加料3,000円、プレー料金9,200円）
※ゴルフ場利用税・消費税込み。
プレー方法　乗用カートによる18ホールセルフプレー
※スパイクシューズ使用不可（ソフトスパイク使用）。
※高反発クラブ使用可。
申込み　2月14日（火）19：00まで
期　限　
申込み　生涯学習課備え付けの申込み用紙に、必
方　法　要事項を記入のうえ、参加料を添えてお

申込みください
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料

は返却できません。
※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払いください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

スクエアダンスを踊ってみませんか
　スクエアダンスは、4組のカップルがカントリー
＆ウエスタンのメロディに乗って踊るレクリエー
ションダンスです。一緒に踊ってみませんか。

日　時　毎週金曜日9：45～12：00
　　　　（2月24日～6月1日全15回）
場　所　健康福祉センター2階会議室
定　員　8名程度
費　用　1,000円（テキスト代）
※動きやすい服装、靴でお越しください。
※1、2回目を体験教室としますので、お気軽にお

越しください。
問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
申込み　岩田　かおる（☎75－0270）

あすぽ設立1周年記念講演会
「食べて動いてイキイキライフ」
日　時　2月1日（水）10：00～12：00
場　所　健康福祉センター2階会議室
テーマ　「食べて動いてイキイキライフ」
　　　　運動と食事、栄養のとり方などスポーツ

と栄養についての講演です
講　師　萩

はぎ
　裕

ゆ み こ
美子　氏（東海大学専任教授）

費　用　無料
後　援　山北町教育委員会
問合せ　秋葉（☎090－8013－5541）
申込み　（asupo2009@yahoo.co.jp）
※無料託児あります。（定員10名）

地震発生時の出火防止のために
　昨年3月11日の東日本大震災では、全国で287
件の火災が発生しました。出火原因の大半は津波
によるものでしたが、過去の大震災での出火原因
の多くは、電気器具、石油ストーブ、石油ファン
ヒーター、ガス器具などです。　

○地震の揺れを感じたら・・・
　身の安全を守ることが最優先です。無理をせず
揺れがおさまってから火の始末をしましょう。
○避難などで家を空けるときは・・・
　必ず、電気ブレーカーを遮断してコンセントを
抜き、ガスの元栓も締めましょう。
　
問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎74－6663）



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）

総務防災課 平成23年度　地籍調査事業基準
点設置業務委託

株式会社　大地測量
設計 2,751,000円 2,310,000円

総務防災課 平成23年度　未登記路線（高杉
農道）測量業務委託

有限会社　茜測量設
計 1,039,500円 945,000円

生活環境課 平成23年度　高度処理型浄化槽
（14人槽）設置工事　第23－11号

有限会社　ウスイ工
業 3,675,000円 3,570,000円

産業観光課 平成23年度　西丹沢渓流釣り場
公衆便所改修工事 高橋建築 2,394,000円 2,278,500円

都市整備課 平成23年度　峰の沢災害復旧工
事（台風15号） 有限会社　野木建設 4,819,500円 4,672,500円

都市整備課 平成23年度　町道鍛冶屋敷高杉
線災害復旧工事（台風15号） 株式会社　松永組 4,683,000円 4,431,000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）

森林セラピー体験ツアー　参加者を募集します
　町では、平成24年度の「森林セラピー基地」グランドオープンに向けて、プレイベントを開催しま
す。森林による癒しの効果を、体験してください。
イベント 日　時 内　容 費　用 定　員

1泊2日
体験

プログ
ラム

3月9日(金)～10日（土）

1日目　10：00集合
　　　 健康福祉センター
2日目　  9：30集合
　　　 丹沢湖畔

※宿泊先は紹介します。

1日目・ストレス度チェック
　　  ・セラピー体験ウォーク「河村城跡・洒水の滝コース」
　　  ・昼食「セラピー弁当」
　　  ・「洒水の滝」見学
　　  ・ストレス度チェック
2日目・自然散策体験ウォーク
　　　「丹沢湖周遊コース」
※「ぶなの湯」の入浴券を配付。

4,500円
（参加費）

15名
（先着順）

日帰り
体験

プログ
ラム

3月27日（火）

10：00集合
健康福祉センター

・ストレス度チェック
・セラピー体験ウォーク
　「河村城跡コース」
・昼食「セラピー弁当」
・「山頂ヨガ」体験
・「山北駅桜並木」散策
・ストレス度チェック
※「さくらの湯」入浴券を配付。

4,000円
（参加費）

20名
（先着順）

※費用には、宿泊費、交通費は含まれません。
※ウォーキングができる服装、靴、リュックサックなどを用意してお越しください。
※天候等により、やむを得ず内容を中止・変更する場合があります。

申込み　参加申込書により、窓口、FAX、メール
方　法　でお申込みください
※定員になり次第、締め切りとなります。
※参加申込書は、役場総合案内・産業観光課窓口、
　健康福祉センター窓口で配付、または町ホーム
　ページに掲載しています。
（URL :http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）

問合せ　山北町森林セラピー推進協議会事務局
申込み　（山北町健康福祉センター内）
　　　　(☎75－0822　FAX76－4592 )
　　　　(kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp)



弁護士フェスタin KANAGAWA
日　時　2月12日（日）11：00～17：00
場　所　横浜弁護士会館、横浜市開港記念会館
テーマ　「今、神奈川県で大震災が起きたら
　　　　～そのとき、弁護士・弁護士会は？
　　　　行政は？そして、あなたは？～」
内　容　・震災をテーマとした劇
　　　　・阪神大震災を経験した弁護士、自治体

代表者等をパネラーとするパネルディ
スカッション

　　　　・無料法律相談会
　　　　・身近な原発を題材としたシンポジウムなど
問合せ　横浜弁護士会業務課
　　　　北之原、三浦（☎045－211－7707）

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
しく生活できるよう、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。

日　時　1月24日（火）14：00～16：00　　　　
場　所　役場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。
※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しく

ださい。
問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力等の相
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

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を
行います。ポリオワクチンの接種時期は、通常生
後3か月から1歳6か月までの間に2回となってい
ます。
月　　日　1月24日（火）
受付時間　13：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　生後3か月～90か月（7歳6か月）未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがありま

す。

ママパパクラス
月　　日　2月4日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
内　　容　新生児の育て方、赤ちゃんのお風呂
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

すくすく相談（6～8か月児）
　離乳食を中心に相談を行います。
月　　日　2月8日（水）
時　　間　9：30～10：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年5月～7月生れの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

山北町高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第5期）
素案に対する意見等を募集します

　町では、平成24～26年度の「山北町高齢者福
祉計画・介護保険事業計画（第5期）」を、町民
の代表等で構成される策定委員会の意見を聞きな
がら策定しています。
　この計画は、介護保険料も含めた計画となって
おり、広く町民の方からの意見を募集し、計画に
反映させたいと考えています。
　意見等がありましたら、福祉課までお寄せくだ
さい。

閲覧方法　福祉課、清水・三保支所窓口または、
町ホームページ（新着情報内）で閲覧
できます

提出方法　福祉課窓口、郵送、FAXにて提出して
ください（様式は自由）

提出期限　1月31日（火）まで
問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
提 出 先　（☎75－3644　FAX79－2171）
　　　　　〒258－0195山北町山北1301－4
　　　　　 (URL:http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/)

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）
時　　間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。


