
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 ・未払残業代 ・内容証明 他

初回相談料無料！ お問い合わせ多数いただいています!!

＜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 検索工藤行政書士社労士

消防団教養訓練を実施します
日　時　12月2日（日）
　　　　9：00～12：00

場　所　役場西側駐車場
※訓練に伴い、役場西側駐車場は午前中一般の方

の利用ができませんので、ご注意ください。

問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　（☎75－3643）

山北町産業まつりのおしらせ
　町では、町内の産業を町民に広く紹介するとと
もに、イベントなどを通じて産業に従事する人た
ちと交流を深め、町内産業の振興を図ることを目
的に「山北町産業まつり」を開催します。みなさ
んぜひご参加ください。

日　時　11月23日（金・祝）9：30～15：00
場　所　健康福祉センター駐車場・鉄道公園
内　容　・農産物、特産物などの販売
　　　　・新潟県旧山北町(さんぽくまち)の海産

品などの販売
　　　　・キャラクターショー
　　　　・ソーラン山北
　　　　・陸上自衛隊富士学校音楽隊&山北中学

校吹奏楽部演奏
※チラシの福引券で福引抽選に参加できます。
問合せ　環境農林課農林振興班
（☎75－3654）

道の駅「山北」増改築工事に伴う
一時閉鎖のお知らせ

閉鎖期間　12月1日（土）～来年5月末頃（予定）

　道の駅「山北」は、施設の増改築工事を行いま
す。
　閉鎖期間中は施設のご利用は一切できません。
ご不便をおかけしますが、今後、安心して気持ち
良くご利用いただける施設を維持するため、ご理
解とご協力をお願いします。
　なお、道の駅「山北」で販売していた農産物な
どの販売を近隣にて行う予定です。場所が決まり
次第、町広報などでお知らせいたします。

問 合 せ　【工事に関すること】
　　　　　県西土木事務所道路維持課
　　　　　（☎83－5111　内線647）
　　　　　【農産物などの販売に関すること】
　　　　　清水地区振興協議会
　　　　　（☎77－2882）

成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成25年1月13日（日）の
成人式に参加される方の名簿を作成します。該当
する方は、平成4年4月2日から平成5年4月1日ま
でに生まれた方です。
　町内に住民登録がある方については、12月中旬
に成人式の案内状が送付されますが、町内に住民
登録がない方で、山北町の成人式に参加を希望さ
れる方は、11月30日（金）までに生涯学習課ま
でご連絡ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

有料広告
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森林セラピー体験ツアー
“名瀑&農園”のんびりプランPartⅡ

　9月に予定した「名瀑&農園のんびりプラン」
は、多数の参加希望をいただきながらも台風の影
響により中止としたため第2弾を計画しました。
多数のご参加をお待ちしています。

日　時　12月8日（土）9：00～15：00

コース　セラピーロード「河村城跡・洒水の滝コース」

集　合　健康福祉センター

内　容　  9：00　集合・受付
　　　　　　　　  ◎ストレス度チェック
　　　　  9：30　森林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」
　　　　　　　　  ◎ストレス度チェック
　　　　　　　　  オプション「農業収穫体験」
　　　　15：00　閉会・解散
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる

場合があります。

定　員　15名
※参加者が5名以上で開催します。

費　用　1名4,000円（交通費別途）

準　備　ウォーキングができる服装や着替え、
リュックサックなど

申込み　参加申込書により、直接、FAXまたは
方　法　メールにてお申込みください
※受付は、定員になり次第締切りとなります。
※申込書は、役場または健康福祉センターで配付

しています。また山北町ホームページからもダ
ウンロードできます。

（URL　http：//www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
※参加申込受付完了後、後日申込代表者へ詳細を

お知らせします。

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

犬や猫は責任を持って
正しく飼いましょう

　近年、ペットとして犬や猫を飼う人が増えてい
ますが、飼い主はまずペットの習性をよく理解
し、近隣に迷惑をかけないように心がけましょ
う。

・犬を飼ったら必ず登録し、毎年狂犬病予防注射
を受けましょう。

・ペットの「ふん」は、飼い主が責任をもってあ
とかたづけをし、公共の場や他人の土地・建物
を汚さないように気をつけましょう。

・ペットの散歩は、必ずリードをつけましょう。

問合せ　環境農林課生活環境班
　　　　（☎75－3654）

第３１回小学生の税の書道展
公開展示・表彰式のおしらせ

　国税庁で行う税を考える週間（11月11日～17
日）にともない、第31回小学生の税の書道展公開
展示並びに表彰式を行います。

展示日程
日　時 会　場

11月23日（金・祝）～25日（日）
9：00～18：00
※25日（日）は17：00まで

となります。

小田原市民会館
1階・3階ロビー
・3階小ホール

※入賞全作品5,484点を展示します。

表彰式日程
　開催日　11月25日（日）
　会　場　小田原市民会館大ホール
　第 1 部　（受付）  9：30（開会）10：00
　第 2 部　（受付）12：00（開会）12：30
　第 3 部　（受付）14：20（開会）14：45
※山北町内の小学校は第2部です。

応募総数　13,392点

対　　象　小田原市、南足柄市、足柄上・下郡の
小学生

主　　催　社団法人小田原青色申告会

問 合 せ　㈳小田原青色申告会事務局管理課
　　　　　（☎24－2612）



第17回おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域のみなさんとの“農業を
通じたふれあい”を大切に考えています。安心、
安全な地場産品の販売や体験コーナー、鬼嫁へろ
くり倶楽部（三保）の出品などがありますので、
お気軽にお越しください。

日　時　12月2日（日）
　　　　10：00～14：00※雨天決行。

場　所　かながわ西湘農協山北支店（堂山）

内　容　・葉ぼたん、寄せ植え、野菜、果物、舞
茸、自然薯、山菜ごはん、赤飯、アメ
リカンドッグ、焼き芋の販売

　　　　・バザー
　　　　・ハンドマッサージ
　　　　・どんぐりのクリスマスリース作り体験

（当日申込み受付）
　　　　　など
※おれんじ会の手作り味噌を使った豚汁の無料

サービスがあります。（先着200名）

問合せ　おれんじ会代表　渡
わたなべ

辺　悦
え つ こ

子
申込み　（☎75－0896）

防犯指導者養成セミナー参加者募集
日　時　12月8日（土）
　　　　14：00～15：30

会　場　小田原市尊徳記念館　3階講堂

内　容　講演：「オレオレ詐欺を防ぐ法」
　　　　講師：拓殖大学　政経学部教授
　　　　　　　　　　　　守

もりやま
山　 正

ただし
　氏

入場料　無料

申込み　11月28日（水）まで
期　限

申込み　応募用紙またはメールにてお申込みく
方　法　ださい
※受付は、定員になり次第締切りとなります。
※応募用紙は、総務防災課で配付しています。

問合せ　神奈川県くらし安全交通課
申込み　前澤（☎045－210－3520）
　　　　（URL　kurashi.net@pref.kanagawa.jp）

平成24年度山北町歴史講座
　町史編さん事業で収集した歴史史料を有効に活用し、歴史や文化財に対する理解を深めるために、歴
史講座を開催します。

日程・テーマ・講師
日程 テーマ 講師

平成24年12月 1 日（土） 富士山宝永噴火と山北（概説） 小
こ ぐ れ

暮 　 正
まさとし

利　氏

平成24年12月15日（土） 激甚災害（災害の大きさ） 芹
せ り ざ わ

澤 　 嘉
よしひろ

博　氏

平成25年 1 月19日（土） 復旧と復興①（山北地区） 内
う ち だ

田 　 　 清
きよし

　氏

平成25年 2 月 9 日（土） 復旧と復興②（小田原藩領） 下
しもじゅう

重 　 　 清
きよし

　氏

平成25年 3 月 2 日（土） 富士山宝永噴火とその影響（まとめ・その
歴史的影響）

久
く ぼ た

保田　昌
まさ

希
き

　氏
岩
い わ さ き

崎 　 孝
たかかず

和　氏
時　　間　10：00～12：00
場　　所　中央公民館2階　第2・3会議室
定　　員　40名程度（先着順）
受 講 料　無料
修 了 証　全講座5回のうち、4回以上の受講者に発行
申込み開始　11月19日（月）から
申込み方法　生涯学習課窓口または電話にて受付
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）



野焼きについての知識、正しく理解しましょう
野焼きとは
　「野焼き」とは、一般家庭や事業所から出るゴミを野外で燃やす行為のことを言います。

野焼きの行為は危険です
　野焼きの行為には、火災の危険性があるのはもちろんですが、ビニールやナイロンなど、プラスチッ
ク系のものを焼却するときに発生するダイオキシン類と呼ばれる化学物質が、煙となって人体に大きな
影響を及ぼしたり、空気を汚す原因になったりするだけではなく、大量の黒煙や臭いが発生し、近隣の
方々の迷惑にもなります。

野焼きは違法行為
　現在、野焼き行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「神奈川県生活環境保全などに関する
条例」で原則禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金（法人は1億円
以下）と重い罰則が課せられることがあります。
　ただし、次のものについては例外として認められています。

○キャンプファイヤーやバーベキューなどの通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
○どんど焼き等の地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
○自らが農業や林業を営むためにやむを得ないとして行われる焼却行為

※例外となっているものについても、むやみに焼却してよいというわけではなく、近隣の方々の迷惑と
なり苦情などのある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

　野焼きについての知識を正しく理解して、ごみを安易に焼却せずに適切な方法で処理をするようにし
ましょう。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

木造建築物耐震診断補助事業
　町では、地震に強い安全な街づくりをめざすた
め、建築してから一定の期間が過ぎた木造個人住
宅の「耐震診断」に助成します

補助対象　以下の条件を満たす建築物などに限り
ます。
①木造の個人住宅（自己用）
※一部店舗兼用の住宅、2世帯住宅は対象となり

ますが、ツーバイフォー建築やアパート、長屋
は対象外となります。

②2階建以下のもの
③昭和56年以前に建築されたもの
※昭和56年6月1日以降に増築されたものは、対

象となりません。
④町民自らが所有し住居するもの

補助金額　診断費の2/3（上限2万円）

申込み方法　申請される方は、事前に相談が必要です
※事前相談の際、希望される建築物が補助対象と

なるか確認させていただきますので、住宅の建
築年度、構造・規模などを調べておいてくださ
い。

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

林業退職金共済制度（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て、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て、ご自身が林退共
へ加入していたか分らない方についてもお調べし
ます。
　また、罹

り さ い
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）



男性のための料理教室
日　　時　12月1日（土）9：30から
場　　所　健康福祉センター2階　調理実習室
内　　容　鍋料理
定　　員　30名
費　　用　実費（当日徴収します）
持 ち 物　エプロン、三角巾
申込み期限　11月28日（水）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

町民カレンダー掲載広告を募集しています
　町では、平成25年度版町民カレンダーに民間企
業などからの有料広告を掲載します。広告の掲載
を希望される場合は、申込書に原稿案を添えてお
申込みください

掲 載 料　
規格 掲載料

5.0cm×9.0cm （1枠）50,000円
2.5cm×9.0cm （1枠）25,000円
2.5cm×5.0cm （1枠）14,000円

掲載位置　各月面（6か月を限度とします）
※広告内容により掲載できない場合があります。
申込み期限　12月21日（金）まで
※申込書は、企画財政課で配付しています。
※広告のデザインなどについては、事前にご相談

ください。
問合せ申込み　企画財政課企画班
　　　　　（☎75－3652）

親子でクリスマスケーキを作ろう!
　特別な日のために、親子で手軽なケーキを作っ
てみませんか?

日　　時　12月15日（土）
　　　　　9：30～13：00

場　　所　健康福祉センター2階　栄養指導室

内　　容　クリスマスケーキ、ツリーサラダ

定　　員　30名程度（先着）

費　　用　200円程度（材料費）

持 ち 物　エプロン、三角巾、ハンドタオル、上
履き（お子さんのみ）

申込み期限　12月10日（月）まで
※定員になり次第締切。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

入札結果10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）

環境農林課 平成24年度
高松地区町有林整備工事 有限会社　湯山林業 10,300,500円 10,290,000円

環境農林課 平成24年度
花沢災害復旧工事 健伸工業　株式会社 4,074,000円 3,990,000円

上下水道課
平成24年度
宿地区配水管新設工事

みらい設備 3,864,000円 3,759,000円

学校教育課
平成24年度
清水中学校太陽光・風力併用型
街路灯設置工事

尾崎電気 3,475,500円 3,339,000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）



第31回県西地区障害者文化事業
日　時　12月8日（土）
　　　　9：30～15：00

場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ　
　　　　3階ホール　301集会室

テーマ　つなごうみんなの心

内　容　○作品展、手作り製品販売
　　　　　・県西地区の障害福祉関係機関・団体

などの作品展示及び手作り製品の販
売

　　　　　・「キラッとひかれ!わたしのアート
（第1回）県西地区アート作品コン
クール」の開催

　　　　○交流会
　　　　　楽器演奏・踊りなどのアトラクション

が行われます

問合せ　中井やまゆり園
　　　　（☎81－0288）

虐待予防相談
　乳幼児や高齢者への虐待、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　12月4日（火）
受付時間　9：30～10：30
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、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　12月6日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

ママパパクラス
　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　12月6日（木）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　妊婦・夫・祖父母
内　　容　妊娠中の過ごし方、母乳育児につい
　　　　　て、お産の進み方
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具
※動きやすい服装でお越しください。

3歳児健康診査
月　　日　12月11日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成21年9月～12月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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　11月27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、直接お越しくださ

い。
問合せ　福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）

地区伝達講習会
　食生活改善推進団体「いくみ会」では、健康づ
くりを目指し地域の食材を使った料理教室を開催
します。
日　　時　12月7日（金）9：30～12：00
会　　場　健康福祉センター2階　栄養指導室
内　　容　冬野菜をつかったおもてなし料理3品
費　　用　300円程度（材料費）
持 ち 物　エプロン、三角巾、筆記用具
申込み期限　12月3日（月）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

《人権行政相談》
12月4日から10日は人権週間です

12月4日（火）10：00～15：00
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)


