
2月は「神奈川県中小企業活性化推進月間」です
　県では、2月を「神奈川県中小企業活性化推進
月間」とし、創業、技術、経営、人材育成など県
及び関係機関が実施する中小企業への各種支援
（イベント、講習会、相談会など）を集中的に展
開していきます。

問合せ　神奈川県商工労働局中小企業支援課
　　　　（☎045－210－8872）

総合計画審議会委員を募集中
　町では、第5次総合計画の策定にあたり、町民
のみなさんの意見を反映するため審議会委員を募
集しています。

任　　期　平成25年3月～平成26年3月
応募資格　町内在住の18歳以上で、昼夜を問わず

5、6回程度の審議会に参加できる方
応募人数　若干名
報酬・交通費　町の規定により支給します
応募期限　1月31日（木）まで
応募方法　応募用紙に記入のうえ、直接、郵便又

は電子メールにて、企画財政課までご
提出ください

※応募用紙は、町ホームページ及び企画財政課窓
口で配付しています。

（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
申 込 み　（メールkikaku-zaisei@town.yamakita.kanagawa.jp）

道の駅「山北」の売店の仮店舗
　道の駅「山北」で販売されていた農産物などの
販売を次の場所ではじめました。どうぞお気軽に
ご利用ください。

営業時間　9：00～17：00
定 休 日　月曜日（祝日の場合は翌日）
仮店舗期間　5月末（予定）まで
問 合 せ　道の駅「山北」仮店舗　直売所
　　　　　（☎77－2882）

平成25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25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、ご出席ください。

日　時 場　所

三保小学校  2月7日（木）
14：30～

三保小学校
2階コミュニケー
ションルーム

川村小学校  2月8日（金）
10：30～

川村小学校
2階会議室

清水小学校  2月8日（金）
11：30～

清水小学校
1階会議室

※当日は、室内履きをお持ちください。
※詳細については、各学校へお問合せください。

問合せ　川村小学校（☎75－1142）
　　　　清水小学校（☎77－2406）
　　　　三保小学校（☎78－3028）

有料広告
小規模多機能型居宅介護施設 グループホーム

すずらん　アミーゴ
地域の皆様が気軽に立ち寄れるような施設を目指します。

ご利用者様・看護師・介護スタッフも随時募集中です。
お気軽に施設見学や遊びに来てください。

お問合せお待ちしております。
問合せ：すずらん・アミーゴ　管理者　小宮山
山北町山北１８６１－１　☎２０－３３４０

至小山 至山北

・東京電力峰発電所
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税理士による無料申告相談のおしらせ
月　日・受付時間・会　場　

月　日 受付時間 会　場
2月1日（金）
2月4日（月）   9：30～11：00

13：00～15：00

南足柄市役所（5階大会議室）

2月6日（水） 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）

対　象　小規模納税者の所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者の所得税の申告
※土地、建物及び株式などの譲渡所得のある方、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及び税理士に依頼されている方の申告相談は、お受けできません。
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

「手作りの店“Hand Voice（ハンドボイス）”」
をリニューアルオープンしました

　「手作りの店“Hand Voice（ハンドボイ
ス）”」では、空き店舗を活用し、手作り作品の
展示即売や体験教室などを行っています。
　店舗を改装し、1月15日からリニューアルオー
プンしましたので、ぜひご来店ください。
　また、ハンドボイスでは、一緒に活動していた
だけるメンバーを随時募集していますので、興味
や関心のある方、出展を希望する方は、お問合せ
ください。

日　時　月～土曜日　10：00～15：00
　　　　（日曜・祝日は休業）
※都合により休業する場合がありますが、その際

はご容赦ください。
※営業日や体験教室の詳細については、店舗前の

掲示板にてご確認ください。
会　場　旧JA山北支店（商工会館向側）
問合せ　ハンドボイス　西山（☎75－2662）

所得税・事業税・住民税の申告相談
日　時　2月12日（火）
　　　　（受付）　9：30～11：00
　　　　　　　　  13：00～15：00
場　所　中央公民館2階会議室
※休館日ですが、申告相談のある方のみ使用できます。
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、前年の申告書の控えなど

※譲渡取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　町民税務課税務班（☎75－3641）

介護保険認定調査員の募集
　町では、介護保険認定調査員を募集します。

業務内容　介護保険要介護者認定調査及び関連業務
応募資格　介護支援専門員・看護師・保健師・社会
　　　　　福祉士・精神保健福祉士のいずれか
募集人数　若干名
勤務時間　平日の8：30～17：15の間で都合のよい

時間（週1回半日程度でも構いません）
賃　　金　時給1,625円
交 通 費　町の規定により支給します
選考方法　書類選考及び面接
申込み方法　市販の履歴書と有資格者であることを証

明できる書類（資格者証など）を役場
1階保険健康課までお持ちください

申込み問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

一日陶芸教室を開催します
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら、1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。

日　時　①2月2日（土）10：00～15：00
　　　　②2月3日（日）10：00～15：00
場　所　県立大野山乳牛育成牧場「まきば館」
内　容　作陶（形を作るまで）
講　師　つぶらの窯　山

やまもと
本　 渉

わたる
　氏

服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
持ち物　弁当、飲物
定　員　各日15名（定員になり次第締切り）
費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）
申込み　1月30日（水）まで
期　限
申込み　希望日、氏名、連絡先を電話または
方　法　FAXでお伝えください
問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）
申込み



第9期酒匂川水系水源監視モニター募集
委嘱期間　平成25年4月1日～平成27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
の流域に居住し、満20歳以上の方

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28日（木）まで
応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、郵便、FAX

又は電子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。
（URL　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番地
申 込 み　神奈川県内広域水道企業団
　　　　　飯泉取水管理事務所　担当　山下
　　　　　（☎48－1849　FAX48－3235）
　　　　　（メールiizumi-suishitsu@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。

町親睦ゴルフ大会
日　　時　3月5日（火）※雨天決行。
場　　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　　象　町内にお住まい又はお勤めの方
※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）
※ゴルフ場利用料・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。
※高反発クラブ使用可。
申込み期限　2月12日（火）19：00まで
申込み方法　生涯学習課備え付けの申込み用紙に、

必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くださ
い。

問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

地震発生時の出火防止
　過去に起きた地震による出火の原因は、電気器
具によるものが最も多く、次いで石油ストーブや
石油ファンヒーター、ガス器具などになっていま
す。地震発生後、電気が復旧した時に倒れたまま
の電気器具が通電して火災が発生する場合もあり
ますので、避難などで家を空ける時は、電気のブ
レーカーを遮断し、電気器具のコンセントを抜
き、ガスの元栓も締めるようにしましょう。
　また、地震が発生し揺れを感じたら、身の安全
を守ることが最優先です。すぐに火を消せる場合
は、すばやく消してからテーブルの下に隠れるな
どしますが、大きな揺れの時は無理をせず、揺れ
が収まってから火の始末をしましょう。

問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74－6663）

1月26日は文化財防火デー
　昭和24年1月26日に奈良県の法隆寺金堂から出
火し、大半の国宝が焼失したことを契機に、文化
財を火災や震災、その他の災害から保護するとと
もに、国民の文化財愛護思想の普及高揚を図るこ
とを目的とし、昭和30年1月26日に文化財防火
デーが制定されました。
　この時期は火災が発生しやすいこともあり、文
化財を火災から守ろうと、毎年全国的に文化財防
火運動が展開されています。文化財に限らず日ご
ろから火の取扱いには十分に注意しましょう。

問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74－6663）

県立職業技術校2013年4月生募集
　県立職業技術校では、技術を習得し就職する
意思のある方を対象に4月生を募集します。機械
CADやケアワーカーなど様々なコースがあり、
各校により募集コースは異なりますので、詳しく
はお問合せください。

選考日　2月17日（日）
実施校　東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）
　　　　※問合せは、東部総合職業技術校（045

－504－2810）へお電話ください。
　　　　西部総合職業技術校（かなテクカレッジ西部）
　　　　※4月開校予定。問合せは、西部総合職

業技術校開校準備事務室（☎045－
210－5709）へお電話ください。

募集期限　2月4日（月）まで
※ハローワークでの事前手続きを経て、各校へ提

出してください。
※募集案内は、各校又はハローワークにて配付しています。
問合せ　神奈川県産業人材課
申込み　（☎045－210－5715）



第51回蔵王スキースクール参加者募集
日　程　2月21日（木）22：00出発予定
　　　　2月24日（日）22：00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　38,000円
　　　　（宿泊代、バス代、記念写真代、傷害保険料含む）
申込み金　18,000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　3月2日（土）※予備日3月3日（日）。
　　　　 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
※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　山北町体育協会スキー部
申込み　石

いしかわ
川　實

みのる

　　　　（☎76－4066）
　　　　大

おおたに
谷　隆

たかし
（大谷スポーツ店）

　　　　（☎75－0138）

徘徊する高齢者を介護されている方へ
「GPS機器」の貸出しをします

　徘徊が見られる認知症の高齢者の徘徊先を早期
に発見できる位置探索端末機（GPS機器）を貸出
しします。
　早期発見や事故防止を図ることで、家族が安心
して介護できるような環境づくりをお手伝いしま
す。
　探索方法は次の方法があります。
　1　パソコンまたは携帯電話で位置情報を確
　　  認する方法
　2　オペレーションセンターに電話して位置
　　  情報を確認する方法
　3　現場急行要請により緊急対処員が捜索・
　　  発見・通報する方法

貸出し対象　65歳以上の徘徊がみられる認知症高齢
者を在宅介護しているご家族

費　　用　1か月525円（基本料）
※町へ納付していただきます。　

申込み方法　介護保険被保険者証と印鑑をお持ちの
うえ、福祉課までお越しください

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

冬の星座教室に参加しませんか
日　　程　2月1日（金）※予備日 2月4日（月）。
※天候不良の場合は、予備日に延期します。
場　　所　ぐみの木近隣公園（多目的広場）
集合・解散　集合　19：00
　　　　　解散　20：30
※親子での参加も可能です。なお、子どもだけの

参加の場合は、必ず保護者などの送迎をお願い
します。

対　　象　小学校3年生以上
定　　員　30名（定員になり次第締切り）
参 加 費　無料
持 ち 物　懐中電灯・温かい飲み物など
申込み開始　生涯学習課へ直接または電話でお申込

みください
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

かんたん じわり 体操
　何か運動をしたいと思っている方、日頃から
ウォーキングなどの運動をしている方、すべての
方に取り入れてほしい新しい運動です。お正月太
りを解消し、元気の源を取り戻しましょう。

日　時　2月17日（日）
　　　　9：30～12：00（受付けは9：00から）
場　所　健康福祉センター1階多目的室1
対　象　町内にお住まいの方
内　容　有酸素運動・筋力づくり・ストレッチン

グなど
講　師　運動指導士　杉

すぎやま
山　京

きょうこ
子　氏

定　員　30名（先着順）
参加費　無料
持ち物　飲み物、タオル、ヨガマット（ある方のみ）
※動きやすい服装・靴でお越しください。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）



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）

環境農林課 平成24年度
私有林整備工事（平山地区） 山北町森林組合 3,486,000円 3,454,500円

商工観光課 平成24年度
高松山散策道災害復旧工事 株式会社　荻野工業 5,764,500円 5,565,000円

都市整備課 平成24年度
河村城址歴史公園整備工事（堀切2） 株式会社　山崎組 37,863,000円 36,750,000円

学校教育課
平成24年度
山北町立三保中学校体育館改修
工事設計業務委託

株式会社　秀総合設
計 2,121,000円 1,291,500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）

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（8人）がカ
ントリー＆ウエスタンのメロディに乗って踊るレ
クレーションダンスです。私たちと一緒に楽しい
時間を過ごしませんか。

日　時　2月8日（金）～5月24日（金）
　　　　毎週金曜日　9：30～12：00
※1～2週目は、体験教室としますので、お気軽に

お越しください。
※月曜日午前中・金曜日夜間の教室もありますの

で、お問合せください。
場　所　健康福祉センター2F会議室
定　員　8名
費　用　3,500円（全15週分、テキスト代、会場費など）
※動きやすい服装、靴でお越しください。
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）

食品衛生責任者養成講習会
　飲食店などの許可を必要とする事業を営む場合
は、食品衛生法により『食品衛生責任者』の設置
が必要となります。この養成講習会は、『食品衛
生責任者』の資格を取得するための講習会です。
受講希望の方は、事前にお申込みください。

【受講申込み】
日　時　1月30日（水）
　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
会　場　足柄上保健福祉事務所2階会議室
定　員　100名
受講料　10,000円（納入後の返金はいたしません）
受講資格　15歳以上の方（義務教育履修中の方を除

く）で日本語が理解できる方
持ち物　証明写真2枚（縦3.6cm又は4cm×横

3cm）

【講習会】
日　時　2月19日（火）10：00～17：00
会　場　足柄上合同庁舎2階大会議室

問合せ　足柄食品衛生協会（足柄上保健福祉事務所内）
申込み　（☎85－3730　FAX85－3731）

「ふるさと生活技術指導士」による料理講習会
　「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、町民の方々と交流を図り、農業の理解
や振興をめざしています。
　今回はもち米を使った料理です。ぜひご参加く
ださい。

日　時　2月14日（木）9：30～13：00
場　所　中央公民館3階調理実習室
定　員　15名
費　用　実費
持ち物　エプロン
申込み期限　2月10日（日）まで
問合せ　瀬

せ と
戸　ヨシ子（☎75－1238）

申込み　磯
いそざき

崎　加
か よ こ

代子（☎75－1445）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業などによる有料
広告を掲載することができます。掲載を希望され
る方は、企画財政課にお申込みください。

掲載対象　・広報やまきた・広報やまきたおしらせ版
　　　　　・ホームページ（バナー広告）・町内循環バス
※詳しくはお問合せください。
※広告内容により、掲載できないことがありま

す。
問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）



平成24年度山北町介護者のつどい
　町と地域包括支援センターでは、昨年に引続
き、高齢者を介護されているご家族のみなさんを
対象に、慰労や情報交換の場として『介護者のつ
どい』を開催することとなりました。
　介護に追われ、多忙なこととは思いますが、日
頃の疲労や悩み事から少しでも解放されるような
ひとときをお過ごしいただければと思います。

日　時　2月24日（日）13：00～15：30（予定）
場　所　健康福祉センター1階多目的室
対　象　高齢者を介護されているご家族
※要介護者の一時預かりもありますので、この機

会に是非ご参加ください。
内　容　
　第1部　
　　講演「介護する人のセルフケア
　　　　　～介護に疲れた時に、心が折れないように～」
　　　　　講師　緑蔭診療所　医師　橋

はしぐち
口　玲

れ い こ
子　氏

　　※アロマテラピーやハーブティーなどについ
　　　てもお話しいただく予定です。
　第2部
　　意見・情報交換
問合せ　地域包括支援センター（☎75－1941）
申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
　　　　　　　　健康づくり班（☎75－0822）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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5日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

麻しん・風しんの予防接種を受けましょう
　麻しんは大変感染力が強く、39℃以上の高熱を
発し、合併症として中耳炎や脳炎を発症したり、
まれに死を招く恐ろしい病気です。
　風しんは、症状は比較的軽く「三日ばしか」と
も呼ばれていますが、大人になってからかかると
重症になりやすく、また、妊婦が妊娠早期にかか
ると、先天性風疹症候群と呼ばれる病気により、
障がいを持った子どもが生まれる可能性が高くな
ります。
　対象者は予防接種を無料で受けられますので、
できるだけ早い時期に医療機関で接種してくださ
い。

接種期限　3月31日（日）まで
接種場所　足柄上医師会または小田原医師会に属

する医療機関
対 象 者　・1歳児
　　　　　・小学校就学前1年間
　　　　　・中学校1年生
　　　　　・高校3年生
持 ち 物　母子健康手帳
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

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8日（金）
受付時間　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。

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7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
月　　日　2月2日（土）
場　　所　松田町健康福祉センター
時　　間　10：00～12：00
対　　象　妊婦とそのご家族
内　　容　新生児の育て方・赤ちゃんのお風呂
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。

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22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）


