
バスをご利用ください
　バスは町民の大切な足となる生活交通です。利
用者が少ないと減便や路線が休廃止となることが
あります。みなさんの生活を支える生活交通を守
るため、バスをご利用ください。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

放課後子ども教室の安全管理員を募集
　町では、放課後子ども教室の児童を見守ってい
ただける方を募集します。

時　　間　4月から毎週水曜日　放課後～17：00
　　　　　（10月～3月は16：00まで）
※給食のある日に実施します。
場　　所　川村小学校
謝　　金　1時間920円
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

中川温泉ぶなの湯 町民割引をご利用ください
　中川温泉ぶなの湯では、町内にお住まいの方を
対象に利用料金の割引制度を実施しています。ご
家族やお友達と一緒にぜひご利用ください。

営業時間　平日　10：00～18：00
　　　　　（土曜・日曜・祝日は19：00まで）
※夏季期間の営業についてはお問合せください。

定 休 日　水曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　12月28日～1月3日

割引料金　大人　　　　　　　400円（通常700円）
　　　　　小人（中学生以下）200円（通常400円）
※割引料金は、2時間までとなります。
※町民割引をご利用の際は、町民とわかるもの（健

康保険証または免許証など）をお持ちください。

問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）
　　　　　中川温泉ぶなの湯（☎78－3090）

第５８回町内一周駅伝競走大会
　町体育協会と町教育委員会では、ブロック対抗
の町内一周駅伝競走大会を開催します。参加を希
望するチームはぜひお申込みください。

日　　時　3月10日（日）10：00スタート
申込み期限　2月28日（木）まで
※車による応援、伴走は危険ですのでご遠慮ください。
※オープン参加（町内の職場・学校・団体などで

構成されたチーム）も受付けています。
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

コース（9区間） 通過予定時刻
中川バス停前 10：00　スタート
三保支所前 10：10
神縄バス停前 10：20
宮原入口 10：30
嵐登り口分岐点 10：40
安戸トンネル出口 10：55
高瀬橋出口 11：05
宿　川西屋前 11：15
山北体育館前 11：30
役場庁舎前 11：35　ゴール

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。

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

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・未払賃金・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　　　　　　　　　　　　

有料広告
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下水道接続のお願い
　下水道は、快適で安全・安心な生活を営むた
め、また川や海の自然環境を守るためにはなくて
はならないものです。トイレや台所、事業所など
からの排水が用水などに流れると、悪臭や水の汚
れの原因になってしまいます。美しい環境を取り
戻すためにもぜひご協力ください。
　また、下水の処理を開始すべき日から3年以内
に接続される方には、融資あっ旋制度（利子分を
町が負担する）がありますのでご利用ください。
　なお、接続工事は町指定工事店でないとできま
せんので、指定工事店にご相談ください。詳しく
は、上下水道課管理班までお問合せください。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

➡

山北町森林整備計画（案）の縦覧ができます
　町の森林をどのように管理、利用していくかの
計画を示した「山北町森林整備計画（案）」（計
画期間：平成25年度～平成35年度）の縦覧をす
ることができます。

縦覧期間　2月22日（金）～3月22日（金）
　　　　　各日8：30～17：15
　　　　　（土曜・日曜・祝日を除く）
縦覧場所　役場2階 環境農林課
問 合 せ　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

就学援助費支給のご案内
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒がいる
家庭（町内にお住まい）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、学用品費・給食費な
どの必要な費用の一部を援助しています。
　なお、平成２５年度の就学援助費支給の詳細につい
ては、３月１６日発行の広報やまきたおしらせ版に掲載
します。

問合せ　学校教育課教育班（☎７５－３６４８）

国民健康保険税・介護保険料・後期高
齢者医療制度保険料の納付額証明書
　平成24年中（平成24年1月から12月まで）に国民
健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保
険料のいずれかを非課税年金（遺族年金または障害
年金）から特別徴収（年金天引き）された方で、確定
申告に使用する納付額証明書が必要な方は、保険健
康課保険年金班までお問合せください。

※普通徴収対象者（納付書によるお支払い、また
は口座引落の方）の納付額証明書は、1月17日
に郵送しています。

※課税年金から特別徴収されている方は、年金保
険者（日本年金機構など）より1月中旬頃に郵
送されています。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

特定健康診査（施設）と75歳以上の方の
健康診査の受診期限は3月31日です
　町では、国民健康保険または後期高齢者医療保
険加入者のうち、年齢が40歳以上で生活習慣病の
治療をしていない方を対象に健康診査を実施して
います。
　本年度に受診希望でまだ受診がお済みでない方
は、お早めに受診をお願いします。

受診期限　3月31日（日）まで
※申込み後に町から送付された健康診査票を持参

し、足柄上郡または南足柄市内の契約医療機関
で受診してください。

問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

町・県民税
住宅ローン控除のおしらせ

　住宅ローン控除可能額が所得税より多く、控除
しきれなかった場合、町・県民税（住民税）から
控除することができます。町・県民税（住民税）
から住宅ローンを控除するためには、確定申告や
年末調整（初年度については確定申告）などの手
続きが必要となります。詳しい手続き方法につい
ては、町民税務課税務班までお問合せください。
対象となる入居期間
　次のいずれかの期間に入居した方
　・平成11年～平成18年
　・平成21年～平成25年
※次の場合、町への手続きは不要です。
・既に年末調整で住宅ローン控除の適用を受けて

いる方で、源泉徴収票の記載内容が要件を満た
している場合。

・確定申告をする方で、所得税の確定申告書第1
表の「住宅借入金等特別控除」欄と第2表「特
例適用条文等」に居住開始年月日の記載がある
場合。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）



あしがり学校　シニアコース
鎌倉幕府の成立 ～源氏三代と執権北条氏の時代～

日時 内容
1 3月8日（金） ①源頼朝の時代
2 3月12日（火） ②源頼家の時代
3 3月22日（金） ③源実朝の時代
4 3月26日（火） ④執権北条氏の時代

※1回のみの参加も可能です。

時　　間　13：30～15：30
会　　場　瀬戸屋敷 土蔵
講　　師　伊

い と う
藤　一

か ず み
美　氏

　　　　　・鎌倉考古学研究所理事
　　　　　・葉山町文化財保護委員会会長
　　　　　・藤沢市文化財保護委員会委員
定　　員　50名（定員になり次第締切り）
費　　用　無料
申込み開始　2月15日（金）から
※電話にてお申込みください。
問合せ申込み　あしがり郷　瀬戸屋敷（☎84－0050）

町臨時職員台帳への登録者募集
～町の行政に関わる仕事をしてみませんか～

　町では、平成25年4月からの臨時的業務に従事していただける方を募集します。
　これは、町の仕事に対し働く意思のある方を広く募集し、事前登録をしておき、臨時職員を必要とす
る仕事があるときに、町から登録者の方に連絡し雇用する制度です。
　なお、雇用の内容が希望に合わない場合は、断ることも可能です。

受付開始　2月18日（月）から　※土曜・日曜・祝日を除きます。
受付場所　役場3階 総務防災課
提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は、総務防災課窓口で配付します。

※履歴書は、氏名や中学卒業からの学歴・職歴などを記載していただくものなので、認印をお持ちいた
だければ、その場で記入してご提出いただけます。

職種 賃金（時給) 内容
一般事務 850円 簡単なパソコン操作のできる方。

保育園保育士 920円 早番（7：30～12：30）、遅番（13：30～18：30）、
普通勤務（8：30～17：15）ができる方。資格を要します。

幼稚園教諭 920円 資格を要します。
給食調理員 880円 勤務場所は保育園や学校です。
中央公民館管理人 850円 夕方から夜間の勤務となります。鍵管理が主な業務です。
さくらの湯受付 880円 受付や施設の巡回が主な業務です。夜間の勤務も含まれます。
健康福祉センター
管理人 920円 夜間、休日の勤務となります。簡単な機械操作をしていただきま

す。

介護認定調査員 1,625円 看護師、保健師、介護支援専門員、介護福祉士のいずれかの資格を
要します。

ヘルパー 930円 資格を要します。

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

講演会「土の命 人の命」を開催します
日　　時　3月9日（土）13：00～16：00
　　　　　（受付12：00～）
場　　所　南足柄市文化会館大ホール
内　　容　畑で学んだ病気にならない生き方、お

米、野菜の無農薬栽培のノウハウを解
説します。

講　　師　赤
あかみね

峰　勝
か つ と

人　氏
　　　　　「ニンジンから宇宙へ」「アトピーは

自然からのメッセージ」著者
定　　員　1,000名
費　　用　1,000円
※託児を無料で行います。ご希望の方は2月末ま

でに予約をしてください。
申込み期限　3月8日（金）まで
申込み方法　事前に電話またはメールにてお申込み

ください
※定員に達しない場合は、当日会場でも受付けま

す。
問合せ申込み　神奈川なずなの会　田中
　　　　　（☎82－1353）
　　　　　（メール junkannouhou@yahoo.co.jp）



消費者被害未然防止講座を開催します
日　時　3月14日（木）
　　　　10：00～12：00
場　所　中央公民館3階 視聴覚ホール
内　容　「悪質商法に負けるな!」
　　　　～かしこい消費者になるために～
　　　　被害の事例などを紹介し、対策を学びま

す。
講　師　畠

はたけやま
山　洋

よ う こ
子　氏

　　　　（小田原市消費生活センター相談員）
※申込みは不要ですので、直接会場にお越しくだ

さい。
問合せ　商工観光課商工観光班
　　　　（☎75－3646）

犬や猫は責任をも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、飼い主はまずそ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をして、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後
片付けをして、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付けましょう。

問合せ　環境農林課生活環境班
　　　　（☎75－3654）

スポーツ施設利用の団体登録
　町教育委員会では、平成25年度に町のスポーツ
施設を利用する団体の登録申請の受付をします。
　施設の利用希望団体は次の期間に登録をお願い
します。受付期間内に登録をしないと、町のス
ポーツ施設は利用できませんのでご注意くださ
い。

受付期間　2月20日（水）～4月9日（火）
対象施設　・町スポーツ広場
　　　　　・町立小・中学校体育施設
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

山北町体育協会
「弓道」部員募集

　私たち弓道部は、経験者、未経験者を問わず、
新しい仲間を随時募集しています。
　「弓道」は、心身ともに成長できる武道です。
また、高齢からでも始められるのも一つの特徴で
す。
　「弓道」に少しでも興味のある方は、まずは気
軽に見学にお越しください。

練習日　毎週　月曜・水曜・木曜
　　　　19：00～21：00
　　　　（土日及び時間は相談可能）
場　所　室生神社境内裏 弓道場
対　象　15歳以上、老若男女問わず
弓　具　部備品を使用可能
会　費　無料
※正会員になった場合、次年度から年額4,000円

となります。
問合せ　石

いしざき
崎　立

た つ お
夫

　　　　（☎76－3268）
　　　　（携帯090－1777－3761）　　

町内バレーボール祭
日　時　3月3日（日）9：00開会
場　所　山北中学校体育館
参加資格　町内の職場や学校、地域などで編成され

たチーム（9人制）
参加料　1チーム3,000円（保険料を含む）を当日

お支払ください
申込み　2月20日（水）まで
期　限
問合せ　山北町体育協会バレー部　鈴

す ず き
木　健

けんいち
市

申込み　（☎76－3279）
　　　　（携帯080－5046－0562）

町長杯ソフトテニス大会参加者募集
日　時　3月24日（日）※雨天中止。
　　　　8：40集合（9：00開始）
場　所　ぐみの木近隣公園テニスコート
対　象　町内に在住または在勤、在学の方
種　別　・一般男子、高校生男子
　　　　・一般女子、高校生女子
　　　　・中学生男子
　　　　・中学生女子
費　用　一　　　般：1名500円
　　　　中・高校生：無料
申込み　3月17日（日）まで
期　限
申込み　参加者（ペア）の氏名、住所、学校名、
方　法　学年（H24年度）を記入し、FAXでお申

込みください
問合せ　山北町体育協会ソフトテニス部
申込み　湯

ゆ か わ
川　 亮

りょう

　　　　（☎090－8597－5931）
　　　　（FAX78－3424）



入札結果1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（浅間山地区） 株式会社　湯川林業 1,564,500円 1,501,500円

都市整備課
平成24年度
河村城址歴史公園公衆便所災害
復旧工事

高橋建築 3,822,000円 3,675,000円

上下水道課
平成24年度
高度処理型浄化槽（25人槽）設
置工事　第24－4号

株 式 会 社 　 エ ム ・
ティ・シー山北支店 5,449,500円 5,355,000円

上下水道課
平成24年度
高度処理型浄化槽（10人槽）設
置工事　第24－3号

有限会社　西部水道 2,404,500円 2,310,000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）

住宅の耐震化・家具の転倒防止の対策をしましょう
　近年発生している大震災による多くの死傷者の
方は、建物の倒壊や散乱による被害といわれてい
ます。
　こうした被害を少しでも軽減するためには、住
宅の耐震化や家具の転倒防止の対策が求められて
います。
　神奈川県では、県西部を震源とするほか、いく
つかの大地震が予想されています。いざという時
に備えて対策をしましょう。
【住宅の耐震化】
　耐震診断制度などを活用して耐震性の確認を
し、必要であれば耐震補強をしましょう。
【家具の転倒防止】
　家具の固定や配置を見直すことで、被害を防ぐ
ことができ、家具の転倒による負傷だけでなく、
避難経路の確保にもつながります。

問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74－6663）

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、キャンプファイヤーやバーベキューな
ど例外として認められているものもあります。
※例外となっているものについても、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）

春季全国火災予防運動
「消すまでは 出ない行かない 離れない」

　毎年3月1日から7日までの間は、春季全国火災
予防運動が実施されます。
　この運動は、火災の発生防止や万一発生した場
合に被害を最小限に食い止め、火災から生命と財
産を守ることを目的としています。
　これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生し
やすくなりますので、火の取扱いには十分に注意
しましょう。
※3月1日（金）午後から、足柄消防組合と町合同で

町内全域において火災予防パレードを行います。
問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74－6663）



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　2月26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）

「こころの健康を考える集い」を開催します
日　時　3月3日（日）
　　　　13：00開場　13：30開演
会　場　中央公民館1階 多目的ホール
内　容　「こころの健康を考える集い」
　　　　・朗読劇
　　　　　演者　健康マイスター
　　　　・講演
　　　　　講師　田園調布学園大学教授　
　　　　　　　　　　　　　　　伊

い と う
東　秀

ひでゆき
幸　氏

　　　　・ミニコンサート
　　　　　歌手　ワカバ
　　　　　※内閣府「いのち支えるプロジェクト」の

キャンペーンソングを歌った話題の
アーティスト。

※来場者には粗品をお渡しします。
入場料　無料
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
申込み　保険健康課健康づくり班（☎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　3月5日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

「もち米」を使った料理教室を開催します
　山北地区地域づくり委員会では、町内で「もち
米」を栽培しています。昨年に収穫した「もち
米」を使った料理教室を開催します。

日　時　3月24日（日）10：30～
場　所　中央公民館3階 調理室
講　師　宮

み や た
田　ミサ　氏

定　員　30名（先着順）
費　用　500円（材料費）
持ち物　エプロン・三角巾・マスク
申込み　3月10日（日）まで
期　限
問合せ　山北地区地域づくり委員会　岡崎
申込み　（☎080－5641－3276）

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　3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　3月7日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。
実施日・時間・場所

実施日 時　間 場　所

2月27日
（水）

9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター1階
内科・歯科診察室

対　　象　町内にお住まいの方　　　　　　　　　　　　　　　
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

男性のための料理教室
日　　時　3月2日（土）9：30～
場　　所　健康福祉センター2階 調理実習室
内　　容　五目寿司
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　2月26日（火）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


