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お　し　ら　せ　版

有料広告

☆☆アメリカンスルーデー☆☆
平成２６年１月・２月の月曜・火曜
（１月１３日・２月１１日・２５日は除く）

ビジター　７,０００円
※詳細はお問合せ下さい。

お問合せ　０４６５－７７－２２２６
予約専用　０４６５－７７－２３１４

山北町文化財保護ポスター展のご案内
　町教育委員会では、１月26日（日）の文化財防
火デーにあわせて、町内中学校生徒が作成した文
化財保護ポスターの展示を行います。

期　日　１月18日（土）～１月30日（木）
※１月20日（月）・27日（月）は、中央公民館が休館となります。
場　所　中央公民館１階
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

平成26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26年度に町立小学校入学
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。

※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）

会　場日　　時
三保小学校
２階コミュニケ
ーションルーム

２月６日（木）
14：30から三保小学校

川村小学校
２階会議室

２月７日（金）
10：30から川村小学校

清水小学校
１階会議室

２月７日（金）
11：30から清水小学校

山北・清水・三保中学校閉校式
　平成26年３月末に山北中学校、清水中学校、三保中学校は67年間の歴史に幕を降ろします。閉校に伴
い、閉校式を行います。

※清水中学校・三保中学校閉校式について
参加を希望される方は事前にご連絡ください。当日の駐車場については、グラウンドを開放する予定です。谷
峨駅及び学校周辺から、送迎バスの運行を予定しています。卒業生や地域のみなさんは、ぜひご参加ください。
　また、現在閉校記念事業の一環として、記念誌づくりを進めています。
　詳細については、各学校へお問合せください。

三保中学校
３月23日（日）
三保中学校

３月25日（火）
山北中学校

山北中学校清水中学校
３月９日（日）
清水中学校

○10：30～11：40
　式典（体育館）
○11：40～12：20
　校舎見学
○12：20～14：20
　懇親会（体育館）

○10：00～10：40
　式典（体育館）

○11：00～12：00
　式典（体育館）
○12：00～13：30
　思い出を語る会１部（各教室など）
○13：30～15：30
　思い出を語る会２部（体育館）

日　　時
会　　場

三保中学校閉校記念事業
実行委員会（☎78－3125）

山北中学校
（☎75－0755）

清水中学校閉校準備委員会
（☎77－2413）問 合 せ

内　　容

空85％の開放感



所得税・事業税・住民税の申告相談
日　時　２月６日（木）
　　　　（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、
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。（例年、午前中
に混雑することが多いです。）

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

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25年中（平成25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
料を普通徴収（納付書による納付または口座引落し）にて納めていただいた方に、確定申告などに使用す
る納付額証明書を１月中旬頃に郵送します。
※特別徴収対象者（年金天引き）の納付額証明書は、１月中旬頃から年金保険者（日本年金機構など）か
ら郵送されます。
※非課税年金（遺族年金または障害年金）から特別徴収されている方の納付額証明書は、年金保険者から
郵送されません。必要な方は保険健康課までお問合せください。
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642） 

国有林モニターを募集します
　国有林の管理経営にみなさんの声を反映させていくため、意見や提言を伺い、アンケートに答えていた
だく、平成26・27年度国有林モニター70名を募集します。
応募条件　関東森林管理局管内１都10県に居住の成人（国会・地方議会の議員、地方公共団体の長、国家

公務員、国有林モニターの経験がある方を除く）
応募期限　２月14日（金）まで
応募方法　氏名（ふりがな）・性別・年齢・住所・電話番号・職業・応募の理由を記入して、はがき又は

FAXにて応募してください
応 募 先　〒371－8508　群馬県前橋市岩神町4－16－25　
　　　　　関東森林管理局国有林モニター係（FAX 027－210－1154）
問 合 せ　林野庁関東森林管理局国有林モニター係（☎027－210－1150）

税理士による無料申告相談のおしらせ

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）

9：30～ 11：00
13：00 ～ 15：00

受付時間 会　　場
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）２月５日（水）

南足柄市役所（５階大会議室）２月13日（木）
２月14日（金）

月　　日

小田原税務署からのお知らせ
　小田原税務署では、所得税及び復興特別所得
税・贈与税・個人消費税の確定申告書の作成相談
及び提出を受付けます。
期　　間　１月20日（月）～３月31日（月）
※土・日曜日を除く。ただし、２月23日（日）及び
３月２日（日）は行います。
場　　所　小田原税務署3階
時　　間　９：00～17：00（受付８：30から）
※混雑の状況により、受付け時間が早まる場合が
ありますので、ご了承ください。
申告期限　所得税及び復興特別所得税・贈与税
納 期 限　３月17日（月）まで
　　　　　個人事業者の消費税及び地方消費税
　　　　　３月31日（月）まで
問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）



サンライズ東山北の
入居者を募集しています

募集住宅　下本村中堅所得者住宅（サンライズ東山北）
　　　　　１戸　401号室
間 取 り　２LDK
入居資格　①入居者と同居親族の平成24年の月あ

たりの合計所得が月額15万8千円以
上48万7千円以下の方

　　　　　②町内、町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
家 賃 等　62,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用でき
　る場合があります。
受付期間　随時
※随時募集のため、先着順での受付けになります。
　入居者が決定した場合、募集を終了いたします。
応募方法　入居申請書に必要事項を記入して定住
　　　　　対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付します。
※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。

問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

第52回蔵王スキースクール参加者募集
日　程　２月13日（木）21：00出発予定
　　　　２月16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　２月22日（土）※予備日３月１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
※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
金分が安くなります。

問合せ　山北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）

いしかわ

おおたに

みのる

たかし

山北体育協会「弓道部」部員募集
　弓道部では、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
に見学へお越しください。
練習日　毎週　月曜・水曜・木曜・土曜
　　　　14：00～16：00　19：00～21：00
　　　　（曜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　石崎　立夫（☎76－3268）
　　　　　　　　　（携帯090－1777－3761）

いしざき たつ　お

介護予防講座『ロコモ体操』を開催します
　自立した生活を送るために必要な「立ち座り」
「歩行」に関わる筋力、バランス能力を保つため『ロ
コモ体操教室』を開催します。
日　　時　２月15日（土）13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター１階 多目的室
対　　象　65歳以上の運動できる方
講　　師　ロコモアドバイスドクター　佐々木　信之　氏
※佐々木整形外科麻酔科クリニック院長、介護老
人保健施設せんだんの丘 理事長。
定　　員　30名
参 加 費　無料
申込み期限　１月31日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

さ　さ　き のぶゆき

介護保険認定調査員を募集します
　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・介護

福祉士・社会福祉士のいずれかの資格を
有する方で車の運転ができる方（オート
マチック車限定免許可）

募集人数　１名
勤務時間　平日の8：30～17：00の間で都合のよい時間
　　　　　（週２～３日で各日半日程度でも構いません）
賃　　金　時給1,625円
交 通 費　町規定に基づき別途支給
選考方法　書類選考及び面接
申 込 み　市販の履歴書と有資格者であることを証
方　　法　明できる書類（資格者証などの原本）を
　　　　　保険健康課までお持ちください
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）



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リエーションダ
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　１月31日（金）～５月16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）

山北サッカークラブの
体験教室を開催します

日　時　２月９日（日）9：30～11：30
場　所　川村小学校（グラウンド）
対　象　町内在住の年長から小学校３年生までの
　　　　男の子・女の子
内　容　ボール遊び、ミニゲームなど
※運動のできる服装、飲み物をお持ちください。
費　用　無料
※申込みは不要ですので、当日直接グラウンドへ
　お越しください。
問合せ　山北サッカークラブ事務局　佐藤
　　　　（☎76－4186　携帯080－1047－6428）

落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

平成25年度
水源環境保全・再生市町村交付金事業
私有林整備工事（浅間山地区）

山北町森林組合 6,520,500円 6,457,500円環境農林課

平成25年度
村雨給水施設送水管新設工事 みらい設備 4,578,000円 4,515,000円環境農林課

平成25年度
嵐橋補修詳細設計業務委託

株式会社
技研コンサルタント 2,457,000円 2,257,500円都市整備課

平成25年度
山北中学校体育館緞帳等購入

株式会社
大友 1,953,000円 1,816,500円学校教育課

入札結果12月中

やまきた駅前朝市
（毎月第1日曜日）

日　　時　２月２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、惣菜、花、食料品など
　　　　　を販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題
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）

せ　と よしのぶ

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、企画財政課にご連絡ください。
※掲載対象ごとに規格や料金が異なりますので、
詳しくはお問合わせください。
※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）

※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）

事業者のみなさんへ「一般競争（指名競争）参加資格審査申請」の追加受付けについて
　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26年度については、追加の名簿登録となります。登録を希望される事業者の方は、次のとおり参加
資格審査申請をしてください。
受付期間　２月３日（月）～２月28日（金）
※土曜・日曜・祝日を除く。
受付時間　９：00～17：00（12：00～13：00を除く）
登録有効期間　平成26年４月１日～平成27日３月31日

※詳細・様式などについては、山北町ホームページ
　（事業者向け情報）でご確認ください。
　（URL　http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）



神奈川県中小企業活性化推進月間
　２月は「神奈川県中小企業活性化推進月間」と
して、企業や団体など多様な担い手と連携・協働
しながら各種支援事業を集中的に展開していきます。

期　間　２月１日（土）～28日（金）
問合せ　神奈川県中小企業支援課
　　　　（☎045－210－5558）

30歳代の乳がん検診
　今年度より30歳代女性を対象に、乳がん検診（超
音波検査）を実施しています。受診を希望される
方は、お申込みください。

検査場所　白鷗医院（開成町牛島270）
対　　象　30歳代の女性
※年齢の基準日は、平成26年３月31日です。
検査内容　問診、触診、超音波検査
費　　用　1,300円
※生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、申請により
自己負担が免除されますので、事前にお申込みください。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

乳がん・子宮がん集団検診のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を行って
います。受診を希望される方はお申込みください。

日　　時　３月３日（月）
　　　　　９：00、10：30、13：00、14：30
場　　所　健康福祉センター

※年齢は平成26年３月31日が基準日となります。
※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受
診できません。
※生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、申請により
自己負担が免除されますので、事前にお申込みください。
※今年度「がん検診推進事業」で、無料クーポン券
を受け取られた方は、前年度受診した場合でも
今年度受診ができますので、お申込みください。
※今年度より乳がん検診「視触診のみ」は実施いた
しません。また、マンモグラフィは40～49歳の方は
２方向、50歳以上の方は１方向の撮影となります。
※医療機関での検診を希望される方は、「受診券」
を送付しますので、ご連絡ください。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

「ふるさと生活技術指導士」による
料理講習会を開催します

　 「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「冬野菜」を使った料理です。ぜひ、ご
参加ください。

日　　時　２月７日（金）9：30～13：00
場　　所　中央公民館３階調理実習室
定　　員　20名
費　　用　実費
持 ち 物　エプロン
申込み期限　１月30日（木）まで
問 合 せ　瀬戸　ヨシ子（☎75－1238）
申 込 み　和田　文之（☎75－1757）

せ　と

わ　だ

こ

ふみ のアレルギー・ぜん息予防講演会を開催します
日　時　１月31日（金）14：30～16：30
場　所　足柄上合同庁舎２階大会議室
内　容　講演会「子どものアレルギーとぜん息
　　　　　　　　～予防と治療について～」
講　師　昭和大学病院小児科医師　今井　孝成　氏
定　員　100名（定員になり次第、締切り）
参加費　無料
申込み　講演会運営事務局（☎0120－641－694）
方　法　へ電話にてお申込みください
問合せ　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
　　　　（☎83－5111　内線464）

いま い たかのり

防犯指導者養成セミナーを開催します
　県では、防犯落語や実演による防犯指導者養成
セミナーを開催します。ぜひご参加ください。

日　　時　２月14日（金）13：30～15：10
場　　所　松田町民文化センター１F  展示ホール
　　　　　（松田町松田惣領2078）
内　　容　○防犯落語「悪質商法撲滅！」
　　　　　　講師　宮田　勲　（みそか家越さん）氏
　　　　　○「実演・これが空き巣の手口だ！」
　　　　　　講師　セキュリティ4A　理事長　柿岡　守一　氏
入 場 料　無料
申込み期限　２月４日（火）まで
申込み方法　FAX又はメールにて、タイトル「防犯指導者

養成セミナー（足柄上地区）参加希望」・連絡
先・参加者名を記載して、お申込みください

問 合 せ　神奈川県くらし安全交通課　前澤
申 込 み　（☎045－210－3520 FAX045－210－8953）
　　　　　（メールkurashi.net@pref.kanagawa.jp）

みや た いさお や こ

かきおか もりかず

費　用内　　容

1,600円
400円

【乳がん検診】
視触診、マンモグラフィ（乳房Ｘ線検査）
　40～ 69歳の方
　70歳以上の方

700円
無　料

【子宮がん検診】
　20歳～69歳の方
　70歳以上の方



お口のケア講座を開催します
　お口をきれいにすると歯周病だけでなく、動脈
硬化予防にもなります。全身の健康づくりに効果
のある「お口のケア」について学びませんか。

日　　時　２月３日（月）10：00～11：30
場　　所　健康福祉センター会議室201
参 加 費　無料
持 ち 物　歯ブラシ、手鏡
申込み期限　１月30日（木）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

フリースクールなどによる
不登校相談会を開催します

　神奈川県教育委員会では、フリースクールなど
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。

日　時　２月１日（土）13：00～16：30
　　　　（受付12：30～16：00）
場　所　大和市生涯学習センター（大和市深見西1－3－17）
内　容　・フリースクールなどの活動紹介
　　　　・個別相談会　など
参加費　無料
※事前申込みは不要ですので、直接お越しください。
問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　（☎045－210－8292）

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28日（火）14：00～16：00
場　所　役場 402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）

平成25年度山北町介護者のつどい
　山北町地域包括支援センターでは、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」を開催します。
　介護に追われ多忙なこととは思いますが、日頃
の苦労や悩み事を少しでも解消できる場として、
笑って、歌って楽しいひとときをお過ごしいただ
ければと思います。

日　　時　２月22日（土）13：00～15：30
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を行います。希望者はお
申込みください。

内　　容
　第１部　講演「ウーロン亭ちゃ太郎オペラカンパニー」
　　　　　（オペラ落語）・パタカラ体操（口腔ケア）
　　　　　講師　洗足学園音楽大学講師

ウーロン亭ちゃ太郎　氏
　第２部　座談会・お茶会
申込み期限　２月７日（金）まで
問合せ申込み　地域包括支援センター（☎75－1941）

た ろうてい

月　　日
受付時間
場　　所

２月４日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター

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
受付時間
場　　所

２月６日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター

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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

月　　日
時　　間
場　　所

内　　容

対　　象
持 ち 物

２月１日（土）
10：00～12：00
健康福祉センター
・新生児の育て方（講話）
・赤ちゃんのお風呂（デモンストレ
　ーション、実技）
妊婦とそのご家族
母子健康手帳、筆記用具

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

２月12日（水）
９：30～9：45
健康福祉センター
平成25年６月～８月生まれの乳児
母子健康手帳

離乳食講習会

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

２月14日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児
母子健康手帳

乳幼児ニコニコ相談


