
（正社員）調理師募集 !！
デイサービス ・ バーデンライフ山北の厨房で

調理盛り付けのお仕事です！
勤務時間：8：00～17：00
給　　与：175,000円～250,000円
休　　日：ローテーションによる

まずはお気軽に
本社採用係まで
お電話ください！

〒242-0018　大和市深見西 2 ー 6 ー 28
TEL （046）261-9700　FAX （046）264-3511

山北町産業まつりのおしらせ
　町では、町内の産業を町内外に広く紹介すると
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22日（土）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

さんぽくまち
北町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＆山北中吹奏楽部演奏
　　　　・福餅まき
　　　　・山北ブランドのPR
問合せ　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
納付額証明書が送付されます

　平成26年中に国民健康保険税・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
よる納付又は口座引落し）にて納付された方に、
確定申告などに使用する納付額証明書を1月中旬
に郵送します。年末調整のために事前に必要な方
は、保険健康課へお越しください。
※特別徴収対象者（年金天引き）で納付額証明書

が必要な方は、1月中旬より年金保険者（日本
年金機構など）から郵送される源泉徴収票をご
利用ください。

※非課税年金（遺族年金又は障害年金）から特別
徴収されている方は、源泉徴収票が年金保険者
から郵送されません。納付額証明書が必要な方
は、保険健康課へお問合せください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

国民年金保険料の控除証明書が送付されます
　年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する
ための「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が、11月上旬に日本年金機構から送付されます。
※10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を

納付された方には、平成27年2月上旬に送付さ
れる予定です。

問合せ　小田原年金事務所（☎22－1391）

防災行政無線を用いた
全国一斉緊急情報の伝達試験を実施します
　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国
瞬時警報システム（J

ジ ェ イ ・ ア ラ ー ト
－ALERT）により送られて

くる国からの緊急情報を、防災行政無線を用いて
確実にみなさんへお伝えするための試験放送を行
います。
※J－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報

を、人工衛星などを活用して瞬時に情報伝達す
るシステムです。

実 施 日　11月28日（金）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、試験放送です。」×3回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成27年1月11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6年4月2日から平成7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28日（金）までに生涯学習課へ
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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かながわ若者就職支援センター
「若者のための働き方相談」

　就職活動の悩みや不安について、かながわ若者
就職支援センターのキャリアカウンセラーがアド
バイスします。応募書類の添削や面接練習もでき
ます。（求人の紹介はしません。）
　

月　日 時間（各日とも） 備　考

12月 5日（金）
 1月16日（金）
 2月 6日（金）
 3月 6日（金）

①10：00～
②11：00～
③13：00～
④14：00～
⑤15：00～
⑥16：00～

1人1時間程度

場　所　小田原市役所
対　象　30歳代以下の方
定　員　各日6名（先着順）
申込み方法　小田原市産業政策課へ直接又は電話にて

お申込みください（平日8：30～17：15）
問合せ申込み　小田原市産業政策課（☎33－1514）

使用済携帯電話回収ボックスを設置します
　ご家庭に使用していない携帯電話はありませんか。
　町では、小型家電リサイクル法に基づき、役場庁舎
に専用回収ボックスを設置し回収します。詳しくは広報
やまきた12月1日号でお知らせします。

回収開始　12月1日（月）から
回 収 品　携帯電話・PHS・スマートフォン　
回収場所　役場本庁舎
回収方法　回収ボックスへ本人が直接搬入
問 合 せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

平成27年度町民カレンダーに
広告を掲載しませんか

　町民カレンダーには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。
　規格や掲載料を見直し利用しやすくなりました
ので、ぜひご利用ください。
　申込書などは、町ホームページからダウンロードで
きます。（行政情報▶広報・広聴▶有料広告）

広告の規格 掲載料
5.0cm × 9.0cm 50,000円
2.5cm × 9.0cm 24,000円
2.5cm × 5.0cm 14,000円

募集期間　平成27年1月30日(金)まで
問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

個別記帳指導会を開催します
　平成26年1月からすべての白色申告者にも、
「記帳や帳簿の保存」が義務付けられました。
　青色会に登録のない新規事業開業者などを対象
に、無料指導を行います。事前に予約のうえ、ご
参加ください。

日　時
○第１回目　12月15日（月）～19日（金）
【テーマ】お客様の記帳のありかたについて
○第２回目　平成27年1月13日（火）～16日（金）
　　　　　　① 9：00  ②10：30  ③13：30
　　　　　　④15：00  ⑤16：30
【テーマ】確定申告に向けての実質的なご相談
場　所　青色会館4階（小田原市本町2－3－24）
費　用　無料
申込み　11月18日（火）9：00から、電話にて予
方　法　約してください
問合せ　（社）小田原青色申告会個別記帳指導係
申込み　（☎24－2613）

第33回小学生の税の書道展
公開展示・表彰式のお知らせ

　国税庁実施の「税を考える週間（11月11日～
17日）」に伴い、第33回小学生の税の書道展公
開展示と表彰式を行います。

【展示について】
日　時 場　所

11月28日（金）～30日（日）
9：00～18：00

※30日（日）は17：00まで

小田原市民会館
1階ロビー、
3階ロビー・小ホール

※入賞全作品5,403点を展示します。

【表彰式について】
日　　時　11月30日（日）
　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。
場　　所　小田原市民会館　大ホール
応募総数　13,132点
対　　象　小田原市、南足柄市、足柄上・下郡の

小学生
主　　催　公益社団法人小田原青色申告会
問 合 せ　（社）小田原青色申告会事務局管理課
　　　　　（☎24－2611）



製造事業所の方へ
平成26年工業統計調査を実施します
　工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らか
にすることを目的とした、統計法に基づく報告義
務がある重要な統計です。
　調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基
礎資料として利活用されます。
　調査時点は平成26年12月31日です。調査員が調
査票を持ってお伺いするか、国から調査票が直接郵
送されますので、調査にご協力をお願いします。

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　神奈川県統計センター事業所工業統計課
　　　　　（☎045－210－3221）
　　　　　企画財政課企画班（☎75－3652）

齋
さ い と う

藤杏
あ ん

花
な

さん（中学2年生）を
探しています

　今年3月10日（月）16：00頃、下校途中に行方
がわからなくなりましたが、有力な情報が得られ
ておらず、現在も見つかっていません。
　携帯電話・財布・現金は自宅に置いてあり、私
服も持ち出した形跡がありません。
　お心当たりの方は、朝

あ さ か
霞警察署又は最寄りの警

察署・交番へご連絡ください。

齋藤杏花さん
　平成13年1月15日生（13歳）
　埼玉県朝霞市在住

【身体的特徴】
・身長155cmくらい、やせ型
・髪型　肩下あたりまでの黒髪
　ストレート
・笑うと口元左横にえくぼが
　できる

【所持品】
・ほぼ真っ黒のリュックサック
・ナイロン製の肩掛け型巾着（ピンク色で母親の

手作り）※巾着の中には中学校のジャージ上下
入り

問合せ　埼玉県朝霞警察署（☎048－465－0110）

普通救命講習Ⅰを行います
日　時　12月14日（日）9：00～12：00
場　所　町民文化センター（松田町）
対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町に在住・在学・
在勤の中学生以上の方

内　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱い
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
受講料　無料
申込み　12月4日（木）まで
期　間　9：00～17：00（土・日曜日を除く）
申込み　電話予約後、申請書を消防署・出張所へ
方　法　直接又はFAXにて提出してください
※電話予約は、12月3日（水）までです。
※申請書は、消防署又は出張所で受け取るか、小

田原市消防本部のホームページからもダウン
ロードできます。

　URL (http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/)
問合せ　小田原市消防本部救急課
申込み　（☎49－4441　FAX49－2591）

インクルーシブ教育推進フォーラム
～共に学び共に育つ教育について考える～
　共生社会づくりをめざし、障がいのある子ども
たちを含む、すべての子どもが可能な限り同じ場
で共に学ぶ「インクルーシブ教育」について考え
ます。
日時・場所（全4回）

日　時 場　所

第1回
12月6日（土）
1 4：0 0～1 6：3 0

（13：30開場）

平塚市中央公民館
小ホール

（平塚市追分1-20）

第2回
12月12日（金）
1 4：0 0～1 6：3 0

（13：30開場）

藤沢市民会館
小ホール

（藤沢市鵠沼東8-1）

第3回
12月20日（土）
1 4：0 0～1 6：3 0

（13：30開場）

横浜市社会福祉センター 
ホール

（横浜市中区桜木町1-1）

第4回
平成27年１月30日（金）
1 3：4 5～1 6：0 0

（13：30開場）

海老名市文化会館
小ホール

（海老名市上郷476-2）
※複数の会場を同時に申込むことも可能です。
内　容　基調提案、パネルディスカッションなど
　　　　（全４回共通）
費　用　無料
主　催　神奈川県教育委員会
申込み　県教育委員会ホームページよりお申込み
方　法　ください　　　　　　
　　　　URL(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f531159/)）
問合せ　神奈川県教育委員会教育局支援部
申込み　子ども教育支援課教育指導グループ
　　　　（☎045－210－8217(直通)）
　　　　（FAX045－210－8937）



御
み き も と

木本幸
こうきち

吉パールロードを訪ねて
（松田～栢山までのウォーキングツアー）
日　時　12月6日（土）9：00～15：00頃
　　　　※荒天の場合は、翌日に延期。
コース　JR松田駅～二宮金次郎石碑～寒田神社～

十文字橋～祖師堂～坂口堤～善栄寺～尊
徳記念館（昼食・資料室見学）～二宮尊
徳生家～捨苗栽培地跡～油菜栽培地跡～
小田急線栢山駅

集　合　JR御殿場線松田駅北口　9：00
解　散　小田急栢山駅　15：00（予定）
募集人数　30名程度（先着順）
費　用　1,500円（弁当代・尊徳記念館資料室観

覧料・資料代・傷害保険代）
持ち物　飲み物、雨具、健康保険証（コピー可）
申込み期限　12月3日（水）
問合せ　足柄観光ガイドの会事務局　高橋
申込み　（☎090－7700－9489）（FAX0463―88－0750）

～丸太の森 イベント参加者募集～
古民家で昔ながらの年越し体験をしよう！

足柄上森林公園丸太の森
（☎74－4510）

森遊び「年越し体験」
日　時　12月13日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　古民家
対　象　小学生
内　容　古民家の大掃除・正月飾り作り・杵と臼

を使った餅つき（昼食）
定　員　30名（先着順）
費　用　1,500円（昼食代・保険代など）
持ち物　飲み物、軍手、タオル、動きやすい服

装、雨具など
申込み　11月30日（日）9：00から、足柄森林公
方　法　園丸太の森へ電話にてお申込みください

森人すたいる　正月の準備
日　時　12月20日（土）・21日（日）10：00～15：00
　　　　※60分単位で時間予約。
場　所　足柄森林公園丸太の森　古民家
内　容　杵と臼を使った餅つき・正月飾り作り
定　員　各回15組（先着順）
費　用　3,500円（材料代・保険代など）
持ち物　エプロン、持ち帰り用の箱又はお盆など
申込み　11月29日（土）9：00から、足柄森林公
方　法　園丸太の森へ電話にてお申込みください

かながわハートフルフェスタ
inおだわら

日　時　12月6日（土）13：00～15：15
場　所　小田原市民会館　大ホール
　　　　（小田原市本町1－5－12）
内　容　・俳優阿

あ と う
藤快

かい
氏による講演

　　　　　「旅で出会ったあたたかい人たち！」
　　　　・小田原市立城北中学校吹奏楽部による

演奏
            ・人権作文コンテスト表彰式　など
費　用　入場無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　神奈川県人権男女共同参画課　
　　　　（☎045－210－3637）

野鳥観察会を開催します
　神奈川県内広域水道企業団では、野鳥観察会を
開催します。酒匂川の環境保全の大切さを学びま
しょう。

日　時　11月29日（土）10：00～15：00
場　所　飯泉取水管理事務所（小田原市飯泉884）
※駐車台数には限りがあります。
※ペットを連れての参加は、ご遠慮ください。
問合せ　神奈川県内広域水道企業団
　　　　飯泉取水管理事務所（☎48－1102）

丹沢湖ビジターセンター特別展
「水墨画で描く湖底に沈んだ三保のふるさと」第2弾
　丹沢湖ができる前、そこには1,000人あまりの
人々が暮らしていました。丹沢の自然とともに歩
んできた暮らしの一端を、水墨画をとおしてご紹
介します。
　平成24年度に開催し、好評を博した水墨画展の
第2弾です。

開催期間　12月14日（日）まで　9：00～16：30
※休館日　毎週月曜日（祝日の場合、その翌日）
場　所　丹沢湖ビジターセンター1階
内　容　野

の じ
地悌

て い こ
子氏による水墨画の作品展示

費　用　入場無料
問合せ　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター
　　　　（☎78－3888）



～Second 20th Anniversary～
盛り上がろう山北 2回目の成人式のご案内

　町内各中学校に在籍・卒業し、今年度40歳を迎
える方を対象に、町協力のもと、2回目の成人式
を開催します。対象のご家庭には「2回目の成人
式実行委員会」より案内状を送付します。40歳の
節目を同級生で祝いましょう！！
日　時　平成27年1月12日（月）13：00開会
場　所　生涯学習センター1階　多目的ホール
対　象　昭和49年4月2日～昭和50年4月1日生まれで、

清水中・三保中・山北中学校に在籍・卒業した方
費　用　1人4,000円　後　援　山北町
【お願い】
　対象者に案内状を送付しますが、すでに町にお
住まいでない方も予想されます。お手数ですが、
ご家族・ご親戚の方より対象者へご連絡いただき
ますよう、ご協力お願いします。
問合せ　2回目の成人式実行委員会事務局　
　　　　諸星（☎090―2675－7092）

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26年度
水源環境保全・再生市町村交付金事業
私有林・町有林整備工事（浅間山地区）

有限会社湯山林業 6,501,600円 6,480,000円

環境農林課 平成26年度
高松地区町有林整備工事 有限会社宮本林産 6,328,800円 6,328,800円

環境農林課 平成26年度
深沢地区獣害防止柵設置工事 静和建設株式会社 2,516,400円 2,376,000円

都市整備課 平成25年度
町道中里松原先線改良工事（繰越明許） 株式会社荻野工業 5,659,200円 5,346,000円

都市整備課
平成26年度
下本村地区太陽光・風力併用型街路
灯設置工事

尾崎電気 2,376,000円 2,365,200円

上下水道課 平成26年度
公共下水道（安洞）詳細設計業務委託

日本水工設計株式会社
湘南事務所 2,872,800円 2,700,000円

上下水道課 平成26年度
安洞地区給水詳細設計業務委託

株式会社東洋設計事務所
神奈川出張所 2,484,000円 2,160,000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）

おはなし会「クリスマススペシャル」を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。クリスマスにちなんだ
本や手遊び・歌で一緒に楽しく過ごしましょう。

日　時　12月3日（水）11：00～11：30
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

産後ママへのピラティス＆わらべうた
ベビーマッサージ体験参加募集
　赤ちゃんとのスキンシップを楽しんだ後は、自
身の産後ボディケアとして、ストレッチ・セルフ
マッサージ・ピラティスをとりまぜて行います。
　赤ちゃんにもママにも楽しい時間にしましょう。

日　時　11月27日（木）10：00～12：00
場　所　開成町民センター2階　集会室
※山北町での開催希望の方はご連絡ください。
対　象　赤ちゃんとママ
費　用　実費（会場費・オイル代ほか）
持ち物　バスタオル、飲み物、ヨガマット(お持ち

の方のみ)
申込み　11月22日（土）までにメールにてお申
方　法　込みください
問合せ　マタニティとあかちゃんとママの会　
申込み　岸（☎090－4365－0923）
　　　　（メール　boldred-k@docomo.ne.jp）



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　12月2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　12月4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　12月4日（木）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　妊婦とその家族

内　　容　妊婦中の過ごし方、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9日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年9～11月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、健診用セット（視力・
　　　　　聴力のアンケート、尿検査）

≪人権行政相談≫
12月4日（木）から10日（水）は人権週間です

12月4日（木）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)

第33回県西地区障害者文化事業
～つなごうみんなの心～

日　時　12月13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
内　容　・県西地区の障がい福祉関係機関・団体

などの作品展示と手作り製品の販売
　　　　・第3回県西地区アート作品コンクール　

「キラッとひかれ！わたしのアート」
　　　　・楽器演奏・踊りなどのアトラクション
問合せ　中井やまゆり園地域支援課（☎81－0288）

人権講演会を開催します
日　時　12月6日（土）13：30～15：20
　　　　（13：15受付・開場）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
テーマ　「女房が宇宙を飛んだ」
講　師　向

む か い
井万

ま き お
起男　氏

　　　　（日本初の女性宇宙飛行士 向
む か い

井千
ち あ き

秋さんの夫）
費　用　入場無料
※事前申込みは不要です。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　11月17日（月）から23日（日・祝）は、全国一斉「女
性の人権ホットライン」強化週間です。
　夫・パートナーからの暴力やセクハラなど、女
性をめぐる様々な人権問題について、県人権擁護
委員連合会所属の人権擁護委員及び法務局職員が
電話で相談をお受けします。ひとりで悩まず電話
してください。
実施期間　11月17日（月）～23日（日・祝）
受付時間　8：30～19：00
　　　　　（土・日曜日は10：00～17：00）
電話番号　0570－070－810（全国統一ナビダイヤル）
費　　用　無料
問 合 せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

「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25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。
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


