
山北町第3次土地利用計画（案）についての
意見を募集します

　町では、現在第3次土地利用計画（平成27年度
～36年度）の策定作業を行っています。土地利用
計画は、自然環境の保全と適切な開発とのバラン
スのとれた土地利用の推進を目指し、健全な町土
の発展を図るため策定するものです。
　次の期間で町民のみなさんから幅広く意見を募集
します。詳細は、町ホームページをご覧ください。

募集期間　1月16日（金）～30日（金）
意見提出　役場政策秘書課へ直接又は郵送・ 
　　　　　FAX・メールにて、「氏名」「電話番号」 
　　　　　を記載して提出してください
※計画（案）は、政策秘書課窓口又は町ホーム 
　ページで閲覧できます。
※ご意見に対する個別の回答はしませんので、 
　ご了承ください。
問 合 せ　政策秘書課政策秘書班（☎75－3651　FAX 75－3660）
提 出 先　（メール　seisaku@town.yamakita.kanagawa.jp)

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　2月1日（日）7：00～8：30
　　　　　※小雨決行、荒天中止。　　　　　
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

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

平成27年度放課後児童クラブ（学童保育）の
入所説明会を開催します

　町では、保護者が仕事や家庭の事情などで昼間
家庭にいない児童のために、川村小学校で放課後
児童クラブを運営しています。
　平成27年4月に小学校に入学する新1年生や、
新たに利用を検討している方を対象に、放課後児
童クラブ入所説明会を開催します。利用を希望す
る方は、ご参加ください。

日　時　1月30日（金）19：00から
場　所　やまきた児童クラブ（川村小学校A棟1階）
対象児童　小学校1～6年生で、次の1.又は2.に該当する児童
　　　　1.保護者が就労などにより昼間留守家庭の児童
　　　　2.保護者が長期疾病などで保護者に代わる者
　　　　　がいない家庭の児童
※予約は不要ですので、直接会場にお越しください。　
※申込み書類は、説明会で配付するほか、福祉課 
　でも配付します。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

サンライズ東山北の入居者を
募集します

募集住宅　下本村中堅所得者住宅（サンライズ東山北）
　　　　　1戸（203号室3LDK）
入居資格　①入居者と同居親族の平成25年の月あたり
　　　　　　の合計所得が月額15万8千円以上48万
　　　　　　7千円以下であること 
　　　　　②町内・町外を問いません
　　　　　③同居親族を有すること
家 賃 等　67,000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。（入居者負担額53,600～67,000円）
受付期間　 1月19日（月）～30日（金）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入し、役場定 
　　　　　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。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定します。
入居可能時期　3月頃（予定）
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

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。
　また、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。

問合せ　総務防災課消防班（☎75－3643）
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合併処理浄化槽の適正な維持管理にご協力を
　合併処理浄化槽は、適正な維持管理を行わない
と、放流水の水質が悪化し、逆に生活環境を悪く
する原因となってしまいます。1年に一度は浄化
槽内の汚れを抜き取るなど、適正な管理にご協力
をお願いします。
※町では、衛生的で快適な生活と、河川や水路の 
　水環境保全のため、合併処理浄化槽の設置を推 
　奨しています。
※下水道処理区域の方は、公共下水道に接続をお 
　願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

青色申告会による確定申告指導会
　青色申告会では、所得税や消費税などの確定申
告作成について、無料の指導会を開催します。

期　間　2月1日（日）～3月16日（月）
※土・日曜日、祝日も開設します。
時　間　平日9：00～16：00
　　　　（土・日曜日、祝日、最終日は15：00まで）
場　所　青色会館3階　大ホール（小田原市本町2－3－24）
※初めて住宅ローン減税の申告をする方や、株や配当、
　贈与税（現金以外）、相続税、土地・建物・ゴ 
　ルフ会員権の売却の申告については、税務署へ 
　ご相談ください。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

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

2月3日（火）
2月4日（水） 9：30～11：00

13：00～15：00

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12日（木）
2月13日（金）

南足柄市役所
（5階大会議室）

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 
　を初めて受ける方、相談内容が複雑な方及び税理 
　士に依頼している方の申告相談は、ご遠慮ください。
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

所得税・事業税・住民税の申告相談
日　時　2月10日（火）
　　　　（受付 9：30～11：00、13：00～15：00）
場　所　生涯学習センター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
※譲渡所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場合があり 
　ますので、ご了承ください。
問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

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。

作成会場開設期間　2月2日（月）～3月16日（月）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※2月22日（日）及び3月1日（日）は受付けます。
時　　間　受付　8：30～（提出は17：00まで）
　　　　　相談　9：00～17：00
※混雑の状況により、受付終了時刻が早まる場合 
　がありますので、ご了承ください。
場　　所　小田原税務署3階
申告･納期限　○所得税及び復興特別所得税・贈与税：3月16日（月）まで
　　　　　○個人事業者の消費税：3月31日（火）まで
問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）

【合併処理浄化槽活用のコツ】

塩素系漂白剤（洗剤）は
浄化槽の中の微生物の働きを
阻害してしまいます。

トイレ掃除には
生物に与える影響の少ない
中性洗剤を！

ティッシュやたばこの吸い殻は
分解されません！

～お菓子作り教室参加者募集～
いくみ会地区伝達講習会

日　　時　2月9日（月）9：30～12：00
場　　所　健康福祉センター　2階　栄養指導室
内　　容　お菓子作り（みそ風味のカステラ・ 
　　　　　ニョッキのお菓子・淡雪かん他）
費　　用　400円（材料費等）
持 ち 物　エプロン、三角巾、ハンカチ、筆記用具
申込み期限　2月3日（火）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



星座教室に参加しませんか
日　　時　2月12日（木）
　　　　　集合19：30（解散20：30）
※天候不良の場合は、2月18日（水）に延期します。
場　　所　ぐみの木近隣公園（多目的広場）　
※親子での参加も可能です。
※子どものみの参加の場合は、必ず保護者の方の 
　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）
費　　用　無料
持 ち 物　懐中電灯・温かい飲み物など
申込み方法　1月22日（木）から、役場生涯学習課へ 
　　　　　直接又は電話にてお申込みください
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

山北サッカークラブ体験教室
日　時　2月8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、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　飯田
　　　　（☎79－1151　携帯 090－7244－6724）

山北町体育協会「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。
高齢からでも始められるのも一つの特徴です。
　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 
　が必要です。
問合せ　山北町体育協会弓道部　石

いしざき
崎　立

た つ お
夫

　　　　（☎76－3268　携帯 090－1777－3761）

平成26年広島県大雨災害義援金募金のお礼
　広島県で発生した大雨災害の被災者に対し、
町民のみなさんからいただいた災害義援金が、
28,392円に達しました。
　みなさんの温かい心遣いに深く感謝します。
　なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金させていただきました。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

志賀高原スキーツアー募集
日　程　2月20日（金）  7：00 出発予定
　　　　2月22日（日）20：00 帰着予定
※出発・帰着場所は、山北駅表口です。
場　所　長野県志賀高原スキー場
宿泊先　志賀サンバレー志賀の湯ホテル
定　員　30名（先着順）
費　用　33,000円（宿泊代、バス代、傷害保険料含む）
申込み金　13,000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28日（土）※予備日3月7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　30名（先着順）
費　用　9,000円（バス代、傷害保険料、昼食代、
　　　　スキーレンタル料、入場料、リフト料含む）
※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　武

たけ
　芳

よしかず
和（武書店）（☎75－0020）

　　　　大
おおたに

谷　隆
たかし

（大谷スポーツ店）（☎75－0138）

第32回わかりやすい医学講話「認知症の理解と援助」
～認知症になっても住み続けられる街づくり～　
日　時　1月31日（土）14：00～16：00
場　所　南足柄市文化会館　大ホール
講　師　杉

すぎやま
山　孝

たかひろ
博氏（川崎幸クリニック院長、 

　　　　認知症の人と家族の会神奈川県支部代表）
費　用　無料
共　催　一般社団法人足柄上医師会・南足柄市・ 
　　　　中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・ 
　　　　武田薬品工業㈱
後　援　足柄歯科医師会・小田原薬剤師会足柄上支部
問合せ　足柄上医師会事務局（☎83－1800）



足柄上衛生組合非常勤職員を募集
勤務場所　足柄上衛生組合管理課（南足柄市班目1547）
職　　種　足柄上地区介護認定審査会事務
応募条件　①パソコン操作のできる方（ワード・ 
　　　　　　エクセルなど）
　　　　　②普通自動車免許を有する方
募集人数　1名
勤 務 日　週5日程度
勤務時間　9：00～17：00
　　　　　（7時間・60分間の休憩あり）　
賃　　金　時給950円
採用予定日　4月1日（水）
選考方法　書類選考及び面談
応募期間　2月2日（月）～2月10日（火）
　　　　　9：00～17：00
応募方法　次の書類を、足柄上衛生組合管理課へ 
　　　　　本人が直接提出してください
　　　　　①履歴書（市販の履歴書に写真添付）1通
　　　　　②普通自動車免許証の写し　1通
問 合 せ　足柄上衛生組合管理課（☎74－0722）申 込 み　

第10期酒匂川水系水源監視モニター募集
委嘱期間　4月1日～平成29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
　　　　　水系の流域に居住する満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27日（金）まで
応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、郵便、 
　　　　　FAX又は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
申 込 み　神奈川県内広域水道企業団
　　　　　飯泉取水管理事務所　勝山
　　　　　（☎４８－１８４９　ＦＡＸ ４８－３２３５）
　　　　　（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。

県立職業技術校
2015年4月生後期募集について
対　　象　職業に必要な知識、技術・技能を習得し
　　　　　て、職業に就こうという意志がある方
実施校及び募集コース
【東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）】
（☎045－504－2810）
○若年者向けコース（有料）
　自動車整備、マシニング＆CAD／CAM、建築 
　設計、造園など全7コース
○離転職者向けコース（無料）
　機械CAD、庭園管理サービス（新設）、ケア 
　ワーカー、給食調理など全9コース
【西部総合職業技術校（かなテクカレッジ西部）】
（☎0463－80－3002）
○若年者向けコース（有料）
　電気、ICTエンジニア、木材加工、室内設計施 
　工など全7コース
○離転職者向けコース（無料）
　建築CAD、溶接・板金、庭園エクステリア施 
　工、介護調理など全8コース
募集期間　ハローワークでの事前手続きを経て、 
　　　　　2月2日（月）までに各校へ申込みして 
　　　　　ください
選 考 日　2月15日（日）
※募集案内は、各技術校・ハローワークで配付しています。
※体験入校・オープンキャンパスなどのイベント 
　情報を、各校ホームページに掲載しています。
問 合 せ　神奈川県産業人材課（☎045－210－5715）
申 込 み　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360926）

町環境整備公社臨時職員を募集
勤務場所　（公財）山北町環境整備公社（神尾田759-2）　
勤務内容　清掃作業、環境作業、ボート作業ほか
応募資格　普通自動車免許（AT限定不可）を有する方
募集人数　男性2名（平成27年4月1日現在で60歳 
　　　　　から66歳までの方）
勤務日数　月15日以内（土・日曜日、祝祭日の出勤あり）
勤務時間　8：30～17：00（夏季17：30　冬季16：30）
賃　　金　日給7,200円（通勤手当あり）
採用時期　4月1日（水）
選考方法　書類選考及び面談
応募締切　2月16日（月）※毎週水曜日は休館日です。
応募方法　次の書類を、山北町環境整備公社（丹 
　　　　　沢湖記念館内）へ直接提出してください
　　　　　①履歴書（市販の履歴書に写真添付）1通
　　　　　②普通自動車免許証の写し　1通
問合せ申込み　（公財）山北町環境整備公社（☎78－3415）



朗読劇「ハッピーバースデー」
チャリティ公演2015小田原のお知らせ
　ベストセラー作品「ハッピーバースデー」が、豪
華声優陣による朗読劇になりました。子ども・若者
たちへ「希望」「生きる大切さ」を伝えます。

日　時　1月25日（日）
　　　　【昼の部】13：00開演（12：30開場）
　　　　【夕の部】17：00開演（16：30開場）
場　所　小田原市民会館大ホール
料　金　2,000円（全席自由席）
※収益金はすべて、認定NPO法人神奈川子ども未来ファンドを 
　通して、子どもの育ちを支援する団体への助成金となります。
問合せ　朗読劇「ハッピーバースデー」チャリティ公演 
　　　　2015小田原事務局（☎090－1206－4499）

教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会を開催します

　教育委員会とフリースクールが連携・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7日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付　12：30～16：00）　
場　所　小田原市生涯学習センターけやき（小田原市荻窪300）
内　容　・不登校経験者による座談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介　　　　　    
　　　　・個別相談会　など
費　用　無料
※事前予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　（☎045-210-8292）

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26年度
滝沢・高松作業道整備工事その4 今泉建設株式会社 13,316,400円 12,312,000円

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
私有林整備工事（平山地区）

有限会社宮本林産 3,585,600円 3,564,000円

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
私有林整備工事（丸山地区）

有限会社丹沢 1,533,600円 1,404,000円

都市整備課 平成26年度
神縄地区内道路改良工事 株式会社磯部組 2,646,000円 2,484,000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）

丹沢湖ビジターセンター最後の企画展
「自然と人のかけ橋　丹沢湖ビジターセンターのあゆみ」
　丹沢湖ビジターセンター18年の軌跡を振り返り
ます。　

開催期間　3月31日（火）まで（祝日は開館）　　　
　　　　9：00～16：00（～2/28）
　　　　9：00～16：30（3/1～）
※休館日は、毎週月曜・第2木曜（祝日除く）、 
　祝日の翌日となります。
場　所　丹沢湖ビジターセンター1階　
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）

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。ちょっと頭を使うけ
ど、運動量はウォーキング程度。「頭の体操にな
る」と中高年にも人気です。
　私たちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか。

日　時　2月6日（金）～5月15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。
場　所　健康福祉センター 2階　会議室
定　員　8名
費　用　3,500円（全15週分、テキスト代・会場費）
※動きやすい服装・靴でお越しください。
※月曜日午前中の教室もありますので、お問合せください。　　
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）



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3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　2月5日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

離乳食教室
月　　日　2月4日（水）
受付時間　9：30～9：45
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成26年6～8月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

ママパパクラス
月　　日　2月7日（土）
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
　・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）
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。

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

実施日 時　間 場　所

1月28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）

糖尿病公開講座「糖尿病と上手につき合う」
　今回は心と体の面から、自分にあった糖尿病との
つき合い方を見つけるヒントを紹介します。
　糖尿病の患者さんや興味のある方を対象にしています。

日　時　1月29日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　講義室
講　師　糖尿病看護認定看護師　大

おおさわ
澤　照

て る み
美氏

　　　　臨床心理士　大
おおまち

町　隆
たかふみ

文氏
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課　鈴木（☎83－0351）

「健康福祉センター」から
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」を使ったあえもの料理です。
ぜひ、ご参加ください。

日　時　2月13日（金）9：30～13：00
場　所　生涯学習センター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　2月3日（火）
問合せ　瀬

せ と
戸　ヨシ子

こ
（☎75－1238）

申込み　和
わ だ

田　文
ふ み の

之（☎75－1757）

無料クーポン券（乳がん・子宮がん検診）の
使用期限が近づいています

　昨年5月頃送付した、乳がん・子宮がん検診の
無料クーポン使用期限は平成27年3月末です。早
めに検診を受けてください。　
　再発行を希望する方はご連絡ください。

【乳がん無料クーポン券対象者】
昭和48年4月2日～昭和49年4月1日生まれの女性の方

【子宮がん無料クーポン券対象者】
平成5年4月2日～平成6年4月1日生まれの女性の方　

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75-0822）

子宮がん検診の施設検診について
　平成26年度の子宮がん検診受診券をお持ちの方
は、早めに検診を受けてください。受診できる施
設は、県立足柄上病院・柴田産婦人科・緑蔭診療
所です。
　なお、大井町クリニックは、施設の都合により
検診の実施が中止となりました。

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


