
リラクゼーションサロン「アンナマリー」
初回500円 割引あり

☆ボディケア&ヘッドケア&ホットストーン（もみほぐし）
30分2000円、60分4000円、90分6000円（延長10分700円）

☆スピリチュアルヒーリング
60分5000円、90分8000円

住　所：山北町山北1714（山北駅前交番裏の道、つき当り右手角　Ｐ有り）
営業日：毎週土曜11時～18時　※他12月８日（火）・９日（水）

ご予約・お問い合わせ、まずはお電話ください。
≪予約制≫080－1237－4051（高山中子）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

お　し　ら　せ　版

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　11月16日（月）から22日（日）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16日（月）～22日（日）
受付時間　8：30～19：00（土・日曜日は10：00～17：00）
相 談 先　☎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）

❶
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成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成28年１月10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７年４月２日から平成８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27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）

臨時福祉給付金の申請期限が近づいています
　町では、「臨時福祉給付金」の申請を受け付け
ています。申請の期限は11月30日（月）までです。
　支給の対象であっても、申請期間内に申請がな
かった場合には支給できません。支給要件を再確
認し、福祉課又は清水・三保支所にて申請をして
ください。
　なお、対象であると思われる方には、９月上旬
に町から申請書と案内を送付しています。
　
対　　象　平成27年度町民税（均等割）が非課税
　　　　　の方
※課税されている方の扶養親族や生活保護を受給
　している方を除く。

支 給 額　対象者１人につき6,000円

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

道の駅「山北」秋の収穫祭
　道の駅「山北」では、秋の収穫祭を開催します。
地場産の新鮮野菜・果物など、たくさん揃えてお
待ちしています。みなさんぜひご来店ください。

日　時　11月22日（日）9：00～17：00
内　容　とれたて地場農産物、清水地域産コン

ニャク芋で作った「味噌おでん」、豚汁、
焼きそば、フランクフルトの販売

※先着100名に甘酒の無料サービスがあります。
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

そろ

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　時　①11月28日（土）10：00～15：00
　　　　②11月29日（日）10：00～15：00
場　所　大野山乳牛育成牧場 まきば館
内　容　作陶（器の成形、化粧土にはる文様付け）
講　師　つぶらの窯　山本　わたる　氏
定　員　各日15名（定員になり次第、締切り）
費　用　１名3,000円（材料費・焼成費・講師料）
持ち物　弁当、飲物、汚れてもよい服装（エプロンなど）
申込み　11月25日（水）まで期　限
申込み　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電話
方　法　又はFAXにてご連絡ください
問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）申込み

やまもと



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28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）

中小企業退職金共済制度のお知らせ
　中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制
度を設けることが困難な中小企業に対して、事業
主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けら
れた国の退職金制度です（運営は独立行政法人勤
労者退職金共済機構）。

　国では、初めて中小企業退職金共済制度に加入
する事業主及び掛金月額を増額する事業主に掛金
の一部を助成したり、掛金を全額非課税としたり
するなどの優遇処置を講じています。詳しくは独
立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページを
ご覧ください。
（http://www.taisyokukin.go.jp/）

問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金課資金係
　　　　（☎045－211－7354）

神奈川県最低賃金が改定されました
　神奈川県最低賃金が改定され、時間額905円（改
定前より18円引上げ）と定められました。
　神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常
用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や
呼称を問わず、すべての労働者とその使用者に適
用されます。

「必ずチェック 最低賃金！  使用者も、労働者も。」

問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金課
　　　　（☎045－211－7354）
　　　　又は最寄りの労働基準監督署

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

　平成27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）

❷

配水管布設替工事に伴う交通規制のお知らせ
　平山橋に布設している配水管布設替工事のた
め、日中交通規制を行います。ご不便をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

期　間　11月16日（月）～平成28年１月30日（土）
場　所　平山橋（川西地区）
施工業者　（有）尾崎水道工事店（☎76－3344）
問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

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－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、人工衛星などを通じて瞬時に情報伝達する
システムです。

訓練日時　11月25日（水）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）
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普通救命講習Ⅰを行います
日　時　12月13日（日）9：00～12：00
場　所　大井町生涯学習センター
　　　　（大井町金子1995）
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３日（木）まで
期　限　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　直接提出してください
※申請書は最寄りの消防署又は出張所で受け取る
　か、ホームページからもダウンロードできます。
問合せ　小田原市消防本部救急課
申込み　（☎49－4441）
※小田原市消防本部ホームページに平成27年度定
　期救命講習予定表を掲載しています。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

山北町ふるさと交流センターからのお知らせ
　山北町ふるさと交流センターでは、冬季期間中
（12月から２月）、開館時間を９：00から16：00
に変更します。なお、登録団体による占用利用に
ついては変更ありません。

問合せ　環境農林課農林振興班（☎75－3654）
　　　　ふるさと交流センター（山北町観光協会）
　　　　（☎75－2717）

食品衛生責任者養成講習会
　足柄食品衛生協会では、飲食店など食品衛生法
に定められた営業を営む場合に必要な『食品衛生
責任者』の資格を取得するための講習会を開催し
ます。受講希望の方は、事前にお申込みください。

【講習会】
日　時　平成28年１月21日（木）
　　　　10：00～17：00
場　所　足柄上合同庁舎２階　大会議室

【受講申込み】
日　時　12月15日（火）
　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター　
　　　　２階　研修室
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３

cm）、受講料
※申込みは代理の方でも可能です。
問合せ　足柄食品衛生協会（小田原保健福祉事務

所足柄上センター内）（☎85－3730）

❸

～Second 20th Anniversary～
山北町 昭和50年度生2度目の成人式のお知らせ
　「山北町 昭和50年度生」は、今年度40歳という
節目の年に仲間との再会と新たなる１歩を歩むべく、
「2度目の成人式」を開催します。対象者には卒業
文集などの名簿をもとに案内状を送付しますが、現
在お住まいでない方には、ご家族から対象者へご連
絡していただきますよう、ご協力をお願いします。

日　時　平成28年１月11日（月・祝）
　　　　13：00～15：00（受付12：30から）
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール
　　　　（旧山北町立中央公民館）
後　援　山北町
問合せ　山北町 昭和50年度生2度目の成人式
　　　　実行委員長　石月（☎090－8348－9897）

人権講演会を開催します
日　時　12月６日（日）13：30～15：30
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール
※定員408名を超えた場合、視聴覚ホールで映像
　の視聴となります。
テーマ　「夢と絆」

講　師　蓮池　薫　氏
　　　　（新潟産業大学経済学部准教授・拉致被害者）
費　用　入場無料
※事前申込みは不要です。
※駐車場に限りがあります。公共交通機関の利用
　や乗り合わせをお願いします。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

はすいけ かおる

“室生神社の流鏑馬”テレビ放送決定
　11月３日（火・祝）に開催された室生神社の流
鏑馬がテレビ放送されますので、ぜひご覧ください。

番組名　「日本の祭り2015　颯の杜　～室生神社
　　　　　の流鏑馬～」
放送日　12月６日（日）12:00から
放送局　ｔｖｋテレビ神奈川
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

や ぶ さ め



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
絵本や手遊び、歌で一緒に楽しく過ごしましょう。

日　時　12月２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）

男性のための料理教室
日　時　12月５日（土）9：30から
場　所　健康福祉センター２階　調理実習室
内　容　お正月料理
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　11月27日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

第34回小学生の税の書道展
公開展示・表彰式のお知らせ

　国税庁で行う税を考える週間（11月11日から
17日）に伴い、第34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】

※入賞全作品5,244点を展示します。

【表彰式について】　
日　時　11月29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　12,716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
　　　　（☎24－2611）

❹

クリスマスリースを作ってみませんか
日　時　11月28日（土）9：00～11：30頃
場　所　足柄上合同庁舎第二別館３階　会議室
講　師　足柄観光ガイドの会の会員
定　員　30名程度（先着順）
※小学校低学年以下の場合は、保護者同伴。
費　用　１作品につき500円（材料費など）
申込み　11月24日（火）まで期　限
※作品は、１個約40分程度で出来上がります。
※作品は１人２個までとさせていただきます。
※作品を持ち帰るための紙袋などを用意してくだ
　さい。
問合せ　足柄観光ガイドの会事務局　高橋　博
申込み　（☎090－7700－9489）
　　　　（FAX0463－88－0750）

たかはし ひろし

～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！

足柄森林公園丸太の森
（☎７４－４５１０）

森あそび「年越し体験」
日　時　12月12日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　古民家　
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　先着30名（小学生）
費　用　1,500円　(昼食・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29日（日）9：00から電話にてお申
方　法　込みください

きね うす

森人すたいる　正月の準備
日　時　①12月19日（土）10：00～15：00  
　　　　②12月20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　各日先着15組
費　用　１組3,500円　(材料・保険代など)
持ち物　エプロン、持ち帰り用の箱又はおぼんなど
申込み　11月28日（土）9：00から電話にてお申
方　法　込みください

小田原市民会館
１階・３階ロビー、
３階小ホール

日　　時 場　　所

11月27日（金）～ 29日（日）
９：00～ 18：00
29日（日）は17：00まで



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　12月５日（土）10：00～15：00
場　所　飯泉取水管理事務所（小田原市飯泉884）
※駐車台数には制限があります。
※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）

足柄上合同庁舎建替工事に伴う
利用制限について

　足柄上合同庁舎の建替工事を平成27年度から平
成29年度にかけて実施していきます。平成27年度
実施の車庫棟など除却工事の実施に伴い、駐車場
やグラウンドの一部が利用できなくなります。ご
理解とご協力をお願いします。

場　所　足柄上合同庁舎（開成町吉田島2489－2）
期　間　
・駐 車 場　11月16日（月）～平成28年3月下旬（予定）
・グラウンド　12月 １日（火）～平成28年3月下旬（予定）
問合せ　庁舎・施設利用については
　　　　　神奈川県県西土木事務所管理課
　　　　　（☎83－5111  内線210）
　　　　工事については
　　　　　神奈川県県土整備経理課経理第一グループ
　　　　　（☎045－210－6078）

小田原市立病院からのお知らせ
●診療体制について　
　初診又は過去３か月間受診されていない人が、
次の診療科を受診する場合は、開業医などからの
紹介状が必要です。

・内科 ・総合診療科・整形外科 ・耳鼻咽喉科　
・婦人科・リハビリ科・心身医療科（要予約）
・心臓血管外科（要予約）・泌尿器科（他にかか
　りつけ医がある時）

※紹介状がなくても受診できる科に、紹介状がな
く初めて受診する場合は、非紹介患者初診料
（1,720円）がかかります。

●里帰り分べん受け入れの休止について
　現在、小田原市立病院での分娩を希望される人
が多いため、里帰り分べんの新規受入れを一時的
に休止しています。

●検診科の一時休止について
　検診科医師の退職に伴い、代わりの医師の確保
ができるまで検診科の受診希望者の受け入れを休
止しています。

●保険証の確認について
　適正な保険請求を行うため、次の時期に「保険
証の提示」をお願いしています。ご理解とご協力
をお願いします。
・初診・毎月初めの受診日・保険証の切り替え時
・負担割合の変更時

問合せ　小田原市立病院医事課（☎34－3175）

❺

入札結果10月中
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

  914,760円

7,982,280円

1,867,320円

4,525,200円

14,796,000円

27,314,280円

  842,400円

7,884,000円

1,867,320円

4,428,000円

13,500,000円

22,090,320円

平成27年度
カード裏書システム賃貸借

富士通リース株式
会社横浜支店町民税務課

平成27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・平山地区）

有限会社湯山林業環境農林課

平成27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）

有限会社丹沢環境農林課

平成27年度
洒水の滝地質調査業務委託

株式会社
技研コンサルタント商工観光課

平成27年度
皆瀬川浄水場第2配水池改修工事 株式会社松永組上下水道課

平成27年度山北町立川村小学校
教育用コンピュータ賃貸借

富士通リース株式
会社横浜支店学校教育課

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、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）



問い合わせ先
入所相談 ▼新規施設　開設準備室　☎0550-76-5800　担当／堀江
職員採用 ▼医療法人社団　青虎会　☎0550-89-9953　担当／高橋

平成27年9月　新規施設開設 FUJI TORANOMON GROUP

介護老人保健施設・介護付き有料老人ホーム  菜の花の丘

完成予想図

■利用定員 ●介護老人保健施設（入所） １００人
 　（要介護認定者が利用する施設です）
 ●ショートステイ（短期入所） ２４人
 ●デイケア（通所） ２０人
 ●介護付き有料老人ホーム（入所） ９０人
 　（介護保険が無くても利用できる施設です）
■募集職種 ●看　護　師　募集人数　若干名
 ●介　護　員　募集人数　若干名
 　（必要教育等は行いますので資格等無くても応募可能となります）
 ●生活相談員　募集人数　若干名（社会福祉士・介護支援専門員）
　※給与・労働条件等は面接の際に決定させて頂きます。

静岡県　小山町（足柄駅より徒歩10分）
入所相談
受　付　中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタッフ
募　　集

❻

月　　日
受付時間
場　　所

12月３日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

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。

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

12月８日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成24年９～11月生まれの幼児
母子健康手帳、３歳児健診検査セッ
ト（視力・聴力検査用紙・尿検査）

月　　日
受付時間
場　　所

12月１日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

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。

日　　時
場　　所
対　　象

内　　容

参 加 費
持 ち 物

12月３日（木）10：00～12：00
健康福祉センター
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・妊娠中の過ごし方
・母乳育児について
・お産の進み方
無料
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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

《人権行政相談》
12月４日（金）から10日（木）は人権週間です

12月４日（金）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）

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。

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
12月9日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

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
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時　11月24日（火）14：00～16：00

場　所　役場４階　403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）


