
町営新根下住宅の入居者を募集しています
☆募 集 住 宅　新根下住宅4階1戸（3LDK）
　　　　　　　共同エレベーター完備
☆主な入居資格　・町内にお住まい、又はお勤めで

あること
　　　　　　　・町税及び町公共料金に滞納がな

いこと
　　　　　　　・現在、住宅に困窮していること
　　　　　　　・次の①又は②に該当する方
　　　　　　  ① 夫婦（婚約中を含む）又は親

子を主体とした家庭で、平成21
年の月あたりの所得が158,000
円以下であること

　　　　　　  ② 入居時の年齢が60歳以上の方、
又は身体・精神・知的障害のあ
る方で平成21年の月あたりの所
得が214,000円以下であること
（ただし、緩和措置により、昭
和31年4月1日以前に生まれた
方も入居資格があります）

※犬・猫その他の動物は飼えません。　　
☆申　込　み　入居申込書に必要事項を記入して
　方　　　法　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ています。
※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。
☆申込み期限　1月31日（月）
☆問　合　せ　定住対策室定住対策班
　申　込　み　（☎75－3650）

川村小学校「学校公開」のおしらせ
　保護者、地域の方に川村小学校の教育活動や児
童の様子を公開するものです。ぜひ、子どもたち
の様子をご覧に、お越しください。

☆日　時　1月29日（土）8：20～12：15
☆場　所　川村小学校
☆内　容　始業時刻から4校時終了までを公開し

ます
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※上履きをご持参ください。
※正面玄関で受付けをしてください。
☆問合せ　川村小学校（☎75－1142）

川村小学校 平成23年度入学説明会
　川村小学校では、平成23年度に入学予定者の保
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。
☆日　時　2月10日（木）11：00～12：00
☆場　所　川村小学校2階会議室
※上履きをご持参ください。
※詳細についてはお問合せください。
☆問合せ　川村小学校（☎75－1142）　

学童保育所を開設します
　NPO法人「まみぃ」では、平成23年度より学
童保育所を新設します。入所希望の方はお申込み
ください。
☆開設時間　
　月～金曜日　下校時刻～19：00
　春・夏・冬休み期間　8：00～19：00
※お盆、年末年始は除きます。
☆場　　所　山北144番地（怒杭地区）
☆対象児童　小学校1～4年生の留守家庭児童
☆募集人数　10人程度
☆問 合 せ　NPO法人まみぃ（☎20－6051）
　申 込 み

冬の星座教室に参加しませんか
☆日　時　2月3日（木）
　　　　　（集合）19：00　（解散）20：30
※天候不良の場合は予備日2月7日（月）に延期し

ます。
☆場　所　ぐみの木近隣公園
　　　　　（ゲートボール場付近）
☆対　象　小学校3年生以上の児童
　　　　　（ぜひ親子でご参加ください）
☆定　員　30人（先着順）
☆申込み　1月20日（木）から電話又は生涯学習
　開　始　課窓口でお申込みください
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　（☎75－3649）
※お子さんだけの参加の場合は、送迎をお願いし

ます。
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税理士会による無料申告相談のおしらせ
☆日　　程

月　日 受付時間 会　場

2月  3日（木）
2月  4日（金）

午前
9：30～
11：00
午後
13：00～
15：00

小田原市川東タウン
センター
3階マロニエホール

2月  8日（火）
2月  9日（水）

南足柄市役所
5階大会議室

2月16日（水） 大井町中央公民館

☆対　　象　小規模納税者の所得税および消費
税、年金受給者および給与所得者の
所得税の申告（土地、建物および株
式などの譲渡所得のある方を除く）

※譲渡所得（株の譲渡を含む）のある方、所得金
額が高額な方、住宅借入金等特別控除を初めて
受けられる方、相談内容が複雑な方、税理士に
依頼されている方はご遠慮願います。

※混雑状況により受付時間を早めに締め切ること
がありますので、ご了承ください。

☆問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）

山北町文化財保護ポスター展
　町教育委員会では、1月26日の文化財防火デー
にあわせて、町内の中学生が作成した文化財保護
ポスター展を行います。
☆日　時　1月19日（水）～2月2日（水）
☆場　所　中央公民館1階
※月曜日は休館日です。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

文化講演会のご案内
☆日　時　1月29日（土）14：00～16：00
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆内　容　「福沢諭吉は果たして山北を訪れたこと

があるのかどうか―その影響力は―」
　　　　　諭吉の手紙が神縄に1通残っています。

その波紋。その謎は？
☆講　師　金原左門（中央大学名誉教授・元町史

編集委員会委員長）
☆費　用　無料
※申込みは不要です。直接会場にお越しくださ

い。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

チェックしましょう最低賃金
　神奈川県内の基本の最低賃金が改正され、時間
額818円と定められています。
※最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃

金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額
以上の賃金を支払わなければならないとする制
度です。最低賃金に関する詳細はお問合せくだ
さい。

☆問合せ　小田原労働基準監督署
　　　　　（☎22－7151）

年金受給者の申告相談のおしらせ
☆日　程

月　日 受付時間 会　場

1月27日（木）
午前
9：30～
11：00
午後
13：00～
15：00

南足柄市役所
5階大会議室

1月28日（金） 小田原合同庁舎
2階2E会議室

☆対　象　年金を受給している方で、確定申告を
される方

※譲渡所得のある方および税理士に依頼している
方は、ご遠慮願います。

※混雑状況により受付時間を早めに締め切ること
がありますので、ご了承ください。

※駐車場が狭いので、車での来場はご遠慮願いま
す。

☆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9日（水）
　　　　　午前受付   9：30～11：00
　　　　　午後受付 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など

※土地、建物および株式など、譲渡所得のある方
は、ご遠慮願います。

※混雑状況により相談をお受けできない場合があ
りますので、ご了承ください。

☆問合せ　税務課税務班（☎75－3642）



町職員（保健師）を募集します！！
　町では、平成23年4月1日付け新採用職員（保健師）を次のとおり募集します。
☆応募資格

職　種 採用人数 応募資格 採用時期

保健師 1名 昭和50年4月2日以降の出生で保健師の資格をお持ち
の方、又は採用期日までに取得見込みの方 平成23年 4 月1日

☆提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）、エントリーシート（町指定のもの）、
成績証明書、卒業証明書又は卒業見込み証明書、資格証明書又は取得見込証明書、健康診
断書（2次試験合格者のみ）

※申込書等は、1月24日（月）から総務防災課で配付、又は町ホームページで掲載します。
　（URL：http://www.town.yamakita.kanagawa.jp）
☆給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当等を支給）
☆受付期間　2月1日（火）～18日（金）8：30～17：15（土・日曜日を除きます）
※郵便による申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
☆試験日程　第1次試験：2月25日（金）9：00～13：00
           　　 第2次試験：1次試験の合格者に直接連絡します
☆試験会場　中央公民館（第1次試験）
☆試験内容　第1次試験：一般的な知識についての筆記試験、作文、適性検査
　　　　　　第2次試験：1次試験の合格者に対して面接試験など
☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　応 募 先　

正しい応急手当を学びませんか
【普通救命講習会】

☆日　時　①2月28日（月） 9：00～12：00
　　　　　②3月19日（土） 9：00～12：00
　　　　　③3月20日（日） 9：00～12：00
☆定　員　各回7人
☆申込み　1月31日（月）必着
　期　限

【上級救命講習会】
☆日　時　①2月13日（日）9：00～18：00
　　　　　②2月20日（日）9：00～18：00
☆定　員　各回20人　
☆申込み　1月25日（火）必着
　期　限

【共通】
☆場　所　足柄消防組合消防本部3階多目的室
☆対　象　1市5町にお住まい又はお勤め、在学で

中学生以上の方
☆費　用　無料
☆申込み　往復はがきに希望する実施日、住所、
　方　法　氏名、生年月日、電話番号を記入し、
　　　　　お申込みください
※応募者多数の場合は抽選になります。
※1人で複数日の応募も可能ですが、受講は1日の

みになります。
☆問合せ　〒250－0106　南足柄市怒田40－1
　申込み　足柄消防組合消防本部警防課
　　　　　（☎74－6664）

ペットは、責任を持って正しく飼いましょう
　ペットとして犬や猫を飼う方が増えています。
飼い主の方はその習性をよく理解し、近隣に迷惑
をかけないよう心がけましょう。

○散歩のときには必ずリードを付けましょう。
○袋などを持参し、ふん等の後始末をきちんとし

ましょう。
○猫は放し飼いが多く、飼い主が気付かないと

ころで他人に迷惑をかけてしまうこともあるの
で、十分に注意しましょう。

○愛情を持って一生面倒を見てあげましょう。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75ー3645）

2月は「神奈川県中小企業活性化推進月間」です
　県では、創業・技術・経営・人材育成などで中
小企業への各種支援を、2月に集中的に取り組ん
でいきます。
☆問合せ　県商工労働部産業活性課産業活性化グループ
　　　　　（☎045－210－5558）



発掘！あなたが決める「ASHIGARA美食（グルメ）」
参加者を募集します

　足柄地域らしい「食」を決めてみませんか。地
域の食材を使った「あしがら 食のコンテスト」
の1次審査を通過したレシピによる試作品につい
て、試食・投票・意見交換を行います。

☆日　時　2月5日（土）12：30～14：30
☆場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室
☆定　員　80人　
※応募者多数の場合は抽選となり、結果通知を発

送します。
☆申込み　電話又はFAXで、①行事名：あしがら
　方　法　県民フォーラム②参加人数③託児希望の

有無・人数④代表者の氏名（ふりがな）
⑤代表者の住所をお伝えください

☆申込み　1月26日（水）必着
　期　限
☆問合せ　県足柄上地域県政総合センター企画調整課
　申込み　（☎83－5111 内線225　FAX83－4591）

第49回蔵王スキースクール参加者募集
☆日　程　2月17日（木）22：00出発予定
　　　　　2月20日（日）23：00到着予定
※出発・到着は、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人　※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）
☆申込金　18,000円
※2月1日以後の取消しの場合は返金できません。

はじめてのスキー！！
日帰りスキー教室開催

☆日　程　2月26日（土）
 　　　　　 7：30役場駐車場集合（8：00出発）
　　　　   18：00山北駅到着予定
☆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人
☆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

金分安くなります。

☆問合せ　町体育協会スキー部
　申込み　石川　實（☎76－4066）
　　　　　大谷　隆（☎75－0138）

地元の小麦でうどんをつくってみませんか
　地元産・無農薬の小麦粉を使ってうどんをつ
くってみませんか。ぜひ親子でご参加ください。
☆日　時　2月6日（日）9：00～12：00
☆場　所　高齢者いきいきセンター
　　　　　（岸四つ角付近）
☆定　員　20人　※先着順
☆費　用　200円（小学生以下は無料）
☆持ち物　エプロン、三角巾、マスク
☆申込み　1月30日（日）
　期　限
☆問合せ　山北地区地域づくり委員会
　申込み　相原（☎080－2257－8236）

とれたて山ちゃん味噌づくり講習会
　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん加工
部」では、味噌づくり講習会を開催します。町内
で収穫された大豆を使い、本格的な味噌づくりを
体験してみませんか。
　詳しくはお問い合わせください。

☆日　時　2月9日（水）13：00～16：00
☆場　所　とれたて山ちゃん
☆定　員　20人　※先着順
☆費　用　1,000円
※参加者全員に、丹精込めた手づくり味噌をプレ

ゼントします。
☆問合せ　ふるさと直販加工組合
　申込み　「とれたて山ちゃん」（☎75－3026）
　　　　　営業時間　9：00～16：00
　　　　　定休日　月・木曜日

お米を使った料理講習会
　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・生産物の活用技術を紹介するため、
料理講習会を行います。
☆日　時　2月9日（水）9：30～13：00
☆場　所　中央公民館調理実習室
☆定　員　20人　※先着順
☆費　用　実費
☆持ち物　エプロン
☆申込み　1月31日（月）
　期　限
☆問合せ　瀬戸　ヨシ子（☎75－1238）
　申込み　和田　文之（☎75－1757）



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）

総務防災課 平成22年度　未登記路線
（高杉農道）測量業務委託 有限会社 茜測量設計 1,144,500円 1,092,000円

産業観光課
平成22年度　森林ふれあい
健康セラピーモデルコース
サイン設置工事

健伸工業 株式会社 7,843,500円 7,560,000円

産業観光課 平成22年度　獣害防止柵整
備工事（深沢地区） 東栄建設 株式会社 1,890,000円 1,785,000円

都市整備課 平成22年度　町道畑湯の沢
線取付道路舗装工事 株式会社 湯川組 10,962,000円 10,290,000円

都市整備課 平成22年度　河村城址歴史
公園整備工事 株式会社 山崎組 9,513,000円 9,450,000円

都市整備課
平成21年度　道路・河川整
備工事（沢見沢整備工事）
（繰越明許）

有限会社 野木建設 1,785,000円 1,575,000円

定住対策室 平成21年度　町営山下住宅
環境整備工事（繰越明許） 湯川建築 9,649,500円 7,864,500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）

エクササイズ教室「チャージ」
　月～木曜日まで、日替りで全8種類のエクササ
イズ教室を行っています。子育て応援として、1
教室先着2世帯まで託児料金が無料になります。
この機会にぜひご参加ください。
☆日　程　月～木曜日　9：00～12：00
　　　　　（１教室50～80分）
☆場　所　健康福祉センター
☆費　用　体験料：500円
☆申込み　あすぽ　飯田
　問合せ　（☎090－8013－5541）
          　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）
※日程、費用、託児サービスなどの詳細について

はお問合せください。

第51回　町親睦ゴルフ大会
☆日　　時　3月1日(火)　※雨天決行。
☆場　　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
☆対　　象　町内にお住まい又はお勤めの方
※高校生以下は参加できません。
☆定　　員　160人　※先着順
☆費　　用　1人　12,200円（参加料3,000円、

プレー料金9,200円）
　　　　　　※ゴルフ場利用税・消費税込み
☆プレー方法　乗用カートによる18ホールセルフプレー
※スパイクシューズ使用不可（ソフトスパイク使

用）。
※高反発クラブ使用可。
☆申 込 み　2月10日（木）19：00
　期　　限　
☆申 込 み　生涯学習課備え付けの申込み用紙に、
　方　　法　必要事項を記入のうえ、参加料を添

えてお申込みください
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料

は返却できません。
※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払いください。
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎75－3649）

流木や流木チップを無料配布しています
　県企業庁では、大雨などで貯水池に流れ込んだ
流木を活用するため、チップ化してリサイクルを
しています。流木チップは園芸や庭づくりなどに
利用できます。希望者に無料配布しています。
☆配　布　毎週火曜日（祝日は除く）
☆申込み　電話でお申込みください
　方　法
※配布場所など詳細はお問合わせください。
※流木チップにプラスチック片などが混入してい

る場合もあるので、ご了承ください。
☆問合せ　県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所
　申込み　（☎78－3711）



虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力等の相
談を保健師がお受けします。
月　　日　2月1日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　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
等の相談を保健師がお受けします。
月　　日　2月3日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター相談室1

ママパパクラス
月　　日　2月5日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　松田町健康福祉センター
内　　容　新生児の育て方、赤ちゃんのお風呂
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

すくすく相談（6～8か月児）
　離乳食を中心に相談を行います。
月　　日　2月9日（水）
受付時間　9：30～10：00
場　　所　健康福祉センター2階多目的室2
対　　象　平成22年5月～7月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

障害のある方やそのご家族の相談室
　障害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。
※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しくだ

さい。
☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

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。ぜひお越しくださ
い。
☆日　時　毎週金曜日　9：45～11：45
　　　　　（2月4日～5月13日　全15回）
☆場　所　健康福祉センター2階会議室
☆定　員　8人程度
☆費　用　3,500円（会場費など）
※動きやすい服装、靴でお越しください。
※1、2回目を体験教室としますので、お気軽にお

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）

平成22年度 75歳以上の方の健康診査
受診期限は3月31日です

　町では、後期高齢者（長寿）医療保険制度によ
り、生活習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、
糖尿病など）の治療をしていない方に健康診査を
実施しています。
　受診希望で申込んでいない方は申込みを、受診
がお済みでない方は受診を、お早めにお願いしま
す。
☆受診期限　平成23年3月31日（木）
※申込み後に町から健康診査票を送付しますの

で、町が契約をした足柄上郡又は南足柄市内の
医療機関で受診してください。詳しい医療機関
については福祉課までお問合せください。

☆費　　用　無料
☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
　申 込 み （☎75－3644）


