
卒業･入学祝いに『山北町商品券』を
どうぞご利用ください！！

　春の卒業・入学シーズンとなりました。お祝い
やお返し、贈り物に『山北町商品券』をどうぞご
利用ください。

☆種　　類　500円券、1,000円券の2種類
☆購入場所　会計課及び清水・三保支所
※商品券に記載されている有効期限まで利用でき

ます。
※町内の特定事業者でのみ使用できますが、おつ

りは出ませんのでご注意ください。

☆特定事業者の皆さんへ☆
　商品券の換金期限にご注意ください。
　商品券の有効期限の日の翌月から2か月となり
ますので、お早めに換金してください。

☆問 合 せ　産業観光課商工観光班
　　　　　　（☎75－3646）

町臨時職員台帳への登録者募集
～町の行政に関わる仕事をしてみませんか～
　町では、平成23年4月からの臨時的業務に従事
していただける方を募集します。これは、町の仕
事に対し働く意志のある方を広く募集し、事前に
登録しておくものです。臨時職員を必要とする仕
事があるときに、町から登録している方に連絡し
ます。
　なお、仕事の内容が希望に合わない場合は、断
ることもできます。
☆受付開始　2月21日（月）から（土曜・日曜・

祝日を除きます）
☆受付場所　総務防災課窓口（役場本庁舎3階）
☆提出書類　町指定の履歴書
※総務防災課窓口で、2月17日（木）から配付し

ます。
※氏名や中学卒業からの学歴、職歴などを記載し

ていただくものなので、21日以降は認印をお持
ちいただければ、その場で記入してご提出いた
だけます。

☆主な職種と条件
職　種 賃　金 そ　の　他
一般

事務員
820円

（時給）
簡単なパソコン操作のでき
る方。

保育園
保育士

900円
（時給）

早番（7：30～12：30）、遅
番（13：30～18:30）、普通
勤務（8：30～17：15）がで
きる方。資格を要します。

幼稚園
教諭

900円
（時給） 資格を要します。

給食
調理員

860円
（時給）

勤務場所は保育園や学校で
す。

施設
管理人A

820円
（時給）

夕方から夜間の勤務となりま
す。鍵管理が主な業務です。

施設
管理人B

860円
（時給）

受付けや施設の巡回が主な
業務です。夜間の勤務も含
まれます。

施設
管理人C

900円
（時給）

夜間、休日の勤務となりま
す。簡単な機械操作をして
いただきます。

介護認定
調査員

1,625円
（時給）

看護師、保健師、介護支援
専門員、介護福祉士のいず
れかの資格を要します。

ヘルパー 930円
（時給） 資格を要します。

☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

県知事・県議会議員選挙の日程
選挙の種類 告示日 投票日

県知事 3月24日（木） 4月10日（日）県議会議員 4月 1日（金）

県議会議員選挙足柄上郡選挙区
立候補予定者の事前説明会

☆日　時　3月9日（水）13：30～
☆場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
※出席は、立候補予定者本人又は本人に代わり届

出手続きをする方、推薦届出をする方で、1候
補予定者につき、2人程度でお願いします。

※説明会終了後、届出書類等の記載方法について
相談をお受けします。必要書類をお問合せの
上、可能な範囲でお持ちください。

☆問合せ　県足柄上地域県政総合センター
　　　　　企画調整部企画調整課
　　　　　（☎83－5111　内線223）

 お し ら せ 版

平成２３年２月１６日発行  第４９７号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 財 政 課
〒２５８‐０１９５ 神奈川県足柄上郡山北町山北１３０１-４

☎０４６５—７５—１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp



ファミリーバドミントン教室に
参加しませんか

☆日　　時　3月5日（土）9：00～12：00
☆場　　所　山北中学校体育館
☆対　　象　小学4年生以上
☆講　　師　山北町体育指導委員
☆定　　員　30人（先着順）
☆費　　用　無料
☆持 ち 物　体育館シューズ、運動のできる服装
☆申 込 み　3月 2日（水）
　期　　限
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎75－3649）

町内バレーボール祭
☆日　　時　3月6日（日）9：00開会
☆場　　所　山北中学校体育館
☆参加資格　町内の職場や学校、地域などで編成
　　　　　　されたチーム（9人制）
☆参 加 料　1チーム3,000円（保険料を含む）を
　　　　　　当日お支払いください
☆申 込 み　2月23日（水）
　期　　限　
☆問 合 せ　山北町体育協会バレー部　鈴木　健市
　申 込 み　（☎76－3279　携帯080－5046－0562）

山北町文化財講座を開催します
☆日時・場所・内容・講師

日　時 場　所 内　容 講　師
2月26日（土）

13：30～15：30
中央公民館

2階
第1・2会議室

河村館跡発掘調査報告 安藤　文
のりかず

一　氏
（山北町文化財保護委員）

3月 5日（土）
10：00～12：00 山北町の石造物について 津田　守

もりかず

一　氏

3月12日（土）
13：30～15：30

町指定無形文化財　
「白籏神社祭り囃子」について

久保田　裕道　氏
（元山北町史民俗編資料調査員）

☆定　　　員　40人（先着順）
☆申込み方法　生涯学習課窓口または電話でお申込みください
☆問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

第56回町内一周駅伝競走大会
　町体育協会と町教育委員会では、ブロック対抗
の町内一周駅伝競走大会を開催します。参加を希
望するチームはぜひお申込みください。

☆日　　時　3月13日（日）10：00スタート
☆申 込 み　3月  2日（水）
　期　　限
※車による応援、伴走は危険ですのでご遠慮くだ

さい。
※オープン参加（町内の職場・学校・団体などで

構成されたチーム）も受け付けています。
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎75－3649）

コース（9区間） 通過予定時刻
中川バス停前 10:00  スタート
三保支所前 10:10
神縄バス停前 10:20
宮原入口 10:30
嵐登り口分岐点 10:40
安戸トンネル出口 10:55
高瀬橋出口 11:05
宿　川西屋前 11:15
山北体育館前 11:30
役場庁舎前 11:35  ゴール

山北町町長杯ソフトテニス大会参加者募集
☆日　　時　3月20日（日）※雨天中止
　　　　　　8：40集合（9：00開始）
☆場　　所　ぐみの木近隣公園テニスコート
☆対　　象　町内にお住まい又は在勤、在学の方
☆種　　別　・一般男子、高校生男子
　　　　　　・一般女子、高校生女子
　　　　　　・中学生男子
　　　　　　・中学生女子
☆費　　用　一　　　般：一人500円
　　　　　　中・高校生：一人300円
☆申 込 み　3月11日（金）
　期　　限
☆申 込 み　参加者（ペア）の氏名、住所、学
　方　　法　校 名 、 学 年 （H22年度）を記入

し、FAXでお申込みください
☆問 合 せ　山北町体育協会ソフトテニス部
　申 込 み　湯川　亮
　　　　　 （☎090－8597－5931　FAX78－3424）

河村 館
やかた

跡 発掘調査速報展
　町教育委員会では、河村館跡の発掘調査の成果
をいち早く公開するために、調査写真や出土遺物
の展示を行います。

☆日　時　2月25日（金）～3月13日（日）
　　　　　（中央公民館の休館日を除きます）
☆場　所　中央公民館2階展示ホール
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班　
　　　　　（☎75－3649）



平成23年度 町・県民税
住宅ローン控除のおしらせ

　住宅ローン控除可能額が所得税より多く、控除
しきれなかった場合、平成23年度の町・県民税
（住民税）から控除することができます。

☆対象となる入居期間　
　次のいずれかの期間に入居した方
　・平成11年1月1日～平成18年12月31日
　・平成21年1月1日～平成22年12月31日
◆確定申告をしない方
　（年末調整で住宅ローン控除の適用を受けてい

る方）
　　→源泉徴収票の記載内容が、要件を満たして

いる場合、町への申告書提出は、原則不要
です。

◆確定申告をする方
　（所得税の確定申告書第1表の「住宅借入金等

特別控除」欄と第2表「特例適用条文等」に居
住開始年月日の記載がある場合。

　　→町への申告書提出は、原則不要です。
※この制度の適用を受けるためには、年末調整

（初年度については確定申告）や確定申告など
の手続きが必要となります。

※町・県民税から住宅ローン控除するための詳し
い手続き方法については、税務課税務班までお
問合せください。

☆問合せ　税務課税務班（☎75－3642）

スポーツ施設利用の団体登録
　町教育委員会では、平成23年度に町のスポーツ
施設を利用する団体の登録申請を受け付けます。
登録をしないと、町のスポーツ施設は利用できま
せんのでご注意ください。
☆受付期間　2月21日（月）～3月17日（木）
☆対象施設　・町スポーツ広場
　　　　　　・町立小・中学校体育施設
　　　　　　・東レ・ダウコーニング（株）テニ

スコート
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎75－3649）

小田原青色申告会
確定申告アドバイスを行っています
☆実施期限　3月15日（火）まで
※土曜・日曜日も行っています。
☆時　　間　9：00～17：00（受付は16：30まで）
☆場　　所　青色会館5階大ホール
　　　　　　（小田原市本町2－3－24）
☆費　　用　無料
☆問 合 せ　社団法人小田原青色申告会
　　　　　　事業課（☎24－2614）

エクササイズ教室「チャージ」参加者募集
　あすぽでは、エクササイズ教室「チャージ」を
行っています。
　託児無料キャンペーンとして1レッスン先着2世
帯まで、託児料金が無料となります。この機会に、
お好きなエクササイズを体験してみてください。
☆日　程　月～木曜日　9：00～12：00
　　　　　（1教室50～80分・日替りで8種目）
☆場　所　健康福祉センター
☆費　用　体験料：500円
☆問合せ　あすぽ　飯田
　申込み　（☎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。

固定資産税（償却資産）の申告は
お済みですか

　平成23年度の償却資産の申告期限が過ぎていま
す。まだ申告されていない方は、至急申告書を提
出してください。
☆対　象　土地、家屋以外で、事業などに用いる

ことのある資産（機械・器具・備品）
☆問合せ　税務課税務班（☎75－3642）
　提出先

山北町中小企業信用保証料
補助制度受付中！！

　町では、中小企業信用保証料補助制度を行って
います。この制度は、信用保証協会が定めたセー
フティネット保証の保証料に対し、町が補助を行
うものです。
　詳しくは産業観光課へお問合せください。
☆対象事業所　次のすべての要件を満たす事業所
　・平成20年度以降、経営安定資金の融資を受け

たことがある。
　・町内に1年以上事業所等を有し、現在事業を

営んでいる。
　・町税の納税義務者であり、補助金の申請時に

町税を完納している。
　・平成20年度以降、保証協会に保証料を支払っ

ている。
☆補　助　額　保証協会に支払った保証料の2分

の1に相当する額
　　　　　　　1事業所につき100,000円まで　
☆申 請 期 限　3月31日（木）まで
※4月1日（金）以降の申請の場合、補助額が変更

となります。
※中小企業制度融資及びセーフティネット保証に

ついてはお近くの信用保証協会、金融機関でも
相談できます。

☆問　合　せ　産業観光課商工観光班
　申　込　み　（☎75－3646　FAX 75－3661)



「あなたと家族の未来のために」
－経験者に聞こう成年後見制度－

　（財）神奈川県社会福祉士会では、成年後見制
度の講演会を開催します。申込み不要ですのでお
気軽にお越しください。
☆日　時　2月27日（日）13：00～15：30
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆内　容　
　講演：「あんしんノートのできるまで」
　　　　（三人会　根岸　満恵　氏）
　DVD上映：「僕はこうしてだまされました…」
　シンポジウム：「語り合う～わたしと成年後見制度」
　　　　　　　　（実際に制度を利用している方）
☆費　用　無料
☆問合せ　（財）神奈川県社会福祉士会
　　　　　（☎045－317－2045）

男性のための料理教室
☆日　　時　3月5日(土）9：30
☆場　　所　健康福祉センター調理実習室
☆内　　容　手作りしゅうまい 
☆定　　員　30人
☆費　　用　実費（当日徴収します）
☆持 ち 物　エプロン、三角巾
☆申 込 み　3月2日（水）まで　
　期　　限
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

オストメイト健康相談会
☆日　時　3月5日（土）13：30～16：30
☆場　所　小田原市社会福祉センター
　　　　　（小田原駅西口から徒歩5分）
☆内　容　皮膚・排泄ケア認定看護師の講演、グ

ループ懇談、個別相談、補装具展示な
どを予定

☆費　用　無料
☆問合せ　（社）日本オストミー協会神奈川支部
　　　　　須田　紗代子
　　　　　（☎0466－45－4216）

野外で実践！地図よみ入門
　県立丹沢湖ビジターセンターでは、山登り初心
者を対象に安全登山のための地図よみ講座を行い
ます。実際に登山道を歩きながら、地図よみの基
本とコツをご紹介します。

☆日　　時　3月12日（土）9：00～16：00
　　　　　　（受付） 8：45
　　　　　　（集合） 9：00　寄バス停
　　　　　　（解散）16：00　寄バス停
※集合・解散場所周辺には、駐車場がないため、

路線バスをご利用ください。
☆場　　所　シダンゴ山・宮地山周辺の登山道
☆対　　象　高校生以上
☆定　　員　20人
※申込み多数の場合は、抽選となります。
☆費　　用　1人2,000円（資料代・保険代）
☆申込方法　往復はがき又はFAXで、①行事名

「野外で実践！地図よみ入門」、②
参加者全員の氏名・年齢・住所・電
話番号（FAXで申込みの場合はFAX
番号）を明記して、お申込みくださ
い。

☆申 込 み　2月 26日（土）（必着）
　期　　限
☆問 合 せ　〒258-0202　山北町玄倉515
　申 込 み　県立丹沢湖ビジターセンター
　　　　　　（☎78－3888　FAX78－3777）

「野焼き」についての知識を
正しく理解しましょう

　 ｢野焼き｣とは、一般家庭や事業所から出るごみ
を屋外で燃やす行為のことを言います。
　野焼き行為は法律や条例で禁止されており、違
反すると重い罰則が課せられることがあります。
どんど焼き等の慣習や、農業を営むなどやむを得
ない場合のみ例外とされていますが、近隣の迷惑
にならないよう注意が必要です。
　野焼きについての知識を正しく理解し、ごみを安
易に焼却せず、適切な方法で処理を行いましょう。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

3月1日～7日は
全国一斉春の火災予防運動が行われます
　町では、火災予防意識の向上を目指して、3月1
日に足柄消防組合と合同で火災予防パレードを行
います。

【住宅防火　命を守る　7つのポイント】
○3つの習慣
　・寝たばこは、絶対にしない。
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。
　・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。
○4つの対策
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器な

どを設置する。
　・燃えやすい寝具や衣類及びカーテンを防炎品

に変更する。
　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器などを設置する。
　・高齢の方や身体の不自由な方を守るために、

隣近所との協力体制をつくる。

☆問合せ　足柄消防組合予防課（☎74－6663）



入札結果1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）

産業観光課 平成22年度　沢見沢林道災害
復旧工事 有限会社　野木建設 10,909,500円 10,762,500円

産業観光課
平成22年度　農地及び農業用
施設災害復旧事業　用沢農道
災害復旧工事

有限会社　酒匂土木 7,245,000円 7,003,500円

都市整備課 平成22年度　上本村地区内道
路改良工事 株式会社　荻野工業 4,494,000円 4,389,000円

都市整備課
平成22年度　ぐみの木近隣公
園太陽光・風力併用型街路灯
設置工事

尾崎電気 3,790,500円 3,790,500円

都市整備課 平成22年度　町道共和清水線
改良工事 静和建設　株式会社 3,433,500円 3,255,000円

生涯学習課
平成22年度　スポーツ広場太
陽光・風力併用型街路灯設置
工事

有限会社　岡崎電業 3,790,500円 3,790,500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）

第8期酒匂川水源監視モニター募集
☆委嘱期間　平成23年4月1日～平成25年3月31日

（2年間）
☆活動内容　週2～3回の河川や用水路等の巡視、

異常を発見した場合の通報、巡視記
録の報告、モニター会議・施設見学
会への参加

☆応募資格　酒匂川水系の流域にお住まいで、20
歳以上の方

☆募集人数　30人（応募者多数の場合、選考させ
ていただきます）

☆謝　　礼　年間6,000円と会議等への交通費
☆応募方法　郵便、FAX、電子メールにより、応

募用紙に必要事項を明記してご応募
ください

※応募用紙は、ホームページに掲載しています。
　（http://www.kwsa.or.jp/suisitu-monitor.html)
☆応募期限　2月28日（月）まで
☆結果通知　選考結果は、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　担当　佐藤
　　　　　　（☎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の間にお

願いします。

健康体力相談会を開催します
　町では、健康増進支援として体力測定や相談を
お受けする健康体力相談会を開催します。日頃か
ら運動をしている方も、体力に自信のない方も、
お越しください。

☆日　　時　3月9日（水）※時間予約制。
　　　　　　9：00、10：30、13：30、15：00
☆内　　容　体力測定、保健師・運動指導士・管

理栄養士による相談など
☆場　　所　健康福祉センター1階診察室
☆定　　員　各回5人（先着順）
☆費　　用　無料
☆申 込 み　3月7日（月）まで
　期　　限
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

「男女共同参画講演会」を開催します
☆日　時　3月5日（土）13：30～15：00
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆内　容　
　　演題：「女（あなた）も男（あなた）も輝く

21世紀」
　　講師：林家　カレー子　氏
☆費　用　無料
☆申込み　2月25日（金）まで
　期　限
☆申込み　企画財政課窓口・電話・FAXで、代表
　方　法　者氏名、電話番号、参加人数を明記し

てお申込みください
☆問合せ　企画財政課企画班
　申込み　（☎75－3652　FAX75－3661）



有料広告有料広告

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　3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　3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

3歳児健康診査
月　　日　3月8日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成19年12月～平成20年2月生まれ

の幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士
が相談をお受けします。
月　　日　3月11日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
※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）

住宅用火災警報器の設置期限が迫っております!
(平成２３年５月末日までに義務付けられております)

家庭への消火器設置は是非住宅用消火器を!
~地元だから いつでも いつまでも安心~

㈲ 足 柄 防 災
住所：山北町岸１４５１　　　　　　

電話：０４６５－７５－３０３３　　　　　　

サンクス山北平山店
☆2月16日（水）☆

朝７：００開店！！
オープンセール　2/16（水）～2/18（金）
住所　山北町平山178番地１９
TEL　０４６５（７９）２７７７

暮らしのガイド（仮称）を作製します
　町では、日常生活に必要な各種サービスや手続
き方法、施設案内などの行政情報を掲載した「暮
らしのガイド（仮称）」を作製し、町民の方が利
用しやすい環境づくりを進めています。
　発行は㈱シーエムと共同で行い、町の負担を伴
わずに行政情報の発信が可能となります。
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

麻しん（はしか）の予防接種をしましょう
　麻しんは大変感染力が強く、感染すると39度以
上の高熱を発します。また、合併症として肺炎や
中耳炎を引き起こすだけでなく、まれに脳炎を発
症する場合があるとても恐ろしい病気です。
　麻しんの予防策として有効なのは、予防接種で
す。予防接種のワクチンは、麻しん風しん混合ワ
クチン（MRワクチン）で、麻しんだけでなく風
しんも予防できます。接種対象の方には無料で接
種を行います。
　まだ予防接種を受けていない方は、母子健康手
帳をご確認・ご持参の上、足柄上地域または小田
原市内の医療機関で接種してください。
☆接種対象者
　・1歳の誕生日から2歳の誕生日前までの幼児
　・5歳から6歳（就学前）までの幼児
　・中学1年生
　・高校3年生（18歳になる年）
☆問　合　せ　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の悩み・困っている
こと、制度やサービスを利用するときのこと、仕
事探しに関することなどの相談をお受けします。
☆日　時　2月22（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）


