
成田空港線　開業6周年記念キャンぺ－ン

お問合わせ　富士急湘南バス㈱高速センタ－　☎82－1362

●成田空港までの運賃の均一化‥‥‥‥‥3,200円

●運行系統の拡大

　成田空港（15:40発）→秦野駅→富士急松田車庫

　　　　　　　　　　　　　　　→小田原駅西口への運行

●松田車庫のマイカ－駐車料金は無料

●片道運賃の大幅値下げ（全停留所を対象）

　・大阪市内、京都市内片道・・・・・・一律6,000円

　　（但し往復割引運賃はこの間は廃止となります。）

●京都市営地下鉄＋嵐電１日フリ－切符の割引利用できます。

　（所定料金1,000円→500円）

●時刻の変更はありません。

高速バス成田空港線・京都大阪線ご愛顧キャンぺ－ン高速バス成田空港線・京都大阪線ご愛顧キャンぺ－ン

金太郎号（京都大阪線）開業3周年記念キャンぺ－ン

（12月31日（土）まで） （12月26日（月）まで）

消防団総合演習を実施します
　町では、健康福祉センター駐車場を会場に、消
防団の総合演習を行います。

日　時　10月30日（日）9：00～9：30 
場　所　万随・城山地区
内　容　消防団員による消火訓練　
※当日は、山北地区でサイレンが鳴りますが、火

災とお間違えのないようご注意ください。ま
た、訓練に伴い、一部で交通規制が行われます
ので、ご協力をお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

11月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみ収集日が通常の曜日と異なり
ますので、町民カレンダーをご確認いただき、お
間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　　　区
11月2日
（水） もえるごみ 山北第１、共和、

清水、三保
11月2日
（水） もえないごみ 山北第２・第３、

岸、向原
※町民カレンダーに赤い★印が付いています。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

有料広告

子ども手当制度が変わります
　子ども手当の支給額が10月分から変更になりま
す。制度が変わるため、これまで子ども手当を受
け取っていた方も含め、全ての方の申請が必要に
なります。

手当の月額（平成23年10月分～平成24年3月分）
受給者 金　額

0歳～3歳未満 15,000円（一律）

3歳～小学生 10,000円（第1・2子）
15,000円（第3子以降）

中学生 10,000円（一律）
申請期限　11月30日（水）まで
申請場所　福祉課、清水・三保支所
手続きに必要なもの
・印鑑
・受給者の健康保険証
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
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「文学・歴史散歩」参加者を募集します
　文学や歴史に由来する名所旧跡を訪ね、文学や
歴史への関心をいっそう深めましょう。

日　時　11月16日（水）※雨天決行。
　　　　8：00～17：30（役場西側駐車場に集合）
行き先　山梨県立考古博物館、恵林寺など
講　師　各施設の学芸員など
対　象　町内にお住まいの方またはお勤めの方
定　員　31名（定員になり次第締め切り）
費　用　1,800円程度（通行料、入館料、写真代等）
※昼食は、各自でご用意ください。
※考古博物館で開催中の特別展を観覧希望の方

は、各自でチケットを購入してください。
申込み　11月8日（火）9：00から、役場3階
方　法　多目的室で受付をします
※9：00以前には、お受けできません。
※申込みは、本人のみとさせていただきます。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

川村囃
ばやし
子山北保存会会員募集

　川村囃子山北保存会では、会員（子ども）を募
集しています。初心者の方も大歓迎ですので、11
月の祭典に向けて練習を行いましょう。

練習日時　10月16日（日）～31日（月）
　　　　　19：00～20：30
練習場所　室生神社　社務所横の新倉庫
問 合 せ　川村囃子山北保存会　
申 込 み　担当　宮坂（☎75－0005）

ぐみの木近隣公園での
地質調査ボーリングについて

　県温泉地学研究所では、神縄・国府津－松田断
層帯北縁部の活断層群の詳細な位置の把握等のた
め、地質調査ボーリングを行います。
　調査期間中はご迷惑とご不便をおかけします
が、ご協力をお願いします。また、公園をご利用
の際には、通行などにご注意ください。

調査期間　11月1日（火）～12月20日（火）
調査場所　ぐみの木近隣公園内
※多目的広場、テニスコート及びゲートボール場

は、通常どおり利用できます。
問 合 せ　神奈川県温泉地学研究所
　　　　　（☎23－3588）

「若者のための働き方相談」を開催します
　かながわの若者就職支援センターでは、小田原
市役所で相談会を開催します。就職活動の悩みや
不安についてのアドバイス、応募書類の添削や面
接練習をします。

日　時　11月  4日（金）、12月2日（金）、
　　　　  1月13日（金）、  2月3日（金）、
　　　　  3月  2日（金）
　　　　各日とも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
定　員　各日6名（先着順）
対　象　30歳代までの方
問合せ　小田原市産業政策課
申込み　（☎33－1514）

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836円と
定められました。（改定前より18円引上げ）
　神奈川県最低賃金とは、県内の事業所で働く常
用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼
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。詳しくは、お問合わせください。

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

山北の観光写真コンクール作品募集
　山北町観光協会と山北町環境整備公社では、町
内の風景、史跡、行事などで、観光宣伝に広く活
用できる写真を募集します。

作品規格　・カラープリント四ツ切（ワイド四ツ
切も可）未発表の作品で、発表予定
のないものに限ります

　　　　　・平成22年12月26日から平成23年12
月25日までに撮影されたもの

※入賞された方には、ネガまたはデジタルデータ
の提出をお願いします。また版権は主催者に属
し、作品は返却できません。

表　　彰　神奈川県知事賞、山北町長賞、神奈川
県観光協会長賞、山北町観光協会長
賞、山北町環境整備公社理事長賞、中
川温泉旅館組合長賞など

応募方法　直接、または郵送にてご応募ください
応募期限　平成24年1月10日（火）
　　　　　（当日消印有効）
問 合 せ　〒258－0113山北町山北1840－15
応 募 先　山北町観光協会（☎75－2717）



子どものスポーツ広場「ホリデージム」
スポーツチャンバラ教室を開催します

　あしがら総合型スポーツクラブあすぽでは、公
認インストラクターを招き、スポーツチャンバラ
教室を開催します。
　スポーツチャンバラは、格闘技とスポーツを合
わせたニュージャンルの競技です。基本から指導
を受けられますので、ぜひ参加してください。

日　時　11月6日（日）9：30～11：30
　　　　（9：15より受付）
場　所　川村小学校体育館
対　象　年中児以上
※未就学児には保護者の同伴が必要です。
定　員　40名（定員になり次第締め切り）
講　師　井

いのうえ
上　孝

た か お
男　氏

　　　　（日本スポーツチャンバラ協会小田原支
部　公認インストラクター）

費　用　500円（あすぽ会員は300円）
申込み　メールにてお申込みください
方　法
問合せ　ジュニアあすぽ　秋葉
申込み　（☎090－8013－5541）
　　　　（メール：asupo2010jr@yahoo.co.jp）
　　　　（URL：http://asupo1.com/）

町職員を募集します！！
募集内容

　採用期日 職　種 採用人数 応募資格

平成24年 4 月1日 幼稚園教諭・保育士 若干名
昭和60年4月2日以降出生で幼稚園教諭及び保育
士両方の資格を持つ方、または採用期日までに
取得見込みの方

バイクのリサイクル制度を知っていますか？
　国内メーカー等16社が国内で販売したバイク
は、「二輪車リサイクルシステム」で処分してく
ださい。税務課窓口でパンフレットを配付してい
ますので、ご活用ください。

問合せ　二輪車リサイクルコールセンター
　　　　（☎03－3598－8075）
　　　　（URL=http://www.jarc.or.jp/otorcycle/）
　　　　税務課税務班（☎75－3642）

ペットは、責任を持って正しく飼いましょう
　近年、ペットとして犬や猫を飼う方が増えてい
ますが、飼い主はまずその習性をよく理解し、近
隣に迷惑をかけないように心がけましょう。

○犬を飼ったら必ず登録し、毎年狂犬病予防注射
を受けましょう。

○散歩のときには袋を用意し、公共の場や他人の
土地などを汚さないよう、ふん等の後始末をき
ちんとしましょう。

○必ずリードを付けてペットの散歩をしましょ
う。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

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）
　　　　　・成績証明書
　　　　　・卒業証明書または卒業見込み証明書
　　　　　・資格証明書または取得見込み証明書
　　　　　・健康診断書（1次試験合格者のみ）
※申込書・エントリーシートは、総務防災課窓口

で配付しています。
（町ホームページからもダウンロードできます。
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　10 月24 日（月）～28日（金）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
※郵便による申込書の送付及び受付けは行いませ

ん。
試験日程　1次試験：11月16日（水）
　　　　　　　　　  9：00～13：00（予定）
　　　　　2次試験：1次試験合格者に直接連絡し
　　　　　　　　　  ます
試験会場　中央公民館（1次試験）
試験内容　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
　　　　　2次試験：１次試験合格者について、
　　　　　　　　　  面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班
申 込 み　（☎75－3643）



あしがらの里エコ旅キャンペーン・第1弾
を開催しています

　県足柄上地域県政総合センターでは、観光プロ
モーションとして、特産品や宿泊券が当たる「あし
がらの里エコ旅キャンペーン」を開催しています。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。

応募期限　11月27日（日）まで
問 合 せ　あしがらの里エコ旅キャンペーン事務局
申 込 み　（☎フリーダイヤル0120－626－999）　　　
　　　　　（URL：http://www.ashigaranosato.com）

「黒岩知事との“対話の広場”（地域版）」
参加者を募集します

　県では、県民のみなさんと知事との意見交換の
場として“対話の広場”（地域版）を県内７会場
で開催します。足柄上会場では、地域での活動事
例発表を交えて、地域の魅力を再発見し、明日の
まちづくりについて話し合います。

日　　時　11月5日（土）10：30～12：30
場　　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
内　　容　「マグネット足柄上～地域の魅力をみ
　　　　　んなで考えよう！～」
　　　　　・地域の事例発表
　　　　　・意見交換　
※「マグネット足柄上」のマグネットとは、人や物

を引きつける力、つまり地域の魅力のことです。
※手話通訳とパソコン文字通訳（要約筆記）を用

意します。
申込み方法　電話・FAXにより、①から⑤を明記の

うえ、お申込みください
　　　　　①「黒岩知事との対話の広場（地域

版）」11/5足柄上会場②参加者全員の
氏名（ふりがな）③代表者の電話また
はFAX 番号④代表者がお住まいの市
町名⑤託児の希望と人数

申込み期限　10月28日（金）まで
問合せ申込み　県足柄上地域県政総合センター
　　　　　企画調整課
　　　　　 （☎83－5111　内線223　FAX 83－4591）

山北町立保育園の運営は、
平成23年度電源立地地域

対策交付金を活用しています。

チェンソーアート大会IN大野山
を開催します

　チェンソーを使って、間伐材からアート作品を
つくるチェンソーアート。その技量を競う大会を
大野山で開催します。
　これは、平成24年3月に開催する第1回神奈川
チェンソーアート競技大会のプレイベントとして
開催する大会です。

日　時　10月29日（土）10：00～14：30
場　所　県立大野山乳牛育成牧場
※当日は大野山フェスティバルが開催されていま

す。併せてお楽しみください。
※駐車場に限りがあります。
申込み　電話またはホームページでお申込みくだ
方　法　さい
主　催　県足柄上地域県政総合センター
問合せ　NPO法人ウッドボイス（事業委託）
申込み　（☎43－6033）　
　　　　（URL： http://woodvoice.jp）

結核検診のおしらせ
　町では、65歳以上で肺がん検診を受けていない方を対象に結核検診を無料で行います。平成22年度に
受診をされた方には、事前に予診票を送付します。また、新たに受診を希望する方は直接会場にお越し
ください。
日時・会場

月　日 時　間 会　場

11月1日（火）

  9：30～10：30 清水ふれあいセンター
11：00～12：00 三保支所
13：30～15：00 高齢者いきいきセンター
15：30～16：30 健康福祉センター

11月2日（水）

  9：30～10：30 健康福祉センター
11：00～12：00 秋葉神社（原耕地）
13：30～15：00 下本村コミュニティセンター
15：30～16：30 山北町社会福祉協議会（旧農協向原支店）

問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）



入札結果９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23年度　高松町有林整備
業務委託 有限会社　湯山林業 8,683,500円 8,610,000円

生活環境課 平成23年度　量水器交換工事 有限会社　ウスイ工業 2,194,500円 2,173,500円

産業観光課 平成23年度　河内川ふれあい
ビレッジ施設建築工事 有限会社　山崎建設 40,677,000円 38,955,000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　堰口農道
災害復旧工事その2（繰越明
許）

静和建設　株式会社 20,401,500円 19,530,000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）

下水道排水設備工事責任技術者試験
及び更新講習会のおしらせ

【試験】
日　　　時　平成24年2月15日（水）
　　　　　　13：30～15：30
場　　　所　國學院大學たまプラーザキャンパス
　　　　　　（横浜市青葉区）
受 験 料　5,200円
申込書配付　10月17日（月）～11月18日（金）　
　　　　　　8：30～17：15（土・日曜、祝日を除く）
配 付 場 所　生活環境課上下水道班
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利

用ください）
申込み期限　11月30日（水）（当日消印有効）

【更新講習会】
日　　　時　平成24年1月23日（月）、24日（火）
　　　　　　13：30～16：00（いずれか1日）
場　　　所　サンピアンかわさき
　　　　　　（川崎市川崎区/川崎市立労働会館）
対 象 者　合格証もしくは終了証の有効期限が

平成23年度までの方
講 習 料　5,200円
申込書配付　更新対象者には案内書・申込書を郵

送します
申込み期限　11月30日（水）（必着）

問 合 せ　
申込み続き：生活環境課上下水道班
　　　　　　（☎75－3645）
試 験 内 容：東京都下水道サービス株式会社
　　　　　　管理部土木技術課
　　　　　　（☎03－3241－0843）

台風12号被災者義援金募金について
　日本赤十字社では、台風12号により被災した三
重・奈良・和歌山県への義援金を郵便振替により
受付けています。ご協力をお願いします。

【３県共通】
振込方法　ゆうちょ銀行窓口の専用用紙を使い、

県ごとに次のとおり振り込んでくださ
い。（手数料無料）

※領収証をご希望の方は、通信欄に「領収証希
望」と記入してください。

※郵便振替以外の送金方法については、お問合わ
せください。
【三重県】
受付期限　10月31日（月）まで
振 込 先　００８００－２－１８４０
　　　　　日赤三重県支部台風12号三重県災害義

援金
※必ず、振込用紙の通信欄に「台風12号三重県」

と記入してください。
【奈良県】
受付期限　10月31日（月）まで
振 込 先　００９９０－６－１１０６
　　　　　日本赤十字社奈良県支部義援金
※必ず、振込用紙の通信欄に「奈良県台風12号災

害」と記入してください。
【和歌山県】
受付期限　12月8日（木）まで
振 込 先　００９６０－５－１１２９
　　　　　日本赤十字社和歌山県支部義援金
※必ず、振込用紙の通信欄に「和歌山県台風12

号」と記入してください。

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）



普通救命講習を開催します
日　時　11月15日（火）13：30～16：30
場　所　健康福祉センター2階多目的室2
内　容　AED取扱いを含む心肺蘇生法や救急法

など
※受講者には、修了証が発行されます。
費　用　無料
定　員　25名（先着順）
申込み　11月8日（火）まで
期　限
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

スマイル講演会を開催します
　「在宅での生活を送るために～障害福祉サービ
スの今～」をテーマに、講演会を開催します。

日　　時　10月22日(土)　13：30～16：00
場　　所　中央公民館多目的ホール
内　　容　・実践報告（太陽の門福祉医療セン

ター、コスモス学園、自立サポート
センタースマイル）

　　　　　・シンポジウム（地域の当事者の方3名）
コーディネーター　伊

い と う
東 秀

ひでゆき
幸 氏（田園調布学園大学教授）

問 合 せ　福祉課　長寿いきがい班
申 込 み　（☎75－3644 ）

「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　10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）

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　11月8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、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　11月10日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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　11月9日（水）
時　　間　9：30～10：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年2月～4月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

若年認知症講演会を開催します
日　時　11月10日（木）14：00～16：00
場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室
　　　　（開成町吉田島2489－2）
内　容　「若年認知症の対応について～本人の気

持ちに寄り添った支援のあり方を考える
～」

　　　　・家族の体験談（家族の立場から）
　　　　　中

なかむら
村　彰

あきのぶ
信　氏

　　　　・認知症デイサービス「くじら雲」での
活動について（支援者の立場から）

　　　　　柴
し ば た

田　範
の り こ

子　氏
　　　　　（特定非営利法人「楽」　理事長）
費　用　無料
申込み　電話またはFAXでお申込みください
方　法
申込み　11月2日（水）まで
期　限
問合せ　県足柄上保健福祉事務所保健予防課
申込み　（☎83－5111　内線432　FAX 82－8408）

向原保育園バザーのおしらせ
日　時　11月5日（土）9：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作りの小物、お菓子、家庭用品、子ど

も用品、リサイクル品など
主　催　向原保育園保護者会
問合せ　向原保育園保護者会
　　　　柏木（☎090－4003－7274）


