
お詫びと訂正
　12月1日発行広報やまきたおしらせ版｢年末年始
医療機関の診療について｣の表の中で一部誤りがあ
りました。お詫びして訂正させていただきます。

医療機関名　足柄上地区休日急患診療所
　　　　正　1月4日(月)　休診
　　　　誤　1月4日(月)　平常どおり診療

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

かながわ安全・安心まちづくり
入賞作品が展示されます

　平成21年度かながわ安全・安心まちづくり「標
語」「ポスター」コンクールで入賞された標語7
点とポスター6点が、中央公民館1階ロビーで展示
されます。

☆日　時　1月6日（水）〜1月19日（火）
　　　　　9：00〜17：00（19日は12：00まで）
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

火葬場年末年始の休場日

場　　所 休　場　日

小 田 原 斎 場 平成21年12月31日（木）〜
平成22年1月3日（日）

御 殿 場 玉 穂
斎 場 公 苑

平成21年12月31日（木）、
平成22年1月1日（金・祝）

【小田原斎場】
☆問 合 せ　小田原市環境保護課（☎33−1486）
　火葬予約　小田原市市民窓口課（☎33−1387）
※12月29日（火）から平成22年1月3日（日）

までの火葬予約は、小田原市役所守衛室（☎33
−1821）です。

【御殿場玉穂斎場公苑】
☆問 合 せ　御殿場市・小山町広域行政組合
　火葬予約　（☎0550−82−4623）
※12月29日（火）から平成22年1月3日（日）

までの火葬予約は、御殿場市役所守衛室（☎0550
−83−1212）です。

消防出初め式
　1月6日（水）に中央公民館及び役場駐車場（西
側）を使用し、消防出初め式を開催します。
　当日の午前中、一般の方は役場駐車場（西側）
をご利用できませんので、ご協力をお願いしま
す。
※7：00頃に各所でサイレンが鳴りますので、火

災とお間違えのないようお願いします。

☆日　時　1月6日（水）9：30〜12：00

☆場　所　中央公民館及び役場駐車場（西側）

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

足柄上地区一周駅伝競走大会
　1月3日（日）に足柄上地区一周駅伝競走大会が
開催されます。山北町チームが出場しますので、
応援をお願いします。

☆日　　時　1月3日（日）9：00スタート

☆場　　所　足柄上地域県政総合センター

☆参加チーム　足柄上地区の各市町、高校、事業所
などのチーム

☆本町内の通過コースと予想時間
足柄上地域県政総合センター（9：00） → 向
原交差点（9：10） → 岸入口交差点 → 山北
派出所（9：20） → 石田君三商店 → 駅前通
り → 駅前中継所（9：25） → 丸十ストアー
（9：26） → 役場庁舎 → 室生神社 → 川村
小学校 → 岸四つ角（9：30） → 三菱ガス化
学 → 大口橋（9：35）

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）
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110番は緊急電話です
〜1月10日は、「110番の日」〜

　　　　　  １　　　　　  １　　　　　 ０
標語　　いち早く　いそがず慌てず　れい静に

（神奈川県警察応募作品）
　110番は、事件や事故など警察への緊急通報専
用電話です。要望、相談、運転免許照会などは、
各種相談電話や最寄りの警察署にお願いします。

☆問合せ　警察総合相談窓口
　　　　　（☎045−664−9110または＃9110）

キッズカーニバル
☆日　時　1月24日（日）9：30〜13：00
☆場　所　健康福祉センター
☆対　象　原則として就学前の乳幼児とそのご家族
☆内　容

事前予約 自由参加
・親子でクッキング
・チビッ子カラオケ大会
・歯科検診・フッ素塗布
・ハイハイ、ヨチヨチ、
　トコトコ、パジャママン競争
・お子さんの写真
・ぬりえ（禁煙の絵）
・リサイクル展（衣類・
　おもちゃ・絵本等）

・キッズフラダンス
・手作りおもちゃ、ダン
　ボールハウス等
・絵本の読み聞かせ
・おやつの試食
・親子遊び、お口の体操
・子育て応援マッサージ
・脳年齢・骨密度・加
　速度脈派測定等

※事前予約についてはお問合せください。（1月5日
（火）から受け付けます。）

※当日は飲み物をご持参ください。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

森林ボランティアに参加しませんか！
　町では、森林ボランティアを募集しています。
森林の手入れに興味がある方はご参加ください。

☆日　　時　1月30日（土）9：30〜15：00
☆集合場所　中央公民館駐車場
☆参 加 費　無　料
☆会　　場　浅間山　※間伐の作業を行います。
☆持 ち 物　弁当、飲み物、軍手
※作業のできる服装でご参加ください。
☆定　　員　30人
☆申込み期限　1月22日（金）
☆申込み方法　電話またはFAXでお申込みください
※参加者には当日のみ有効の『さくらの湯』無料

入浴券を配付します。
☆問 合 せ　産業観光課森林づくり班
　申 込 み　（☎75−3646・FAX 75−3661）

新春初売り！！
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　1月3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、肉類、魚類、惣菜、花、パンな
　　　　　どを販売
☆イベント　みかんつめ放題、ガラガラ抽選会
※来場された方にお年賀を用意してあります。
　（数に限りがあります）
※ガラガラ抽選会補助券は1月から変わりましたの

で、お手持ちのオレンジ色の券は使えません。
☆後　援　山北町商工会（☎76−3451）
※マイカーの駐車は、さがみ信用金庫、横浜銀行

の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをご持参ください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。
☆問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75−0032）

広報やまきた・おしらせ版に
広告を掲載できます

　広報やまきた・おしらせ版では、民間企業等に
よる有料広告を掲載しています。掲載を希望され
る方はお問合せください。
○広報やまきた・おしらせ版

広告の種類 規　格 掲載料

広報やまきた 6㎝×9㎝ 裏表紙 30,000円
本　稿 15,000円

おしらせ版 6㎝×9㎝ 5,000円

☆広告掲載の優先順位
　①地域の活性化につながり、町内に事業所等を

有するものの広告
　②私企業のうち公共性の高い広告
　③上記に該当しないものの広告
☆広告掲載できない例
　・公序良俗に反するものまたはそのおそれがあ

るもの
　・政治的活動、宗教的活動の関するもの
　・その他、広告媒体に掲載する広告として不適

当であると町長が認めるもの
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）



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22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。この制度は、町
の業務に対して働く意志のある方を広く募集し、
事前に登録していただき町が臨時職員を必要とし
たときに登録者に連絡するものです。（登録は平
成22年度65歳になるまでの方に限ります。）
　なお、仕事の内容が希望に合わない場合は、断
ることも可能です。

☆受付開始　平成22年1月25日（月）8：30から
☆受付場所　総務防災課
☆提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は1月20日（水）から、総務防災課で配

布します。
※氏名や中学卒業からの学歴、職歴などを記載し

ていただきます。1月25日以降であれば、認印
をご持参いただければ、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 790円
（時給）

簡単なパソコン操作ので
きる方。

保育園
保育士

870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 870円
（時給） 資格を要します。

給食調理員 830円
（時給）

勤務場所は保育園や学校
です。

施設
管理人A

790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

830円
（時給）

受け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

870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。

ヘルパー 900円
（時給） 資格を要します。

塵芥処理
作業員

1,260円
（時給）

ごみ収集が主な業務で
す。

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

農業・林業を行っているみなさまへ
〜農林業センサスにご協力を〜

　農林業センサスを平成22年2月1日を調査基準
日として行います。調査の実施にあたっては、平
成22年1月下旬に、統計調査員がお伺いします。
なお、ご提出いただく調査票については、統計法
に基づき、統計作成以外の目的には一切使用され
ません。秘密は厳守されますので、正確な記入を
お願いします。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

生活教育講座参加者募集
　つばめの会では、生活教育講座を開催します。
全世代のどなたでも、日常生活を豊かに楽しくす
るヒントがたくさんありますのでお気軽にご参加
ください。
☆内　容

月日 時間 場所 内容

1月23日
（土）

10：00
〜

12：00
※9：45
受け付け

開始

中央公民館
美術工芸室

日常の中で
育てろ

2月20日
（土）

中央公民館
和室

頼れるもの
を見つけろ

※直接会場にお越しください。
☆講　師　NPO法人　くだかけ会代表
　　　　　和田　重良　氏
☆費　用　500円（資料代）
☆問合せ　つばめの会　松永（☎75−0495）

一日陶芸教室を開催します！！
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。

☆日　時　① 1月23日（土）10：00〜15：00
　　　　　② 1月24日（日）10：00〜15：00
☆場　所　県立大野山乳牛育成牧場「まきば館」
☆内　容　作陶（形を作るまで）
☆講　師　つぶらの窯　山本 渉 氏
☆服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
☆持ち物　弁当、飲物
☆定　員　各日15人（定員になり次第締切り）
☆費　用　3,000円（材料費、焼成費、講師料）
☆申込み期限　1月20日（水）
☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅（☎・FAX 76−4886）



「2010年新春経済講演会」開催
☆日　時　1月19日（火）14：00〜16：30
☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室
☆内　容　講演：「わが社の経営理念」
　　　　　　　　　〜お客様と私たち双方の幸せ 
　　　　　　　　　　従業員の幸せも私たちの大
　　　　　　　　　　切な事業目標〜
☆講　師　中田　有紀子　氏
　　　　　（（株）ハングリータイガー取締役）
☆定　員　100人
☆費　用　無料
☆申込み　1月15日（金）
　期　限
☆申込み　電話またはＦＡＸでお申込みください
　方　法　
※FAXの場合は、「2010年新春経済講演会」と記

載し、住所、氏名を記入してお申込みください。
☆問合せ　足柄上地域県政総合センター
　申込み　商工労働部商工観光課
　　　　　（☎83−5111・FAX83−4591）

丹沢湖ビジターセンター
冬のイベント案内

☆日　時　2月7日（日）9：30〜15：30頃
　　　　　（9：15受け付け開始）
☆場　所　丹沢湖周辺
☆対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
☆内　容　初めての方を対象に、丹沢湖周辺での
　　　　　んびりと冬鳥を観察します
☆定　員　30人　※応募多数の場合は抽選。
☆費　用　500円（保険代、資料代）
☆申込み　1月25日（月）必着
　期　限
☆申込み　往復はがきまたはFAXでお申込みくだ
　方　法　さい
※「野鳥観察はじめの一歩」と記載し、参加者全

員の氏名、年齢、住所、電話番号（FAXでお申
込みの方は返信先FAX番号）を記入して締切日
必着でお申込みください。

※詳しい参加要項は、締切後返信にておしらせし
ます。

☆問合せ　〒258−0202　山北町玄倉515
　申込み　丹沢湖ビジターセンター
　　　　　（☎78−3888・FAX78−3777）

あしがら県民フォーラム開催
「地産地消でつくる食育〜
　　　　　　地場産品を活かした食育の推進〜」

☆日　時　1月30日（土）14：00〜16：30
☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室
☆内　容　講演：「元気な食事のもとは地元の土

から」
　　　　　事例発表、意見交換
☆講　師　河原　芳和　氏
　　　　　（保健福祉大学栄養学科准教授）
☆定　員　100人
※保育、手話の対応ができます。詳しくはお問合

せください。
☆申込み　1月20日（水）
　期　限
☆申込み　電話、ＦＡＸ、はがきのいずれかでお
　方　法　申込みください
※お申込みには、「あしがら県民フォーラム」と

記載し、参加人数と、代表者の氏名、電話また
はＦＡＸ番号、お住まいの市町名を記入しお申
込みください。

☆問合せ　〒258−0021
　申込み　足柄上郡開成町吉田島2489−2
　　　　　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・ＦＡＸ83−4591）

丸太の森からイベントのおしらせ
【冬景色・七草粥

がゆ

を味わう会】
☆日　時　1月7月（木）11：00〜15：00
☆場　所　足柄森林公園丸太の森　古民家
☆定　員　100人　※先着順。
☆費　用　無料（入場料は別途必要）
※直接会場にお越しください。

【石釜
がま

でつくるアウトドア・クッキングに挑戦】
☆日　時　1月23日（土）10：00〜15：00
☆場　所　足柄森林公園丸太の森
☆内　容　石釜で手作りパンとお肉を焼いてハン
　　　　　バーガー作りに挑戦
☆対　象　小学生以上　
☆定　員　20人　※先着順。
☆費　用　1,000円（昼食代、保険代）
※付き添いの方も費用が必要となります。
☆持ち物　エプロン、軍手
☆申込み　1月9日（土）9：00から
　開　始
☆申込み　電話でお申込みください
　方　法

☆問合せ　丸太の森（☎74−4510）
　申込み



入札結果　11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）

企画財政課 平成21年度　町民カレンダー（平
成22年度版）印刷

株式会社 あし
がら印刷 1,218,000円 1,048,950円

総務防災課 平成21年度　山北町洪水ハザード
マップ作成業務委託

朝日航洋株式会
社　横浜支店 3,381,000円 3,045,000円

総務防災課 平成21年度　庁用自動車購入 有限会社 田中
モータース 1,039,500円 902,848円

産業観光課 平成21年度　村雨地区給水施設改
修工事

有限会社 大沼
設備工業 6,573,000円 6,531,000円

産業観光課 平成21年度　森林ふれあい健康セ
ラピーモデルコース整備工事

健伸工業 株式
会社 8,190,000円 8,190,000円

産業観光課 平成21年度　中川休憩施設仮設進
入路改修工事

東海林工 株式
会社 4,074,000円 3,990,000円

産業観光課 平成20年度　中川休憩施設公衆ト
イレ設置工事（繰越明許） 湯川建築 23,719,500円 18,375,000円

産業観光課 平成21年度　観光施設改良工事
（平山古民家改修工事） 湯川建築 1,932,000円 1,890,000円

産業観光課 平成21年度　箒杉公園用地測量業
務委託

株式会社 技研
コンサルタント 1,260,000円 1,155,000円

産業観光課 平成21年度　杜と湖の里づくり推
進事業　大野山散策道整備工事

有限会社 野木
建設 9,450,000円 9,450,000円

都市整備課 平成21年度　都夫良野橋調査設計
業務委託

株式会社 相信
設計 10,447,500円 9,975,000円

都市整備課 平成21年度　町道河村城址歴史公
園入口線新設工事

静和建設 株式
会社 32,802,000円 32,760,000円

定住対策室 平成20年度　町営上本村住宅解体
撤去工事（繰越明許）

株式会社 荻野
工業 3,255,000円 3,255,000円

学校教育課
平成21年度　学校ＩＣＴ化関連備
品購入（山北町立小中学校校務用
パソコン購入）

株式会社 神奈
川ウチダシステ
ム

36,655,500円 35,595,000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、町ホームページまちづくり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）

地震発生時の出火防止
　平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災では、地震により285件の火災が発生しました。出火の原
因は、電気器具によるものが約3割と最も多く、次いで石油ストーブ、ファンヒーターなどがあげられま
す。
　地震が発生し、揺れを感じたら、身の安全を守ることが最優先です。大きな揺れのときは無理をせ
ず、揺れが収まってから火の始末をしましょう。また、地震発生後、電気が復旧したときに倒れたまま
の電気器具に通電して火災が発生する場合があります。避難などで家を空けるときは電気ブレーカーを
遮断し、電気器具のコンセントを抜き、ガスの元栓も締めるようにしましょう。
　また、地震により出火した場合、すばやく消火できるよう日ごろから消火器の使い方や置き場所など
を確認しておきましょう。

☆問合せ　足柄消防組合予防課（☎74−6663）



１歳児歯科教室
 月　　日　 1月19日（火）
 受付時間　 9：00〜9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年11月〜平成21年1月生まれの幼児

※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちください。

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を
行います。ポリオワクチンの接種は通常生後3か月
から1歳6か月までの間に2回行う必要があります。
 月　　日　 1月26日（火）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 生後3か月〜90か月（7歳6か月）未満

※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）

人権相談所の開設
　人権擁護委員が無料で相談をお受けします。相
談の内容は固く守りますので、お気軽にご相談く
ださい。なお、お申込みは必要ありません。

☆日　時　1月20日（水）13：00〜16：00

☆場　所　松田町民文化センター3階会議室

☆内　容　・児童、生徒のいじめ、体罰の問題など
　　　　　・家庭内や隣近所のことで困ったこ

と、悩みごとなど
　　　　　・名誉き損、プライバシーの侵害など
　　　　　・その他、人権に関する事など

☆問合せ　小田原人権擁護委員協議会（☎23-0181）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　1月19日（火）※雨天中止
　　　　　8：10に山北駅北口集合

☆行き先　鎌倉大仏ハイキングコース源氏山公
　　　　　園鶴岡八幡宮（中級コース）
　　　　　※約3時間歩きます。

☆対　象　町内在住の方

☆費　用　会員の方：2,000円（交通費など）
　　　　　新規入会の方：2,600円（交通費、入会費など）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会する必要があります。

☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など

☆申込み　1月15日（金）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

今月の納税
国民健康保険税（第 8 期分）
町 ・ 県 民 税（第 4 期分）

※納期限は、2 月 1 日（月）です。

《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５−３６４３　☎７５−３６４４
【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

　　　1月20日（水） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　　役場3階301会議室

交通事故の無料相談
　横浜自動車保険請求相談センターでは、自賠責
保険、任意の自動車保険、ひき逃げ事故等のため
の保障事業への請求方法などについて専門相談員
による一般相談と、弁護士による法律相談（要予
約）をいずれも無料で実施しています。

☆曜日・時間・内容
曜日 時間 内容

月 〜 金 曜 日
（年末年始・
祝日除く）

9：00〜12：00
13：00〜17：00 一般相談

毎 週 水 曜 日 13：00〜16：00 弁護士相談

☆問合せ　（社）日本損害保険協会関東支部
　　　　　　横浜自動車保険請求相談センター
　　　　　　（☎045−323−6211）


