
お詫びと訂正
　2月1日発行広報やまきたおしらせ版「足柄消防
組合の代表番号が変わります」の記事で、変更後
の電話番号に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

【変更後（西消防署）】
正　☎74－0119
誤　☎74－0199

☆問合せ　足柄消防組合警防課（☎74－6664）

使わなくなった空き家は
ありませんか？

　町では、山北町に住まいを探している方に住居
を提供するため、空き家（貸家）と売り地の情報
を町のホームページで紹介しています。使われな
くなった家などがありましたら、情報の提供をお
願いします。
☆問合せ　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

スポーツ施設利用の団体登録
　町教育委員会では、平成22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。
登録を行なわないと、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22日（月）～3月18日（木）
☆対象施設　・町スポーツ広場
　　　　　　・東レ・ダウコーニング（株）テニスコート
　　　　　　・町立小・中学校体育施設
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎75－3649）

第55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14日（日）10：00スタート
☆申 込 み　3月  2日（火）
　期　　限
※当日車による応援、伴走は危険ですのでご遠慮
　ください。
※オープン参加（町内の企業・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　

町道尺里高松線
付け替え（迂

う

回）のおしらせ
　尺里川砂防工事に伴い、町道尺里高松線（高松
橋手前）の一部で付け替え（迂回）となります。
なお、通行止めはしません。
　実施期間中、ご迷惑をおかけしますが、ご理解
ご協力をお願いします。
☆実施期間　3月中旬から4月末日まで
☆問 合 せ　松田土木事務所 河川砂防第2課（☎83－0331）
　　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
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償却資産の申告はお済みですか
　平成22年度の償却資産の申告は期間を過ぎてい
ます。まだ申告されていない方は、至急申告して
ください。
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを
　経営している人が、その事業のために用いるこ
　とができる機械・器具・備品などをいいます。
☆問合せ　税務課税務班（☎75－3642）

平成22年度分町・県民税
住宅ローン控除のおしらせ

　平成11年から平成18年末までに入居された方
で、住宅ローン控除可能額が所得税より多くて控
除しきれなかった場合、町・県民税（住民税）か
ら控除することができます。
　
○手続き方法が変わりました
　住宅ローン控除額を町・県民税から控除するた
めには、申告書により毎年町への申告が必要でし
たが、平成22年度（平成21年分所得）以降の申
告は原則不要となりました。
　また、税制改正により、新たに町・県民税の住
宅ローン控除の対象となる平成21年から平成25
年までに入居された方についても申告書による申
告は不要となります。
※ただし、住宅ローン控除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は今までどおり必要で
　す。

　町・県民税から住宅ローンを控除するための詳
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）

消費者被害未然防止講座を開催します
　町では、「消費者被害に遭わないために」を
テーマに消費者被害未然防止講座を開催します。
☆日　時　3月11日（木）10：00～12：00
☆場　所　中央公民館3階視聴覚室
☆内　容　被害に遭わないために、事例を紹介し
　　　　　ながら防止方法や対応策を学びます
☆講　師　笹木　道子 氏(消費生活センター相談
　　　　　員)
☆定　員　50人
※定員になり次第、締め切ります。
☆費　用　無料
☆申込み　3月10日（水）
　期　限　
☆問合せ　産業観光課商工観光班
　申込み　（☎ 75－3646　FAX 75－3661）

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期限までご利用できま
　す。
※町内の特定事業者でのみ使用できますが、おつ
　りが出ませんのでご注意ください。

☆特定事業者の皆さんへ☆
　商品券の換金申し出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、小額でも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）

「男女共同参画講演会」のおしらせ
　町では、「男女共同参画講演会」を開催しま
す。講師に落語家の方を迎えますので、本格的な
落語を聞くこともできます。どうぞお気軽にご参
加ください。
☆日　　時　2月28日（日）13：30～15：00
☆場　　所　中央公民館多目的ホール
☆内　　容　
　演題：男女で共に生きる喜びを楽しく語ろう
　講師：林家　うん平　氏
※古典落語も行います。
☆費　　用　無料
☆申 込 み　2月26日（金）（必着）
　期　　限
☆申 込 み　企画財政課窓口か電話、FAX、郵便
　方 　 法　で、代表者氏名、電話番号、参加人
　　　　　　数を明記してお申込みください
☆問 合 せ　〒258－0195　山北町山北1301－4
　申 込 み　企画財政課企画班
　　　　　　（☎75－3652　FAX75－3661）



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年度中に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。
☆登録期限　平成23年3月31日
☆受付場所　総務防災課
☆提出書類　町指定の履歴書
※総務防災課で配布しています。
※氏名や中学卒業からの学歴、職歴などを記載し
　ていただくだけですので、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）

あしがらリバーフェスティバル2010
〜金太郎ダックレースｉｎ酒匂川〜

　足柄上地域1市5町では、地域の振興を目的に、
あしがらリバーフェスティバル2010を開催しま
す。フェスティバル当日は、地域の地場産品やＢ
級グルメなどが出店され、今年も金太郎ダック
レースが開催されます。金太郎ダックレースの上
位入賞者には豪華賞品が用意されていますので、
ぜひご参加ください。
☆日　時　4月25日（日）11：00～
　　　　　※雨天、川の増水の場合は中止。
☆場　所　松田町酒匂川健楽ふれあい広場

【金太郎ダックレース】
☆費　用　1羽500円
☆場　所　新十文字橋上流（予定）
☆申込み　2月22日（月）
　開　始
☆申込み　フェスティバルのポスターが掲示して
　方　法　あるファミリーマート、小田急マート、
　　　　　1市5町の担当課窓口（山北町は産業
　　　　　観光課）で受け付けます。
☆問合せ　あしがらリバーフェスティバル2010
　　　　　実行委員会（☎83－5111内線291）

リバーサカワ・ゴルフクラブからご案内
　リバーサカワでゴルフの練習をしませんか。3
月2日の山北町親睦ゴルフ大会にむけて練習をし
たい方に、次の日程で「町民サービス料金」を設
定しますので、ぜひご利用ください。
☆日　程　2月21日（日）、28日（日）
※「町民サービス料金」の詳細についてはお問合
　せください。
☆問合せ　リバーサカワ・ゴルフクラブ
　　　　　（☎77－2226）
　　　予約（☎77－2314）（10：00～15：00）

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　2月23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
　職員が受けます。
※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）



オストメイト健康相談会
☆日　時　2月27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
☆対　象　人工肛

こう

門・人工膀
ぼうこう

胱保有者とそのご家
　　　　　族、および関係者
☆費　用　無料
☆問合せ　須田　沙代子（☎0466－45－4216）

オックスファム・トレイルウォーカー
　トレイルウォーカーとは、4人1組のチームで
100kmの完歩を目指す世界的なウォーキング・イ
ベントです。ぜひご参加ください
☆日　程　4月23日（金）～25日（日）
☆場　所　小田原市城山陸上競技場から世附峠、
　　　　　明神峠、三国山などを通り山中湖畔へ
☆定　員　250チーム（1チーム4人）
☆費　用　1チーム60,000円
☆申込み　3月23日（火）
　期　限
☆問合せ　オックスファム・トレイルウォーカー
　申込み　事務局（☎03－3834－1940）
※イベントのボランティアも募集します。詳しく
　はウェブサイトをご覧ください。
　URL：http://www.oxfam.jp

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 2月27日（土）10：00～15：00
　　　　　② 2月28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　2月24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）

地域活動支援センター事業　普及啓発事業
第3回 ちいき・ふくし博 開催

☆期　間　2月22日（月）～2月26日（金）
☆場　所　南足柄市役所1階アトリウム
☆内　容　障害者福祉関係施設および機関の概要・
　　　　　活動紹介や各施設などにおける障害の
　　　　　ある方の作品展示、第1回デザイン画
　　　　　コンクール表彰式および入賞作品展示
☆費　用　無料
☆問合せ　社会福祉法人南足柄さつき会　自立サ
　　　　　　ポートセンタースマイル（☎71－0117）

山北町町長杯ソフトテニス大会参加者募集
☆日　　時　3月21日（日）※雨天中止
　　　　　　8：40集合（9：00開始）
☆場　　所　南足柄市運動公園テニスコート
☆対　　象　町内在勤、在学、在住の方
☆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
☆申込み期限　3月12日（金）
☆申込み方法　ペアの氏名、住所、学校名、学年
　　　　　　（平成21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）

町内バレーボール祭
☆日　　時　3月7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24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）



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）

都市整備課 平成20年度　皆瀬川用水管路調査
改修工事（繰越明許）

株式会社　松永
組 6,793,500円 6,405,000円

定住対策室 平成21年度　町営役野住宅解体撤
去工事

株式会社　田代
組 2,016,000円 1,785,000円

定住対策室 平成21年度　町営山下住宅公共下
水道切替工事

有限会社　尾崎
水道工事店 3,433,500円 3,307,500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）

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）

予定価格
（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

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

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

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

※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）

地質調査ボーリング実施のおしらせ
　神奈川県温泉地学研究所では、平成21年度から
3年計画で「神縄・国府津－松田断層帯」の地震
発生時期および規模の予測精度の向上、地殻活動
の現状把握を目的とした地質調査ボーリングを実
施します。
☆場　所　丸山公園（駐車場南側を１地点掘削し
　　　　　ます）
　　　　　※川村小学校北側の公園です
☆工　期　2月15日（月）～3月5日（金）
☆内　容　地質調査ボーリング（深度30ｍ）
※工期内でも、公園の利用はできますが、十分に
　ご注意ください。
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

予備自衛官補を募集します
　予備自衛官補制度とは、自衛官未経験者を予備
自衛官補（日額7,900円）として採用し、教育訓練
を経た後、予備自衛官として任用する制度です。
　今回、一般公募（後方地域での警備要員など）と
技能公募（語学要員、医療従事者）を行ないます。

☆受付期限　4月9日（金）
☆応募資格　平成22年7月1日現在で
　　　　　　一般：18歳以上34歳未満の方
　　　　　　技能：18歳以上53～55歳未満の方
　　　　　　　　　（保有技能による）
☆試 験 日　4月17日（土）～19日（月）のいず
　　　　　　れか1日を指定
☆問 合 せ　自衛隊小田原地域事務所
　申 込 み　（☎24－3080）

春季全国火災予防運動
　足柄消防組合では、3月1日（月）から7日
（日）まで全国一斉春の火災予防運動を実施しま
す。1日（月）には町全域で、消防自動車による
火災パレードを町と合同で実施します。

【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。
　・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　　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）

シンポジウム 考えてみよう足柄上病院
☆日　時　2月20日（土）12：00～16：00
☆場　所　開成町福祉会館多目的ホール
☆内　容　病院長「頑張ります宣言！」地域や医
　　　　　師会のみなさまからの声
　　　　　座長：開成町長　露木 順一 氏
※体験コーナーにメタボチェック、子ども手術体
　験、ナース体験などあります。
☆申込み　電話またはFAXで氏名、参加人数、電
　方　法　話番号、居住の市町村を明記し、お申
　　　　　込みください
☆問合せ　足柄上病院総務局総務課
　　　　　（☎83－0351　FAX82－5377）



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2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、うつ等の相
談を保健師がお受けします。
 月　　日　 3月4日（木）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター

3歳児健康診査
 月　　日　 3月9日（火）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成18年12月～平成19年3月生まれの幼児

※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）

健康体力相談会
　町では、みなさんの健康増進を支援するため、
健康体力相談会を開催します。定期的に体力
チェックすることで、体の年齢を確認しましょ
う。
☆日程・時間・場所・定員

日程 受付時間 場所 定員

3月10日
（水）

  9：00
健康福祉
センター
診察室

各時間
15人

（先着順）

10：30
13：30
15：00

※参加すると、健康づくりポイント事業の１ポイ
　ントになります。
☆対　象　町内在住の方
☆内　容　
　　・体力チェック（身長、体重、体脂肪、腹囲、
　　　握力、下肢筋力、長座体前屈、上体起こし、
　　　ファンクショナルリーチ、2分間腿

もも

上げ）
　　・血圧測定
　　・保健師、運動指導士、管理栄養士の相談
☆申込み　3月8日（月）
　期　限　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

男性のための料理教室
☆日　　時　3月6日(土）9：30～
☆場　　所　健康福祉センター 調理実習室
☆内　　容　春野菜を中心に使った料理 
☆定　　員　30人
☆費　　用　実費（当日徴収します）
☆持 ち 物　エプロンまたは三角きん
☆申込み期限 　3月3日（水）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

ウォーキング開催！てくてく歩こう！
　健康ボランティアぱるでは、みなさんの健康増
進と交流を深めるために、ウォーキングを開催し
ます。
☆日　時　2月23日（火）10：00～13：00　
　　　　　※雨天中止
☆場　所　東山北駅集合
☆コース　向原地区の長い風雪に耐えてたたずむ
　　　　　野仏様に出会う１時間30分のコースで
　　　　　す
☆持ち物　飲み物、昼食、参加者カード（お持ち
　　　　　の方のみ）
※ウォーキングできる服装でお越しください。
☆費　用　無料
※申込みは不要です。当日集合場所にお集まりく
　ださい。
☆問合せ　外川　幸子　（☎75－1904）
　　　　　高橋　あけみ（☎75－2926）

介護予防地域支援事業のおしらせ
　町では、高齢者の方を対象に「口腔

くう

ケア」と
「栄養改善」についての講習を行います。
☆日時・場所・費用

日時 場所 費用

個別
相談

3月5日（金）
時間予約制

自宅または
健康福祉セ

ンター
無料

集団
教室

3月17日（水）
10：30～14：00

健康福祉セ
ンター

400円
（昼食代）

☆対　象　高齢者世帯の方、配食サービスを受け
　　　　　ている方、給食サービスを受けている
　　　　　方、特定高齢者の可能性がある方、栄
　　　　　養や口腔ケアに関心がある方
☆持ち物　普段お使いの歯ブラシ、手鏡、コップ、
　　　　　タオル
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）


