
連休中のごみ収集日について
　連休に伴い、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
4月28日（水）　　 もえるごみ 三保、清水、共和、山北第１
4月30日（金）　　 粗大ごみ※要申込 全　地　区
5月 4日（火・祝） もえるごみ 三保、清水、共和、山北第１
5月 5日（水・祝） もえるごみ 山北第２・第３、岸、向原

※該当日には、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）

山北町観光協会の移転について
　4月から山北町観光協会がふるさと交流セン
ター内に移転しました。これに伴い、ふるさと交
流センターの電話番号を変更しましたので、おし
らせします。
【変更前】（☎75－1170）
【変更後】（☎75－2717）
☆問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）

大野山開き
☆日　時　4月29日（木・祝）11：00から
☆場　所　大野山山頂
☆主　催　山北町観光協会（☎75－2717）

※物産の販売を予定しています。なお、当日は、
　先着1,000名様に牛乳の無料配布を行います。

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　5月2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、食料品
　　　　　などを販売
☆イベント　お菓子詰め放題、ガラガラ抽選会
☆後　援　山北町商工会（☎76－3451）

※買物中のマイカーの駐車は、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）

植樹祭に参加しませんか！
　町では、第61回全国植樹祭のサテライトイベン
トとして、次のとおり植樹祭を行います。
　なお、当日は大野山開きも行われますので、ぜ
ひ春のハイキングにお越しください。

☆日　時　4月29日（木・祝）10：00～14：00

☆会　場　大野山山頂

☆参加費　無料

☆問合せ　産業観光課森林づくり班（☎75－3646）

※申込みは不要ですので、直接会場にお越しくだ
　さい。

※植樹会場の広さに限りがあるので、時間前に終
　了になることがあります。
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町道尺里高松線付け替え工事
迂回延長のおしらせ

　尺里川砂防工事期間延長に伴い、町道尺里高松
線の迂回期間が延長になります。ご迷惑をおかけ
しますが、ご協力をお願いします。

☆延長期間　3月中旬～5月末日

☆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）

町道尺里橋中里線通行止め
延長のおしらせ

　町道中里線改良工事期間延長に伴い、町道尺里
橋中里線の通行止期間が延長になります。ご迷惑
をおかけしますが、ご協力をお願いします。
☆延長期間　4月1日（木）～6月30日（水）
※一時開放もありますが、原則通行止めとなりま
　す。

☆施工業者　国土開発工業㈱（☎42－9815）
☆問 合 せ　国土交通省厚木出張所（☎046－221-0004）
　　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

山北町立日向活性化施設のご案内
　岸の日向地区に、山北町立日向活性化施設が完成しました。
　日向活性化施設は、地域農業振興のための打合せや集会、都市部の方との交流や農作業時の休憩、自
治会の活動をはじめ、各種団体への貸出し、文化活動の場として多目的に活用できます。
　また、施設の加工室では地場産品で特産物の開発や製造を行ったり、調理実習室では農作物の調理実
習体験なども行うことができます。ぜひ、山北町立日向活性化施設をご利用ください。

☆場　　所　山北町岸3172番地1　（☎75－1980）　　
☆利用時間　9：00～17：00（夜間利用も可能）
☆施　　設　和室10畳×2部屋、調理実習室、加工室、駐車スペース6台
☆問 合 せ　産業観光課農業推進班（☎75－3646）
　申 込 み
※利用料についてはお問合せください。

“楽しいテニスの集い”
　初心者から中級者までのクラス別に、基礎的な練習から試合形式までの練習を行います。
☆日　　程　 5月3日（月・祝）小田原テニスガーデン 11月 7日（日）城山庭球場
　　　　　　 6月6日（日）　  西湘地区体育センター 12月 5日（日）小田原テニスガーデン
　　　　　　 7月4日（日）　  南足柄市運動公園   1月 9日（日）小田原テニスガーデン
　　　　　　 9月5日（日）　  大井町山田総合グラウンド  2月 6日（日）小田原テニスガーデン
　　　　　　10月3日（日）　  南足柄市運動公園   3月13日（日）小田原テニスガーデン

☆時　　間　9：00～12：00（3月13日は12：30～15：30）
☆参加資格　山北町に在住、在勤、在学で小学4年生以上の方
☆参 加 料　100円（6月6日西湘地区体育センターは無料）
☆問 合 せ　小田原テニス協会　八田迪男（☎35－4186）
※申込みは不要ですので、直接会場にお越しください。



年金所得のある６５歳未満の方へ
町・県民税の納付方法が変わります
　給与所得と年金所得のある65歳未満の方で、
町・県民税が給与から特別徴収（天引き）されて
いる方は、納付方法が変わります。
☆納付方法
【変更前】年金所得分は、普通徴収（納付書等で
　　　　　納付）されていました。
【変更後】年金所得分も含めて給与から特別徴収
　　　　　（天引き）されます。
※なお、６５歳以上の方や給与所得のない方につ
　いては、納付方法に変更ありません。
☆問 合 せ　税務課税務班（☎75－3642）

危険物取扱者試験
☆月　日　6月13日（日）

☆会　場　東海大学湘南校舎（予定）

☆種　類　甲種、乙種、丙種

☆申込み　4月22日(木)までに願書を郵送また
　方　法　はＨＰによりお申込みください。

☆問合せ　横浜市中区尾上町5－80
　申込み　（財）消防試験研究センター神奈川県支部
　　　　　（☎045－633－5051）
　　　　　ＵＲＬ：http：//www.shoubo-shiken.or.jp/

※願書は足柄消防組合消防本部及び分署にありま
　す。乙種防火管理講習会

☆日　時　5月28日（金）9：00～17：00
　　　　　（受付　8：40～）

☆会　場　足柄上合同庁舎別館2階Ａ会議室
　　　　　（足柄上地域県政総合センター）

☆定　員　40人（先着順、定員になり次第締切り）

☆受講料　1,000円（テキスト代等）
※証明写真2枚（縦3cm×横2.5cm）が必要にな
　ります。

☆申込み　4月19日（月)～5月21日（金）
　期　間　9：00～17：00（土、日、祝日は除く）
※持参してください。郵送、電話、FAX等による
　申込みは受けられません。
※会場には、出来るだけ電車、バス等の公共交通
　機関をご利用ください。

☆問合せ　南足柄市怒田40－1 
　申込み　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　　（☎74－6663）

危険物取扱者受験準備講習会
☆日　時　5月14日（金）9：30～17：00

☆会　場　足柄上合同庁舎2階大会議室
　　　　　（足柄上地域県政総合センター）

☆対　象　乙種第4類受験者

☆定　員　60人（先着順、定員になり次第締切り）

☆受講料　9,000円（テキスト代を含みます）

☆申込み　4月5日(月)から
　開　始　

☆問合せ　南足柄市怒田40－1 
　申込み　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　　（☎74－6663）　　　
※申込みの際、受験願書の受け取りを申し出てく
　ださい。

用水路への不法投棄防止について
　最近、用水路への紙おむつや腐敗したミカンなどの不法投棄が目立っています。
紙おむつやミカンなどは用水路のつまりを発生させるだけでなく、そのつまりが溢

いっすい

水となり、大切な財
産や生命まで脅かしかねません。不法投棄は法律でも罰せられますので、絶対にごみなどを用水路へ捨
てないようお願いします。
　もし、不法投棄を見つけた場合は町生活環境課または松田警察署までご連絡ください。
☆問合せ　○用水路について    ○不法投棄について
　　　　　　都市整備課（☎75－3647）  　生活環境課（☎75－3645）
　　　　　　産業観光課（☎75－3646）  　松田警察署（☎82－0110）
　　　　　　生活環境課（☎75－3645）



酒匂川水系保全協議会
シンボルマークの募集

　酒匂川水系保全協議会が設立５０周年を迎える
ことを記念し、シンボルマークを募集します。

☆募集締切　平成22年5月10日（月）必着
☆応募方法　応募用紙に記入し、作品とあわせて
　　　　　　持参、郵送またはメールにて提出し
　　　　　　てください。
☆応募用紙　小田原市環境保護課、または小田原
　配布場所　市のＨＰからダウンロ－ドできます。
　　　　　　ＵＲＬ：http://www.city.odawara.
            　　　　　　kanagawa.jp/

※入賞作品は、協議会の広報・PRに活用させて
　いただきます。
※応募作品は返却できません。

☆問 合 せ  〒250－0855　小田原市役所
　提 出 先　酒匂川水系保全協議会事務局
　　　　　　（小田原市環境保護課内）
　　　　　　（☎33－1481）
　　　　　　（メール hogo@city.odawara.kanagawa.jp）

水田農家の皆さんへ
「戸別所得補償モデル対策」が
4月からスタートします

　米の生産数量目標に従って米を生産・販売した
方や、水田で麦・大豆などを生産した方へ、助成
を行います。

①自給率向上事業への助成
　水田を有効活用し、麦・大豆・米粉用米・飼料
用米などを生産・販売する場合、主食用米と同等
の所得を確保できるよう助成します。

②米のモデル事業への助成
　米の生産数量目標の配分を受け、それに従っ
て作付する主食用米の作付面積に応じて、「10
アールあたり1万5千円」を助成します。
　
詳しくはお問い合せください。

☆問 合 せ　関東農政局神奈川農政事務所
　　　　　　（☎045－211－7176）
　　　　　　URL：http://www.maff.go.jp/

有害鳥獣追い払い用ロケット花火を
配布します

　町では、女性や高齢の方でも比較的安全に有害
鳥獣の追い払いを行うことができる、大きな音が
出るロケット花火を配布します。ご希望の方は産
業観光課までご連絡ください。（ロケット花火は
数に限りがあります。）

○野生鳥獣を意識した農地管理をおねがいします
　シカ･イノシシなどの有害鳥獣による農作物被
害が多数報告されています。これらの有害鳥獣は
学習能力が高く、野菜や果実を食べると再び農地
に現れ、被害が拡大していきます。収穫しない農
作物はネットや柵で囲むなど、放置しないよう注
意をお願いします。

○目撃したら追い払いを行ってください
　農作物被害を抑えるため、地域でも積極的に対
策を行うことが効果的です。有害鳥獣を目撃した
ら、里に下りてくることは危険であるとを覚えさ
せるために、追い払いを行いましょう。

○追い払いを行う際の注意点
　大きな鳴き声を上げるなど、人を威嚇し興奮状
態にある有害鳥獣は危険です。背中を向けずに後
ろに下がり、危害を加えないよう慎重に対応し、
追い払いを中止してください。また、追い払いを
行う際には、周辺にも呼び掛け、できるだけ人数
を集めて行いましょう。

☆問 合 せ　産業観光課農業推進班（☎75－3646）

生涯学習活動モデル事業に助成
　町では、生涯学習活動を積極的に取り組んでい
る団体の活動の推進を図るため、自治会や各種団
体が行うモデル事業に要する経費に対し、3年間
を限度として、対象事業費の3/4以内の助成を行
います。
☆対象事業　①地域の人との交流・和を深めるた
　　　　　　　めの事業
　　　　　　②教養を高めるために、講座・教室
　　　　　　　を開催する事業
　　　　　　③施設等を利用して、日々の成果を
　　　　　　　発表する事業
☆助 成 金　年15万円（限度額）
☆助 成 数　6モデル事業
※お申込みをいただいた中から、町生涯学習推進
　協議会で決定します。
☆申 込 み　5月14日（金）までに、町所定の申
　方　　法　請書により生涯学習課へ提出してく
　　　　　　ださい
※申請書は生涯学習課で配布します。
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75－3649）



入札結果　3月中

担当課・局 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　庁舎等清掃業務委託 ㈱美装フジモト 26,240,000円 25,903,500円

総務防災課 平成22年度　庁舎設備管理業務委
託

大成サービス㈱
横浜支店 3,853,500円 3,129,000円

生活環境課 平成22年度　一般廃棄物（可燃・
不燃ごみ）収集運搬業務委託 ㈲共和衛生工業 25,588,500円 24,675,000円

生活環境課 平成22年度　水質検査業務委託 ㈱総合環境分析 9,135,000円 5,683,198円

企画財政課 平成22年度　広報やまきた・おし
らせ版印刷 ㈱ソーゴー 5,397,000円 5,197,500円

健康づくり課 平成22年度　山北町健康福祉セン
ター設備管理業務委託 ㈱綜合サービス 5,145,000円 5,008,500円

生涯学習課 平成22年度　山北町立中央公民館
多目的ホール運営管理業務委託

㈱サウンドダッ
ク 2,362,500円 2,346,750円

議会事務局 平成22年度　やまきた議会だより
印刷 ㈱あしがら印刷 1,060,500円 1,020,600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。
※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）

「骨盤体操教室」に
参加してみませんか

　骨盤を整えることで身体の内側から、バランス
のとれたボディーをつくります。腰痛・肩こり・
お腹周りスッキリ！！お気軽に参加してみません
か。

☆日　時　4月30日（金）19：00～20：15
　　　　　5月 7日（金）19：00～20：15　
☆場　所　健康福祉センター多目的室2
☆持ち物　タオル、飲み物
☆費　用　500円
☆問合せ　露木（☎090－7237－9431）
　申込み　（メール gmt－1025.jm@docomo.ne.jp）

山北ジュニアバレーボールクラブ
入部者募集

　山北ＪＶＣ（ジュニアバレーボールクラブ）で
は、入部者を募集しています。気軽にいつでも練
習に参加してみてください。
☆練習日時　毎週水曜日18:00～20:00川村小学校体育館
　　　　　毎週土曜日17:00～19:30山北中学校体育館
☆対　象　町内在住の小学生
☆会　費　年額　2,500円
☆指導者　町体育協会バレーボール部役員他
☆問合せ　山北ジュニアバレーボールクラブ
　　　　　鈴木　健市（☎76－3279）
　　　　　松田　浩義（☎76－3481）

男たちの元気運動教室
　日常生活に必要な体力を、週変わりのプログラ
ムで身につけませんか。健康運動指導士の指導の
もとで、元気な体をつくりましょう。

☆日　時　毎週土曜日　18：00～19：00
☆場　所　健康福祉センター多目的室
☆持ち物　タオル、飲み物、動きやすい服装　　
　　
☆問合せ　茂木哲夫（☎75－1814）
　申込み
※定員になり次第、締め切りとなります。

あすぽの新メニューを体験してみませんか
　スポーツをとおして健康づくりをはじめません
か。ただ今、体験申込み受付中。
☆日　時　第2・4水曜　10：00～11：30
☆場　所　健康福祉センター
☆講　師　運動療法士　分銅直美先生
☆体験日　5月12日、26日　申込受付中
☆体験料　1回600円
☆問合せ　あすぽ 飯田（平日・午前）
　申込み　（☎090－8013－5541）
　　　　　（メール asupo2009@yahoo.co.jp）



３か月児健康診査
 月　　日　 4月27日（火）
 受付時間　 13：00～13:15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成21年12月、平成22年1月生まれの乳児

※母子健康手帳をお持ちください。

BCG予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、BCG接種をし
ます。
 月　　日　 4月27日（火）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 おおむね生後3か月から6か月未満

※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健診と一緒に行います。

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　 5月6日（木）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター

ママパパクラス
 月　　日　 5月6日（木）
 受付時間　 午前の部  10：00～12：00
 　　　　　 午後の部  13：30～15：30
 場　　所　 健康福祉センター
 内　　容　 午前　妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　  午後　歯の衛生
　　　　　  　　　町の子育て支援事業の紹介
　　　　　  　　　一酸化炭素濃度測定
 対　　象　 妊婦・夫・祖父母

※母子健康手帳、筆記用具、エプロン、三角巾、
　米0.5合、食材料費（実費）、歯ブラシ、手
　鏡、コップ、タオルをお持ちください。

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　 5月11日（火）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター

「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　4月27日（火）14：00～16：00

☆場　所　役場402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）

「丹沢讃歌を歌おう」
　西丹沢の山開きで「丹沢讃歌」「大地讃

さんしょう

頌」を
合唱します。ソプラノ、アルト、男声の各パート
を募集します。

☆日　　時　5月30日（日）8：00から
☆場　　所　西丹沢自然教室
☆費　　用　500円 
☆練習日時　4月17日（土）、4月24日（土）、
　　　　　　5月 8日（土）、5月22日（土）、
　　　　　　5月29日（土）
　　　　　　18：30～20：30
☆練習場所　中央公民館視聴覚室
☆問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
 　　　　　　山崎（☎75－0783）

「足柄乃文化」第37号　刊行
　山北町地方史研究会では、町周辺の歴史・民
俗・考古などの調査研究などを集録した機関紙
「足柄乃文化」第37号を刊行しました。なお、
バックナンバーも販売していますので併せてお問
合せください。

☆販売場所　生涯学習課（役場2階）

☆価　　格　2,000円

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75－3649）


