
火葬場年末年始の休場日

※12月29日（月）及び平成21年1月4日（日）は
友引のため、休場とさせていただきます。

【小田原市斎場】
☆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27日（土）から平成21年1月4日（日）
までの火葬予約は、小田原市役所守衛室（☎
33-1302）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27日（土）から平成21年1月4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
　平成21年1月6日（火）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　平成21年1月6日（火）
　　　　　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
　平成21年1月3日（土）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　平成21年1月3日（土）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	 足柄上地区の各町、高校、事業所な

どのチーム
☆当町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
北交番（9：20）	→	石田君三商店	→	駅前
通り	→	駅前中継所（9：24）	→	丸十スト
アー（9：25）	→	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）

場　　所

小田原市斎場

御殿場玉穂
斎場公苑

休　場　日
12月29日（月）
平成21年1月1日（木）〜
平成21年1月4日（日）
12月29日（月）
平成21年1月1日（木）、
2日（金）、4日（日）

文化講演会のご案内
☆日　時　平成21年1月24日（土）13：30から
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆題　目　｢山北の民俗	−その特色をさぐる−｣
☆講　師	 小川　直之　氏（國學院大学教授、博

士（民俗学）、神奈川県文化財保護審
議委員、元山北町史編集委員）

☆入場料　無料
※申込みは不要です。
※主催：山北町地方史研究会、共催：河村城址保存会
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

JR御殿場線横断水道橋塗装工事の
おしらせ

　中橋付近（馬場、田屋敷地区）のJR御殿場線を
横断している水道橋の塗装工事を実施します。工事
箇所付近では、一時的に交通規制がありますので、
現場の指示に従い、注意してご通行ください。
☆工事期間　平成21年1月中旬〜2月下旬を予定
☆工事担当　JR東海御殿場工務区、役場生活環境課
☆問 合 せ　生活環境課上下水道班
　　　　　　（☎75−3645）
　　　　　　JR東海御殿場工務区
　　　　　　（☎0550−82−3137）
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町道鉄道公園線歩道舗装整備工事のおしらせ
　歩道の舗装工事に伴い、次のとおり交通規制及び臨時駐輪場を設置します。

☆規制期間　平成21年1月13日（火）〜平成21年2月27日（金）
☆交通規制　車両片側交互通行
※日程の詳細については、案内看板で事前におしらせします。
☆臨時駐輪場　役場駐車場（西側）内に設置しますので、ご利用願います。
☆施行業者　マツレキ	株式会社
☆問 合 せ　都市整備課整備班　　　　　　（☎75−3647）
　　　　　　マツレキ	株式会社	山北営業所	（☎75−0550）

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）保険料のお支払いについて
〜来年度から、「年金からのお支払い」と

「口座振替」の選択制となります〜

　長寿医療制度の保険料の納付方法は、年金からお支払いいただく特別徴収と、納付書や口座振替でお
支払いいただく普通徴収があります。
　長寿医療制度の保険料について、特別徴収を中止し、口座振替（普通徴収）でのお支払いをご希望さ
れる方は、役場福祉課、清水・三保支所へお申し出ください。
　平成21年1月30日（金）までに、保険料の支払いを口座振替へ変更していただくと、平成21年4月の
年金からのお支払い（特別徴収）が中止されます。
　ただし、1月30日（金）の期限を過ぎてお申し出いただいた場合、保険料は、平成21年6月以降の年金
からのお支払いが中止されます。（年金からのお支払いの場合、4月、6月、8月、10月、12月、2月が
保険料の支払い月になります。）
　なお、年金からのお支払いを中止された方は、7月（普通徴収1期）から口座振替でお支払いいただく
ことになります。
※お支払いいただく保険料の総額は変わりません。
※被保険者ご本人、世帯主、配偶者のいずれかの口座からお支払いいただけます。
※口座振替手続きに必要なものは、通帳及び通帳の印鑑です。

[保険料の納付方法]

　特別徴収・・・年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として2か月ごとに支払われる年金か
らお支払いいただきます。ただし、長寿医療制度保険料と介護保険料の合計額が年金
受給額の半分を超える場合は、年金からのお支払いではなく、普通徴収になります。

　普通徴収・・・特別徴収の対象とならない方は、町から送付する納入通知書または口座振替によりお
支払いいただきます。保険料は7月から翌年の3月まで毎月（9回）に分けてお支払い
いただきます。

☆問合せ　福祉課	長寿いきがい班（☎75−3644）



森林ボランティア参加者募集
　町では、豊かな森林づくり活動として、次のとおり森林ボランティアを募集します。初心者の方も歓
迎しますので、ぜひご応募ください。

☆日　時　平成21年2月8日（日）9：30〜15：00

☆場　所　浅間山（河村城跡周辺の森林）

☆内　容　間伐作業　※作業に使う道具は用意します。

☆定　員　30人（定員になり次第締切ります）

☆申込み　平成21年1月5日（月）〜1月30日（金）に参加する方の住所、氏名、電話番号、生年月日を
　方　法　電話またはFAXでお申込みください

☆問合せ　産業観光課森林づくり班（☎75−3646　FAX	75−3661）
　申込み

【全国モーターボート競走施行者協議会助成事業】
山北町環境教育推進“エコ・リフレッシュ”事業　「はじめての野鳥観察」
☆日　　　　時　平成21年1月17日（土）9：00〜12：00

☆集 合 場 所　役場駐車場（西側）

☆対　　　　象　小学生以上　※小学生は保護者同伴。

☆定　　　　員　30人（先着順）

☆内　　　　容　丹沢湖周辺に冬の時期に飛来するオシドリや、マガモなどの野鳥を観察します

☆持　ち　物　筆記用具、防寒具、双眼鏡（持っている方）

☆申込み締切り　平成21年1月9日（金）必着

☆申込み方法　直接申し込むか、Eメール、FAXで氏名、年齢、住所、連絡先電話番号と“はじめての
野鳥観察申込み”と明記して、お申込みください

☆問合せ申込み　生活環境課生活環境班（☎75−3645　FAX	76−4564）
　　　　　　　　Eメール：seikatu-kankyo@town.yamakita.kanagawa.jp

やまきた駅前朝市　新春初売り
（毎月第1日曜日開催）

☆日　　時　平成21年1月4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、

豚汁やおしるこなどを販売します
　　　　　　・粗品を差し上げます
☆イベント　つめ放題（お米ミニバケツ一杯）
☆後　　援　山北町商工会
☆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）
　　　　　　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。

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　平成21年1月21日（水）
　　　　　13：00〜16：00
☆場　所　松田町民文化センター3階会議室
※JR御殿場線松田駅北口から徒歩5分、または小
田急線新松田駅北口から徒歩10分になります。

☆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
　　　　　・名誉毀

きそん

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　福祉課福祉推進班（☎75-3644）



町臨時職員台帳への登録者募集
　町では、平成21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、
事前に登録しておくものです。町が臨時職員を必
要としたときに登録者に連絡し、雇用を行いま
す。
　なお、雇用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21年1月26日（月）8：30から

☆受付場所　総務防災課

☆対　　象　64歳以下の方

☆提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は平成21年1月21日（水）から、総務防
災課で配布します。

※認印をお持ちください。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。26日
以降であれば、その場で記入し、ご提出いただ
けます。

☆主な職種と条件

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

山北町商工会職員の募集
　山北町商工会では、次のとおり職員を募集しま
す。希望される方はお申込みください。

☆受付期間	 12月15日（月）〜平成21年1月20
日（火）9：00〜17：00まで（土
曜・日曜日、祝祭日を除く）

※郵送による申込みは受付けません。

☆受付場所　山北町商工会事務局

☆試験日程　
　○一次試験：平成21年1月30日（金）
　　　　　　　9：00〜12：00
　　　　内容：一般的な知識についての筆記試験、

作文
　○二次試験：一次試験合格者に通知
　　　　内容：面接試験

☆試験会場　山北町商工会館

☆採用時期　平成21年3月1日（予定）

☆募集内容　事務職（経営支援担当職員）

☆採用人数　1人（男女問わず）

☆応募資格　・昭和59年4月1日以降出生の高等
学校卒業以上の方（平成21年3
月卒業見込みの方を含みます）

　　　　　　・簿記検定試験3級以上の合格者
　　　　　　・パソコン操作（ワード、エクセル）

のできる方

☆給　　与　高等学校卒業者　月額138,400円
　　　　　　短期大学卒業者　月額148,000円
　　　　　　大学卒業者　　　月額170,200円
※その他手当は商工会規定による。

☆提出書類　・申込み用紙（商工会指定）に写真
を貼り付けたもの１通

　　　　　　・本人または代理人の方が直接、提
出ください

　　　　　　・申込み用紙の配布は、12月15日
（月）〜平成21年1月9日（金）
9：00〜17：00の期間、山北町
商工会事務局にて配布します（土
曜・日曜日、祝祭日を除く）

※郵送による配布は行いません。

☆問	合	せ　山北町商工会事務局
　　　　　　（☎76−3451）

職種
一般
事務員

塵芥処理
作業員

ヘルパー

施設
管理人Ｃ

施設
管理人B

施設
管理人A

給食
調理員

幼稚園
教諭

保育園
保育士

賃金

770円（時給）

10,080円（日給）

900円（時給）

870円（時給）

830円（時給）

770円（時給）

830円（時給）

870円（時給）

870円（時給）

その他
簡単なパソコン操作
のできる方。

ごみ収集が主な業務
です。

資格を要します。

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。

受付や施設の巡回が主
な業務です。夜間の勤
務も含まれます。

夕方から夜間の勤務
となります。鍵管理
が主な業務です。

勤務場所は保育園や
学校です。

資格を要します。

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。



入札結果　１１月中

※工事は130万円以上、委託は50万円以上、物品は80万円以上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）

担当課

健康づくり課

都市整備課

都市整備課

企画財政課

学校教育課

生活環境課

産業観光課

産業観光課

産業観光課

産業観光課

総務防災課

事　業　名

平成20年度	町立山北診療所医療機
器購入

平成20年度	水上橋架替工事

平成20年度	町道鉄道公園線舗装整
備工事
平成20年度	町民カレンダー
（平成２１年度版）印刷
平成20年度	山北中学校太陽光・風
力併用型街路灯設置工事
平成20年度	流域関連公共下水道整
備工事　第２工区
平成20年度	農とみどりの整備事業
川村用水整備工事
平成20年度	中山間地域総合整備事業
日向活性化施設建築設計業務委託
平成20年度	丹沢湖ダム広場周辺装
飾照明設置業務委託
平成20年度	私有林整備工事
(丸山地区）
平成20年度	皆瀬川町有林整備業務
委託

落札事業所名

協和医科器械	株式
会社	厚木営業所

株式会社	荻野工業

マツレキ	株式会社	
山北営業所

株式会社	ソーゴー	

有限会社	岡崎電業

有限会社	山秀工業

金子建設	株式会社

有限会社	秀設計プ
ランニング

株式会社	イケダ電気

山北町森林組合

山北町森林組合

予定価格
（消費税込み）

22,575,000円

180,715,500円

13,398,000円

1,365,000円

4,042,500円

2,268,000円

7,444,500円

1,669,500円

2,929,500円

5,859,000円

3,297,000円

契約額
（消費税込み）

22,365,000円

180,442,500円

12,600,000円

1,077,300円

3,937,500円

2,205,000円

7,402,500円

1,449,000円

2,924,250円

5,775,000円

3,255,000円

県警音楽隊・カラーガード隊が
やってくる

　子どもたちの安全と豊かな学びをはぐくむため
に、「交通安全・防犯教室」を小・中学生向けに
開催します。
　また、教室開催後、体育館において県警音楽隊
による演奏会、並びにカラーガード隊によるドリ
ル演技を行います。ご近所でお誘いあわせのう
え、お越しください。

☆日　時　平成21年1月21日（水）14：00から

☆場　所　清水小・中学校体育館

☆内　容　演奏会、ドリル演技

☆問合せ　清水小学校（☎77−2406）
　　　　　清水中学校（☎77−2413）

合唱コンサートのおしらせ
あしがら四季の会  第２回ハーモニーの集い
☆日　時　平成21年1月24日（土）13：00開演

☆場　所　中央公民館多目的ホール

☆内　容　4団体の演奏、合同演奏　
　　　　　※松田、山北、開成で活動している

4つの合唱団の演奏会です。

☆入場料　無料

☆問合せ　宮里　妙子（☎75−3241）



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　	平成21年1月15日（木）
	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。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあります。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

スクエアダンスを踊ってみませんか
　スクエアダンスは、4組のカップル（8人）がカント
リー＆ウエスタンのメロディに乗って踊るレクリエー
ションダンスです。ぜひお越しください。

☆日　時　平成21年2月6日（金）〜5月15日（金）
　　　　　毎週金曜日（全15回）9：45〜11：45

☆会　場　健康福祉センター2F会議室
　　　　　または多目的室

☆定　員　8人

☆費　用　3,500円（会場費など）

☆問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
　申込み　岩原　茂子（☎76−4426）
※動きやすい服装、靴でお越しください。
※1、2回目を体験教室としますので、お気軽にお
越しください。

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、平成 21年 2月 2日（月）

《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

　　　平成21年1月20日（火）	13：00〜15：00
　　　　　　　　　　　役場3階301会議室

県立職業技術校4月入校生募集
☆募集期間　平成21年1月15日（木）から
　　　　　　平成21年2月12日（木）
☆対　　象	 技術・技能を習得し就職する意欲の

ある方
※コースにより高卒程度の学力が必要です。
☆選 考 日　平成21年2月22日（日）
☆募 集 校	 東部総合校、平塚校、藤沢校、小田

原校、秦野校
☆問 合 せ　東部総合校（☎045−504−2800）
　申 込 み　平　塚　校（☎0463−23−1922）
　　　　　　藤　沢　校（☎0466−25−2425）
　　　　　　小 田 原 校（☎0465−23−2275）
　　　　　　秦　野　校（☎0463−81−0870）
☆問 合 せ　県雇用産業人材課（☎045−210−5715）

みんなで愛の献血を
☆日　時	 平成21年1月22日（木）
　　　　　13：30〜15：30
☆場　所　役場正面玄関前
☆対　象	 年齢が18歳以上69歳以下で、体重が

50ｋｇを越える方
※65〜69歳の方は、60〜64歳の時に、献血をし
たことのある方に限ります。
※献血手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
※初めて献血される方は、免許証などの身分を証
明できるものをご持参ください。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

『思春期講座』参加者募集
　生涯学習グループつばめの会では、「思春期講
座」を開催します。思春期は生きていく中で重要
なポイントとなっています。どの年代の方がお聞
きになっても、日常生活を楽しく豊かにしていく
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。
※お申込みは必要ありません。
☆日　程

※1回のみの参加も可能です。
☆場　所　中央公民館和室
☆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）

日　　　時
平成21年1月24日（土）
10：00〜12：00（9：45受付開始）
平成21年2月14日（土）
10：00〜12：00（9：45受付開始）
平成21年3月14日（土）
10：00〜12：00（9：45受付開始）

内　　容

受験を活かす

ハードルを
越える
まだまだ育つ
自分


