
やまきた駅前朝市
（毎月第1日曜日開催）

☆日　時　3月1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

どを販売します
☆イベント	 つめ放題（お米	 	足柄産キヌヒカリ）、

ガラガラ抽選会
☆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。
☆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）

所得税から住宅ローン控除額を
引ききれなかった方へ

　平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン
控除を受けている方の中には、所得税から住民税へ
の税源移譲により所得税額が減少し、控除できる
住宅ローン控除額が減る可能性がある方がいます。
　税源移譲に伴い減少した住宅ローン控除額は、
申告を行う事により、翌年度の住民税（所得割）
から控除できます。

☆申告方法
　○確定申告をされない方（年末調整で住宅ローン
控除の適用を受けている方）

　　　「住宅借入金等特別税額控除申告書」に源
泉徴収票を添付して、お住まい（平成21年
1月1日現在）の市区町村へ提出してくださ
い。

　○確定申告をされる方
　　　「住宅借入金等特別税額控除申告書」を所

得税の確定申告書とともに、所轄の税務署
へ提出してください。

☆申告期限　3月16日（月）
※申告書は税務課にあります。

☆問 合 せ　税務課税務班（☎75−3642）

スポーツ施設利用の団体登録
　町教育委員会では、平成21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付けます。登
録をしないと、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23日（月）〜3月19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）

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　役場会計室及び役場清水・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。

※商品券購入の際は、あらかじめご連絡いただけ
るとお待たせいたしません。

☆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）

山北町商工会職員の募集
　山北町商工会では、職員として働いていただけ
る方を募集しています。希望される方は、商工
会指定の申込み用紙に写真を貼り付け、3月10日
（火）までに本人または代理人が直接持参してく
ださい。
　申込み用紙は山北町商工会事務局窓口にて配布
しています。詳しくは山北町商工会事務局までお
問合せください。
☆問合せ　山北町商工会事務局（☎76−3451）
　申込み
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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、ご相談を受付けます。
　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受付けます。

☆日　時　2月24日（火）14：00〜16：00

☆場　所　役場301会議室

☆問合せ　福祉課	長寿いきがい班(☎75−3644)
※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。

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（土）※雨天中止
☆場　　所　南足柄市運動公園テニスコート
☆対　　象　町内在勤または在住の方
☆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
☆申込み締切り　3月13日（金）
☆申込み方法	 ペアの氏名、住所、学校名、学年

（H20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長
　申 込 み　清水　誠（☎・FAX　75−2198）

第54回町内一周駅伝競走大会
　山北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15日（日）　10：00スタート
☆申込み締切り　3月 3日（火）
※当日の応援車、伴走車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・団体等で構
成されたチーム）も受付けています。

☆問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　　（☎75−3649）

酒匂川流域の協働のまちづくりシンポジウム
☆日　時　2月28日（土）14：00〜16：30
☆場　所　小田原市尊徳記念館（小田原市柏山2065−1）
☆テーマ　「ぼくの町、わたしの町、活力のまち
　　　　　　づくりはここにある」
☆内　容	 酒匂川流域のまちづくりについての学

識者や住民グループ代表者などによる
講演とパネル討論

☆定　員　200人　※申込みは不要です。
☆費　用　無料
☆問合せ　県都市計画課（☎045−210−6179）
　　　　　町都市整備課（☎75−3647）

定額給付金の給付をよそおった
「振り込め詐欺」や「不当な個人
情報の収集」にご注意ください
　町では、現在、定額給付金の支払いに向けた準
備を進めていますが、制度の具体的な内容は決
まっていません。

したがいまして、現時点では

・	町や県、国などがＡＴＭ（銀行・コンビニなど
の現金自動預払機）の操作をお願いすること
は、絶対にありません。

・	ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り
込んでもらうことは、絶対にできません

・	町や県、国などが「定額給付金」の給付のため
に、手数料などの振り込みを求めることは、絶
対にありません。

・	現時点で、町や県、国などが住民のみなさまの
世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照
会することは、絶対にありません。

　ご自宅や職場などに町や県、国の職員などを名
乗った電話がかかってきたり、郵便物が届いた場
合は、迷わず、町や松田警察署（☎82−0110ま
たは全国共通の警察相談電話（＃9110））にご
連絡ください。

※具体的な支払いの方法などが決まりましたら、
速やかにおしらせします。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

コース（9区間）
中川バス停前
三保支所前
神縄バス停
宮原入口
嵐登り口分岐点
安戸トンネル出口
高瀬橋出口
宿　川西屋前
山北体育館前
役場庁舎前

通過予定時刻
10:00　スタート
10:10
10:20
10:30
10:40
10:55
11:05
11:15
11:30
11:35　ゴール



町内バレーボール祭
☆日　　時　3月1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22日（日）
　締 切 り　
☆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）

春季全国火災予防運動
「火のしまつ  君がしなくて  誰がする」
　3月1日（日）から7日（土）まで春の火災予防
運動が全国一斉に行われます。
　平成8年度から平成19年度までの全国における
火災出火原因の内訳は、「放火による火災」が連
続して1位となっています。また、建物火災の死
者の約9割が住宅火災によるもので、このうちの
約6割が65歳以上の高齢者です。
　暖房器具が必要となるこの時期は、火の取り扱
いに注意するほか、住宅用火災警報器を設置し、
出火をいち早く感知できるようにしてください。
　足柄消防組合では、昨年、火災が最も発生した
期間に消防自動車による夜間警戒巡視を実施し、
放火火災の防止に努めます。みなさまも、家の周
りを整理して放火の予防にご協力ください。
　また、町では、火災予防意識の向上を図るた
め、火災予防運動の初日にあたる3月1日（日）
に、町内全域で消防自動車による火災予防パレー
ドを行います。
☆問合せ　足柄消防組合予防課（☎74−6663）
　　　　　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

平成２１年３月３１日（火）で「特別慰労品」
贈呈の受付が終了します

　独立行政法人	平和祈念事業特別基金では、いま
だ請求されていない引揚者、恩給欠格者、戦後強
制抑留者の「ご本人」に、『特別慰労品』を贈呈
しています（ご遺族の方は対象となりません）。
　引揚者は、終戦の日まで1年以上外地で生活し
ていて、戦後引揚げてきた家族全員が対象です。
請求期限は平成21年3月31日（火）までですの
で、まだ請求されていない方は、早急に請求して
ください。
※請求書は、福祉課の窓口にあります。
※請求に関する「お問合せ」や「ご相談」は無料です。
※月曜日から金曜日の9：15〜17：15で受付け
ています。土・日曜日、祝日はお休みです。
☆問合せ　独立行政法人	平和祈念事業特別基金
　　　　　（☎0120−234−933）

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）を行います。

☆受付期間　4月13日（月）まで
☆応募資格　平成21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18日（土）〜4月20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）

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　時　5月22日（金）9：00から
　　　　　5月24日（日）9：00まで
☆場　所	 小田原市城山陸上競技場から不老山ハ

イキングコース、世附峠などを通り山
中湖畔へ

☆定　員　250チーム（1チーム4人）
※定員になり次第、締め切り。
☆費　用　1チーム60,000円
☆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）
※この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

住宅の耐震化と家具の転倒防止
　大地震による災害で最初に気をつけることは、
建築物の倒壊や家具の転倒による事故です。
　阪神・淡路大震災では、亡くなった方の約8割
がこの原因によるものでした（その中で家具など
の転倒によるものは約4割といわれています）。
そのため、「新耐震基準」となる昭和56年以前に
設計された建築物は耐震補強が望まれます。
　また、建築物の中での負傷の内訳は、家具の
転倒・落下によるものが約5割、破損したガラス
によるものが約3割となっています。家具の転倒
は、ケガを負うだけではなく避難経路の障害にも
なりますので、家具がきちんと固定されているか
など、今一度ご確認ください。

☆問合せ　足柄消防組合予防課（☎74−6663）



フィルムコミッションあしがら映画鑑賞会のおしらせ
　フィルムコミッションあしがらでは、地域のみなさまの映像文化に対する理解を深めることを目的と
して、交流会事業を実施しています。今回は、「母べえ」に出演されている赤塚真人さんに、映画の見
所などを話していただき、その後「母べえ」を上映します。ぜひお越しください。

☆日　　時　2月28日（土）13：00から

☆場　　所　中井町農村環境改善センター多目的ホール

☆内　　容　・第1部　赤塚真人トークショー「映画を語る」（13：00から）
　　　　　　・第2部　映画鑑賞会「母べえ」（14：30から）

☆定　　員　各部200人（定員になり次第、締切り）

☆費　　用　無料

☆応募開始　2月12日（木）〜

☆応募方法	 山北町産業観光課に電話でお申込みください（お申込みの際に代表者の住所・氏名・電話
番号・人数をご連絡ください）

　　　　　　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

☆問 合 せ　フィルムコミッションあしがら事務局（南足柄市役所産業建設部商工観光課内）
　　　　　　（☎72−4511）

☆日　　時　3月7日(土）9：30〜	 ☆場　　所　健康福祉センター栄養指導室
☆内　　容　いなり寿司アラカルト	 ☆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
☆申込み締切り　3月4日（水）まで	 ☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

男性のための料理教室

世代間交流「遊々！広場〜遊びの達人がみんなを待っている〜」
　町の子育て支援団体が主催となり、子どもからおとしよりまでの交流広場を開催します。

☆日　　時　3月1日（日）13：00〜15：30
☆場　　所　中央公民館多目的ホールほか
☆内　　容

※フリーマーケットを役場駐車場（西側）で実施します（雨天中止）。出店店舗を募集していますの
で、「NPO法人まみぃ」までお申込みください。出店料は1区画500円で先着15区画です。

※この他にも、お雛
ひな

様になって記念写真が撮れるコーナーやいくみ会によるおやつの配布などがあります。
※6か月〜2歳くらいのお子様は託児します。（要予約）

☆問 合 せ　NPO法人まみぃ　　	（☎20−6051）
　　　　　　子育て支援センター （☎75−0818）

内　容

親子遊び

折り紙

昔の遊び
（お手玉、あやとり、竹とんぼなど）

キャタピラ競走、紙ひこうき競走

達　人（指導者）
「遊びの達人おじさん」

きのいい羊達代表　磯谷　仁　氏
「折り紙達人おばさんたち」

日本折り紙協会

「子育て支援団体の達人おじさ
ん、達人おばさん」

対　象

3歳〜5歳児と保護者

小学生以上
※大人も歓迎します。

どなたでも参加できます



契約額
（消費税込み）

4,095,000円

1,911,000円

1,606,500円

入札結果　１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

産業観光課

産業観光課

総務防災課

事　業　名

平成20年度	獣害防止柵整備工事
（深沢地区）

平成20年度	観光案内板設置工事

平成20年度	高松町有林整備業務委託

落札事業所名

東栄建設	株式会社

有限会社	山秀工業

有限会社	湯山林業

予定価格
（消費税込み）

4,168,500円

1,953,000円

1,932,000円

春から始めましょう！体験運動教室！！
　健康福祉センターでは、様々な運動教室が開催されています。自分にあった時間や内容の体験教室に
ぜひお申込みください。

☆日　　程　

☆場　　所　健康福祉センター多目的室及びさくらの湯

☆費　　用　無料
※ただし、水中運動教室はさくらの湯利用料400円が必要です。

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）
　申 込 み

教室名

自彊術健康体操

肩こり腰痛体操

３B体操

水中運動

お気軽エクササイズ

ボクササイズ

日　時
3月 5日（木）
　12日（木）
　19日（木）

13：00〜14：30

3月 6日（金）
10：00〜11：30

3月 6日（金）
　20日（金）

19：20〜21：00

3月 9日（月）
　16日（月）

13：30〜14：30
3月13日（金）
　20日（金）
　27日（金）

13：00〜14：00
3月14日（土）
　22日（日）

19：00〜20：00

持ち物
飲み物、ヨガマット（ある
方のみ）
※運動しやすい服装でお越
しください。
飲み物、ヨガマット（ある
方のみ）、室内用運動靴
※運動しやすい服装でお越
しください。
飲み物、ヨガマット（ある
方のみ）、室内用運動靴
※運動しやすい服装でお越
しください。

水着、水泳キャップ、タオ
ル、飲み物

飲み物、ヨガマット（ある
方のみ）、タオル、運動靴
※運動しやすい服装でお越
しください。
飲み物、タオル、運動靴
※運動しやすい服装でお越
しください。

内　容

経絡の流れを良くする導引
法を取り入れた東洋体操を
行います。

身体のバランスを整え、ゆ
がみからくる腰痛などを改
善する体操を行います。

ボール、ベル、ベルダーの
3つの道具を使い、体操を
行います。

膝痛や腰痛の方に、水中で
運動を行います。

音楽に合わせてリズミカル
に体を動かし、シェイプ
アップを行います。

初心者向けのシェイプアッ
プで下肢筋力のばねをつけ
ます。



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3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5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10日（火）
	受付時間　	13：00〜13：15
	場　　所　	健康福祉センター
	対　　象　	平成17年12月〜平成18年2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）

地域活動支援センター事業　普及啓発事業
第2回 ちいき・ふくし博 開催

☆期　間　2月23日（月）〜2月27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及び機関の概要・

活動紹介、各施設などにおける障害の
ある方の作品展示

☆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）

麻しん（はしか）を予防しましょう
　麻しんは大変感染力が強く、感染すると39度以
上の高熱を発します。また、合併症として肺炎や
中耳炎を引き起こすだけでなく、まれに脳炎を発
症する場合があるとても恐ろしい病気です。
　麻しんの予防策として有効なのは、予防接種
です。ワクチンは、麻しん風しん混合ワクチン
（MRワクチン）で、麻しんだけでなく風しんも
予防できます。接種対象者には無料で接種を行い
ます。
　母子健康手帳をご確認の上、まだ麻しんの予防
接種を受けていない方は、足柄上郡地域、南足柄
市、小田原市の医療機関で接種してください。
☆接種対象者
　第1期　1歳以上2歳未満
　第2期　小学校就学前の1年間
　第3期　中学1年生
　第4期　高校3年生
☆問　合　せ　健康づくり課健康づくり班
												　　　	（☎75−0822）

体力測定会の開催
　町では、町民の健康増進を支援しています。定
期的に体力チェックすることで、体の若さを確認
しましょう。
☆日　時　3月4日（水）9：30〜15：00
☆場　所　健康福祉センター診察室
☆定　員　40人（先着順）　※予約制です。
☆内　容　・体力チェック（身長、体重、体脂肪、体

組成、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
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

産前産後のボディケアクラスと
交流会参加者募集

　助産師さんによる産前産後のボディケアを行いま
す。その後、お茶を飲みながら交流しましょう。
☆日　時　3月16日（月）
　　①10：00〜11：00　産前産後のボディケアクラス
　　②11：00〜12：00　交流会、ハンドマッサー

ジ（限定5名）
☆場　所　健康福祉センター2階多目的室
☆費　用　①ボディケアクラス：800円（会場費、材

料費、講師謝礼代など）
　　　　　※動きやすい服装でお越しください。
　　　　　②交流会：100円（お茶代など）
　　　　　③ハンドマッサージ（限定5名）：200円

（材料費など）
　　　　　※シアバター（アフリカ万能クリーム）

によるハンドマッサージ。
※ボディケアクラス出席の方は、交流会の参加費は
無料です。

☆申込み　名前、連絡先電話番号を明記の上、
　方　法　Eメールにてお申込みください
※お子様連れの方も参加できます。
※参加される方は、必ずメールにてお申込みください。
☆問合せ　マタニティとあかちゃんとママの会
　申込み　岩下　奈美
　　Eメール：pipopanamidesuyo@docomo.ne.jp


