
子育て応援特別手当（平成２１年度版）の執行停止のおしらせ
　12月以降の申請開始を予定していました「子育て応援特別手当（平成21年度版）」は、国の補正予算
の見直しにより執行停止となりました。対象となる町民のみなさまに、ご迷惑をおかけしましたことを
お詫び申し上げます。

支給対象者のみなさまへ 平成２１年１０月１５日 
厚生労働大臣 長妻 昭 

子育て応援特別手当（平成２１年度版）の執行停止について 　お詫び

　皆様に、お詫びを申し上げなければならないことがございます。 
　子育て応援特別手当（平成２１年度版）に関しまして、その趣旨を活かしつつ、より充実した新
しい「子ども手当」の創設など、子育て支援策を強力に推進するため、執行を停止させていただく
ことといたしました。 
　この子育て応援特別手当（平成２１年度版）では、本年度において小学校就学前３年間に属する
お子様一人あたり、３万６千円を支給することとなっていました。 
　支給対象者の皆様をはじめ、多くの方々に大変なご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫
び申し上げます。 
　私どもといたしましては、安心して子どもを育てられる社会の構築に向けて、より一層の努力を
続けてまいる所存でございます。 
　今後ともご指導を賜りますよう何卒、宜しくお願い申し上げます。

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

ごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの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

11月24日（火） もえるごみ 三保、清水、共和、
山北第1

11月25日（水） 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）

「オレオレ詐欺」にご注意を！！
　警察官や銀行員を名乗り、言葉巧みにキャッシュカードをだまし取る手口のオレオレ詐欺が発生して
います。警察官や銀行員がキャッシュカードを取りに来たり、口座番号や暗証番号を聞いたりすること
はありません。不審な電話があった場合は、松田警察署まで連絡してください。
☆問合せ　松田警察署（☎82−0110）

尾﨑好美選手祝賀会開催のおしらせ
　8月の世界陸上女子マラソンで銀メダルを獲得
した尾﨑好美選手を招いて祝賀会を開催します。
☆日　時　12月19日(土)　11：00〜
　　　　　(10：30より受け付け開始)
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆定　員　300人　※先着順
☆会　費　1,000円（内500円は尾崎選手に贈ります）
※会費は当日徴収させていただきます。
☆申込み　電話または生涯学習課窓口で受け付け
　方　法　ます
※駐車場に限りがありますのでなるべく電車・バス

等の公共交通機関をご利用ください。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　(☎75−3649)
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高齢者世帯の住宅に火災警報器を
“無償”で取り付けします！

　平成18年6月から、すべての住宅（自動火災報
知設備などが設置されているアパートなどを除
く）に対し、住宅用火災警報器の設置が義務化さ
れました。住宅への設置期限は平成23年5月31日
までとなっています。町では、次のすべての要件
を満たす方の住宅に、火災警報器を無償で配布・
取り付けます。希望される方は印鑑を持参の上、
福祉課か清水・三保支所のいずれかへお申込みく
ださい。
【次のすべての要件を満たす方】
・火災警報器が必要な住宅にお住まいの方
・65歳以上のひとり暮らしの方または65歳以上
　の高齢者のみの世帯
・世帯全員が住民税非課税の世帯
※借家（アパートなど）、町営・県営住宅にお住
　まいの方、生活保護世帯は対象となりません。
☆内　　容　1世帯2個を限度に、煙を感知して火
　　　　　　災の発生を音声で知らせる煙式火災
　　　　　　警報器を取り付けます
☆申込み期限　平成22年2月26日（金）
☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）

参議院神奈川県選出議員補欠選挙の開票結果
　10月25日、参議院神奈川県選出議員補欠選挙が行
われました。本町での開票結果は次のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　（敬称略・得票順）
●参議院神奈川県選出議員補欠選挙
　　　つのだ宏子 1,979票
　　　かねこ洋一 1,935票
　　　岡田政彦 263票
　　　かとう文康 69票
（無効投票  66票）

有権者 10,363人
投票者 4,312人
投票率 41.61％
☆問合せ　町選挙管理委員会（☎75−3643）

成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成22年1月10日（日）の
成人式に参加される方の名簿を作成します。該当
される方は、平成元年4月2日から平成2年4月1日
までに生まれた方です。
　町に住民登録がある方については、12月中旬
に成人式の案内状が送付されますが、町に住民登
録がない方で、町の成人式に参加を希望される方
は、11月30日（月）までに生涯学習課までご連
絡ください。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

12月1日から富士急湘南バスが
「減便」「路線廃止」されます
　1２月１日から富士急湘南バスの次の路線が
「減便」「路線廃止」となります。1２月１日か
らの新しい時刻表は、11月中旬に次の路線のバス
停に掲示されますのでご確認ください。
☆「減便・路線変更」路線
　○新松田駅〜向原〜大口〜アサヒビール

1日10便運行が6便になりますが、終点が大
雄山駅まで延伸となります。

☆「路線廃止」路線
　○山北駅〜新大口橋〜富士フィルム
　○山北駅〜アサヒビール〜富士フィルム

両路線とも1日1便運行していますが、路線廃
止となります。

※新松田駅〜向原〜山北駅路線は減便の申し出が
ありましたが、町内循環バス車両を使用して減
便を補いますので便数の変更はありません。実
施日は平成22年2月1日です。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

第28回県西地区障害者文化事業
☆日　時　11月27日（金）11：00〜16：00
　　　　　11月28日（土）10：00〜15：00
☆場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ
☆テーマ　「つなごうみんなのこころ」
☆内　容　・作品展示
　　　　　・手作り製品バザー
　　　　　　パン、クッキー、陶芸品、布製品など
　　　　　・交流会
　　　　　　作業所利用者による劇や県西地区で
　　　　　　活動しているボランティア団体・サー
　　　　　　クルによる楽器演奏、ダンスなど
☆問合せ　中井やまゆり園（☎81−0288）

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　11月24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）



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
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

浄化槽法定検査のおしらせ
　浄化槽を使用する場合は次の３点が義務付けら
れています。
①「保守点検」：年3〜4回のメンテナンス
②「清　　掃」：年1回の汚泥引き抜き
③「法定検査」：年1回、知事指定の検査機関の行
　　　　　　　　う検査
　足柄上保健福祉事務所生活衛生課では、平成18
年に浄化槽法が改正されたことに伴い、水環境保
全対策の一環として、地区ごとに期間を定め、浄
化槽をお使いの世帯や施設に「法定検査」（保守
点検とは異なります）を受検していただくよう順
次案内を発送しています。
　今回の対象となる地区は次のとおりですので、未受
検の方はお申込みくださいますようお願いします。
※詳しい内容はお問合せください。
☆対象地域　谷ケ地区
☆通知発送　12月1日〜平成22年3月31日　
　期　　間　（期間中に順次発送予定）
☆検査実施　神奈川県知事指定浄化槽検査機関
　機　　関　（社）神奈川県保健協会西湘支所
　　　　　　（☎73−0511）
☆問 合 せ　足柄上保健福祉事務所生活衛生課
　　　　　　（☎83−5111）

骨盤矯正エクササイズスペシャル
　あすぽでは、朝のエクササイズ「チャージ」の時間、内容を拡充して骨盤矯正エクササイズを開催します。
☆日　　時　11月29日（日）9：30〜11：30 ☆場　　所　川村小学校体育館
☆対　　象　18歳以上 ☆費　　用　500円（保険料代など）
※会員割引もあります。
☆申込み方法　参加者の氏名、電話番号をメールでお送りください
※メールをご利用になれない方は、問合せ先までご連絡ください。
☆問 合 せ　あすぽ事務局　飯田（☎090−8013−5541）Eメールアドレスasupo2009＠yahoo.co.jp
　申 込 み
※「空き地遊びホリデージム」も同時開催しますので、お子様連れでもお気軽にご参加ください。

クリスマスキャンドルを作りませんか！
　県立21世紀の森では、使用後の残ったローソク
を溶かし、色や形を工夫して楽しいクリスマスイ
メージのキャンドル作りを開催します。
☆日　時　12月5日（土）、6日（日）　
　　　　　10：00〜15：00
☆場　所　県立21世紀の森
　　　　　（南足柄市内山2870-5）
☆募　集　各日20人　
※応募者多数の場合は抽選となります。
☆対　象　小学生以上（3年生以下は保護者同伴）
※家族での申込みも可能です。
☆参加費　2,000円
（キャンドル１組（４種類）につき）
☆申込み　11月25日（水）
　期　限
☆申込み　往復はがきに、住所、氏名、年齢、電
　方　法　話番号、参加希望日、作製組数を記入
　　　　　し、お申込みください
☆問合せ　〒250−0131南足柄市内山2870-5
　申込み　県立21世紀の森（☎72−0404）

町臨時職員台帳への登録者を募集
〜町の行政に関わる仕事をしてみませんか〜

　町では、一般事務、給食調理員、保育士など町
の仕事に従事していただける方の登録を受け付け
ています。
　この制度は、事前に登録し、町で臨時職員を必
要とする仕事があるときに、登録している方に連
絡し、雇用するものです。（登録は今年度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雇用
を断っていただいてもかまいません。
☆受付場所　総務防災課
☆提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は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、その場で記入して提出いただけます。

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）
　申込み



第28回小学生の税の書道展公開展示
並びに表彰式のおしらせ

　国税庁では、税を考える週間（11月11日
（水）〜11月17日（火））の一環事業として、
第28回小学生の税の書道展公開展示並びに表彰式
を行います。
☆日　程　

日　　時 会　　場
11月27日（金）
9：00〜18：00

小田原市民会館
1階・3階ロビー・

3階小ホール

11月28日（土）
9：00〜18：00
11月29日（日）
9：00〜17：00

※入賞全作品5,625点を展示します。
☆表彰式　
　開催日　11月29日（日）
　会　場　小田原市民会館大ホール
　第１部　9：30受付、10：00開会

南足柄市、中井町、開成町、箱根町、
真鶴町、湯河原町の小学校

　第２部　12：00受付、12：30開会
小田原市酒匂川以東（国府津小学校を
除く）、大井町、松田町、山北町の小
学校

　第３部　14：20受付、14：45開会
小田原市酒匂川以西、国府津小学校

☆応募総数　13,771点
☆対　象　小田原市、南足柄市、足柄上・下郡の
　　　　　小学生
☆主　催　社団法人小田原青色申告会
☆問合せ　㈳小田原青色申告会事務局　管理課
　　　　　（☎24−2612）

地域資源フォーラム参加者募集
〜あしがらの魅力は人を呼ぶ〜

　足柄上地域で活動する団体(踊り、太鼓、歴
史、まちづくり)が実演や活動内容を発表し、足
柄上地域の魅力をPRします。また、足柄上地域
の魅力について意見交換します。
☆日　時　12月6日（日）13：00〜15：30
☆場　所　足柄上合同庁舎２階大会議室
☆参加費　無料
☆定　員　80人
☆申込み　11月30日(月)
　期　限
☆申込み　電話でお申込みいただくか「地域資源
　方　法　フォーラム」と明記し、住所、氏名、
　　　　　電話番号、参加人数をFAXでお申込み
　　　　　ください
☆問合せ　足柄上地域県政総合センター企画調整課
　申込み　（☎83−5111 FAX 83−4591）

「あしがらの里」芸能体験イベントのおしらせ
　足柄上地域県政総合センターでは、足柄上地域
の魅力を内外の人に紹介する取り組みを進めてお
り、その一環として「あしがらの里」芸能体験イ
ベントを開催します。体験は無料ですので、どう
ぞお気軽にご参加ください。
☆日　時　11月22日（日）10：00〜16：00
☆場　所　あしがり郷瀬戸屋敷中庭・土蔵（開成町）
☆内　容　足柄上地域の郷土芸能（踊りや太鼓な

ど）の実演後、実際に簡単な振り付け
で踊ったり、太鼓をたたいたり、無料
で誰でも気軽に体験できます

☆体験できる芸能
相模人形芝居足柄座、足柄ばやし、足柄ささ
ら踊り、しらさぎ太鼓、五所宮囃子（宮本地
区）、大井ひょうたん踊り、大井ひょうたん夢
太鼓、川村囃子、開成阿波おどり

※詳細についてはお問合せください。
☆費　用　無　料
☆申込み　イベント参加を希望される方は、各郷
　方　法　土芸能の実演開始時間までに、中庭に
　　　　　お集まりください
※各実演前に案内のアナウンスがあります。体験さ

れた方、先着250名に地域特産品等を差し上げま
す。

☆問合せ　足柄上地域県政総合センター企画調整課
　申込み　（☎83−5111 ＦＡＸ83−4591）
ht tp://www.p r e f .kanagawa. j p/os i r a se/
asikamiac/kankou/jyoho/sigen/geinobooth.html

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　12月6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 トイレットペーパーつみ放題、
　　　　　ガラガラ抽選会
※ガラガラ抽選会補助券の期限は今回の朝市まで

です。来年は使えませんので、すべて使ってく
ださい。

☆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）



入札結果　10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）

総務防災課 平成21年度　高松町有林整備業務
委託

有限会社 湯山
林業 9,093,000円 9,082,500円

都市整備課 平成21年度　町道神尾田線改良工
事 有限会社 井澤組 15,120,000円 14,910,000円

都市整備課 平成21年度　河川・水路等改良工
事（樋口橋用水管）

有限会社 津田
塗装店 2,121,000円 1,911,000円

都市整備課 平成21年度　妙法寺橋補修工事 静和建設 株式
会社 2,131,500円 1,869,000円

産業観光課
平成20年度　地域活性化・生活対
策臨時交付金事業　向河原橋補修
工事監理業務委託（繰越明許）

株式会社 相信
設計 2,898,000円 2,730,000円

産業観光課
平成21年度　水源環境保全再生交
付金事業　水源林作業道開設測量
設計業務委託

株式会社 技研
コンサルタント 2,845,500円 2,625,000円

産業観光課
平成21年度　地域水源林整備支援
事業　浅間山地区用地測量業務委
託

有限会社 アシ
ガラ測量 2,299,500円 2,205,000円

産業観光課
平成21年度　地域活性化等推進事
業　ひだまりの里獣害防止柵設置
工事

有限会社 野木
建設 5,796,000円 5,565,000円

産業観光課
平成20年度　地域活性化・生活対
策臨時交付金事業　向河原橋補修
工事（繰越明許）

株式会社 磯部組 19,267,500円 18,900,000円

産業観光課 平成21年度　中山間地域総合整備
事業　日向活性化施設建築工事

今泉建設 株式
会社 25,305,000円 24,465,000円

産業観光課
平成21年度　地域活性化等推進事
業　ひだまりの里管理棟外壁塗装
工事

東海林工 株式
会社 4,819,500円 4,515,000円

産業観光課 平成21年度　滝沢・高松作業道整
備工事（第２工区）

株式会社 荻野
工業 43,008,000円 41,475,000円

産業観光課 平成21年度　中山間地域総合整備
事業　浅間山農道整備工事 株式会社 山崎組 42,924,000円 41,895,000円

産業観光課 平成21年度　中山間地域総合整備
事業　土佐屋敷農道整備工事

金子建設 株式
会社 18,249,000円 17,220,000円

※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）

季節性インフルエンザ予防接種について
　現在、季節性インフルエンザワクチンが不足している状況です。
　予約者のみで接種終了となっている医療機関もありますので、接種を希望する方は各医療機関にお問
合せください。
　みなさまにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）



虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。
 月　　日 　12 月 1 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、うつなどの
相談を保健師がお受けします。
 月　　日 　12 月 3 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 　12 月 3 日（木）
 受付時間 　10：00 〜 12：00
 場　　所 　健康福祉センター
 内　　容  妊娠中の過ごし方、おっぱいのお手入れ、

母乳育児について、お産の進み方
 対　　象　 妊婦、夫、祖父母
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

3 歳児健康診査
 月　　日 　12 月 8 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 9 月〜 11 月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。
 月　　日 　12 月 11 日（金）
 受付時間 　9：00 〜 10：30
 場　　所 　健康福祉センター
 対　　象 　乳幼児
※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）

《人権行政相談》
〜12月4日から10日までは人権週間です〜

☆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

　　　12月4日（金） 10：00〜15：00
　　　　　　　　　　  役場3階多目的室

男性のための料理教室
☆日　　時　12月5日(土）9：30〜
☆場　　所　健康福祉センター調理実習室
☆内　　容　カレー、サラダほか 
☆定　　員　30人
☆費　　用　実費（当日徴収します）　　　　　
☆持 ち 物　エプロン、三角きん
☆申込み期限　12月2日（水）　　  　　　　 
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75−0822）

健康マイスターとパークゴルフを
楽しみませんか

☆日　時　12月6日（日）9：30現地集合
※雨天中止。
☆場　所　開成町水辺スポーツ公園
　　　　　「パークゴルフ場」
☆費　用　200円
☆持ち物　運動靴
※4人1組で18ホールを回ります。
☆申込み　11月25日（水）
　期　限
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会では、弁護士法人かながわパブ
リック法律事務所の弁護士が、ご相談を受け付け
ます。
※弁護士法人かながわパブリック法律事務所は、

今年１０月１日に開設された県内初の｢公設法
律事務所」です。

☆日　時　12月12日（土）13：00〜17：00
※１人につき20〜30分の相談になります。
※予約制です。
☆場　所　中央公民館第１会議室
☆定　員　8人　※先着順。
※定員に空きがある場合は、当日受け付けも行い

ます。
☆費　用　無料
☆申込み　11月20日（金）8：30〜
　開　始
（土曜・日曜・祝日を除く8：30〜17：15）
☆申込み　総務防災課窓口または電話でお申
　方　法　込みください
☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）
　申込み


