
4月・5月のごみ収集日について
　祝日に伴い、下記の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。

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

教育アンケート調査に
ご協力をお願いします

　山北町立小・中学校統廃合のあり方検討会で
は、山北町にふさわしい教育環境づくりのための
調査研究を行っていますが、この度、保護者や地
域の方々のご意見やお考えをお聞きしたく、教育
アンケート調査を実施しますので、皆さんのご協
力をお願いします。

☆調査対象　・中学生以下のお子さんがいる保護
　者の方全員

　　　　　　・中学生以下のお子さんがいない世
　帯の方1,000世帯（無作為抽出）

☆調査内容　教育環境の現状や希望などについて
の考えをお聞きします

☆実施時期　5月初旬
　　　　　　※中学生以下のお子さんがいる保護者

の方には自治会を通して、配布・
回収をお願いします。中学生以下
のお子さんがいない世帯の方には
郵送で調査票を配付しますので、
期日までに提出してください。　
詳細は調査票をご覧ください。

☆問 合 せ　山北町立小・中学校統廃合のあり方
　　　　　　検討会事務局
　　　　　　政策室政策班（☎75−3651）

大野山開き
☆日　時　4月29日（火・祝）11：00から

☆場　所　大野山山頂

☆主　催　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名に牛乳の無料配布を行います。

とれたて山ちゃん
開店5周年記念セール

　ふるさと直販加工組合｢とれたて山ちゃん｣で
は、日頃のご愛顧に感謝し、「5周年記念セール」
を開催します。ご家族皆さんでご来店ください。
　また、「とれたて山ちゃん」では、野菜等を出
荷していただける方を募集しています。詳しくは
下記までお問合せください。

☆開催日　4月26日（土）・27日（日）
　　　　　10：00〜17：00

☆出品物　・豊富な山北産の野菜や果物
　　　　　・山北ならではの山菜類
　　　　　・山ちゃん加工室で作ったこだわりの
　　　　　　品々（山ちゃん味噌、漬物、惣菜な
　　　　　　ど）
　　　　　・加工品(ゆず味噌、ジャム類)
※ご来店の方に「きのこ汁」「みかんの生ジュー
　ス」の無料サービスがあります。

☆問合せ　山北町ふるさと直販加工組合
　　　　　「とれたて山ちゃん」（☎75−3026）

地　　区
   山北第2・第3、岸、向原
   三保、清水、共和、山北第1
   山北第2・第3、岸、向原

収集日
4月30日（水）
5月 6 日（火）
5月 7 日（水）

種　　別
もえるごみ
もえるごみ
もえるごみ
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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て、3年
間を限度として、対象事業費の3/4以内の助成金
を交付します。

☆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　7モデル事業
　　　　　　※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15日（木）までに、町所定の申
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にあります。

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

障害のある方やご家族の相談室
　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、生活上の悩みや困っているこ
と、各種制度やサービスを利用するときのお手伝
いや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22日（火）14：00〜16：00

☆場　所　役場3階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）

町臨時職員の募集
　町では、給食調理員、保育士、学校用務員な
ど、臨時的業務に従事していただける方の募集を
します。また、一般事務職、軽易な施設管理人な
どの登録も行っています。
　この制度は、町の業務に対して働く意志のある
方を事前に登録し、町が臨時職員を必要としたと
きに登録者に連絡し、雇用するものです。（登録
は65歳未満の方に限ります）

☆受付場所　総務防災課（役場3階）

☆提出書類　町指定の履歴書
　　　　　　※総務防災課窓口で配布しています。
　　　　　　※認印をお持ちください。また、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。

☆主な職種と条件

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

その他

勤務場所は保育園や学校で
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。

町内小・中学校の勤務です。

町内小・中学校の特別支援
学級の児童・生徒の介助が
主な業務です。
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。
簡単なパソコン操作のでき
る方。

職種

給食調理員

保育園保育士

学校用務員

児童介助員

施設管理人
Ｃ

一般事務職

賃金
時給

810円

時給
850円

時給
750円

時給
850円

時給
850円

時給
750円



山北町たばこ販売促進会から
おしらせ

　すでにテレビ、新聞などで報道されています
が、未成年者喫煙防止のため、たばこ自動販売機
が成人識別機能のついた自動販売機に変わりま
す。
　神奈川県を含む関東地区全域は平成20年7月よ
り、たばこ購入のための成人識別カード『タス
ポ』が必要になります。
　『タスポ』は各たばこ販売店に申込み用紙が置
いてあります。

☆申込み方法　申込み用紙に必要事項を記入し、
本人確認のできる書類と顔写真1
枚を同封して郵送してください

　　　　　　　※郵送先は申込み用紙に記載され
　ています。郵送料は無料です。

☆本人確認の　住民票の写し、運転免許証、
　できる書類　各種健康保険証、各種年金手
　　　　　　　帳などのコピー(１種で可)

☆顔  写　真　縦45mm　横35mm（パスポート）
サイズで3か月以内に撮影したも
の（正面、無帽）

☆問　合　せ　山北町たばこ販売促進会
　　　　　　　岡部商店（☎78−3100）

平成２１年歌会始
お題と詠進(えいしん)要領

　宮内庁では、平成21年歌会始のお題と詠進歌の
詠進要領を発表しました。
　※詠進：和歌を作り差し出すこと。

【お題】生
お題は「生（せい）」ですが、「生」の文字
を使用していれば、「一生（いつしやう）」
のように「しやう（しょう）」と読んでも、
また、訓読しても差し支えありません。

【詠進要領】
　①お題を詠み込んだ自作の短歌で1人１首（未

発表のもの）
　②用紙は半紙（習字用の半紙）で、毛筆で自書

してください。ただし、海外から詠進する場
合は、用紙は随意とし、毛筆でなくても差し
支えありません。

　③病気や身体障害のために自筆できない場合
は、次によることができます。

　＜代筆＞
　　別の紙に代筆の理由、代筆者の住所、氏名を

書いて詠進歌に添えてください。
　＜ワープロ・パソコン＞
　　ワープロやパソコンなどを利用して印字した

場合は、これらの機器を使用した理由を別紙
に書いて詠進歌に添えてください。

　＜点字＞
　　視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支え

ありません。
　④書式は、半紙を横長に用い、右半分にお題と

短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、
氏名（本名、ふりがな付）、生年月日、職業
（なるべく具体的に）を縦書きで書いてくだ
さい。無職の場合は、「無職」と書いてくだ
さい（以前に職業に就いたことがある場合に
は、なるべく元の職業を書いてください）。
なお、主婦の場合は「主婦」と書いても差し
支えありません。

【詠進の締切】　9月30日（火）当日消印有効

【詠　進　先】　〒100−8111　宮内庁
封筒に「詠進歌」と明記してください。

【問　合　せ】
　郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手を
貼った封筒を添えて、9月20日（土）までに郵
便で宮内庁式部職あてにお問合せください。
また、宮内庁ホームページをご覧ください。

（http://www.kunaicho.go.jp/12/d12-08.
　html）



軟式野球大会
☆月　　日　6月 1 日（日）・6月 8 日（日）
　　　　　　6月22日（日）・6月29日（日）
　　　　　　7月13日（日）

☆場　　所　山北町スポーツ広場

☆参加資格　町内にお住まいか、お勤めの方で
　　　　　　編成されたチーム（スポーツ保険
　　　　　　加入チーム）

☆参 加 料　10,000円

☆申込期限　5月16日（金）

☆問 合 せ　町体育協会野球部　湯川靖法
　申 込 み　（☎76−4122）

※代表者会議を5月16日（金）19:30から中央公
民館2階第3会議室で開催しますので、参加を希
望されるチームは必ず出席してください。

みんなで愛の献血を
☆日　時　5月7日（水）
　　　　　10：00〜11：30、13：30〜15：30

☆場　所　午前　湯川鉄工所㈱入口
　　　　　午後　山北町役場

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）
※献血ができるのは、年齢が満16歳から69歳ま

でで、体重が男性45kg、女性40kgを越える方
です。（ただし、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。）

　なお、献血手帳をお持ちの方はご持参くださ
い。

山北ジュニアバレーボールクラブ
入部者募集

　山北ジュニアバレーボールクラブ（JVC）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。

☆対　象　町内在住の小学生

☆指導者　山北町体協バレーボール部役員他

☆練習日　
　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）

☆年会費　2,500円

☆問合せ　町体育協会バレー部
　　　　　鈴木健市（☎76−3279）
　　　　　松田浩義（☎76−3481）

山北柔道クラブ会員募集
　創立34年を迎える山北柔道クラブでは、新会
員を募集しています。当クラブは、柔道を通して
「強くたくましい心と体づくり」に励んでいま
す。お父さん、お母さん、ぜひ一度お子さんを連
れて練習風景を見に来ませんか。

☆対　象　小学生及び中学生の男女

☆練習日　木曜日（17:30〜19:30）
　　　　　土曜日（17:00〜19:00）
　　　　　※中学生は18:00〜20:00です。

☆場　所　山北体育館（格技場）

☆会　費　月1,000円

☆問合せ　会　　長　湯川 瀞策（☎75−2161）
　　　　　指導部長　瀬戸 一徳（☎75−0016）



入札結果３月中

担当課

生活環境課

生活環境課

企画財政課

健康づくり課

総務防災課

総務防災課

事　　　　業　　　　名
落　札　事　業　所　名

平成２０年度　一般廃棄物（可燃ごみ）収集運搬業務委託
　有限会社共和衛生工業
平成２０年度　水質検査業務委託
　前澤工業株式会社横浜支店
平成２０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
　株式会社サウンドダック
平成２０年度　広報やまきた・おしらせ版印刷
　ソーゴー印刷株式会社
平成２０年度　山北町健康福祉センター設備管理業務委託
　株式会社綜合サービス
平成２０年度　庁舎等清掃業務委託
　株式会社美装フジモト
平成２０年度　庁舎設備管理業務委託
　大成サービス株式会社横浜支店

予定価格（消費税込み)

契 約 額（消費税込み)

30,639,000円
27,300,000円
10,227,000円
6,195,000円

2,362,500円

2,346,750円
5,638,500円
5,638,500円
5,953,500円
5,428,500円

25,935,000円
25,935,000円
4,998,000円
3,465,000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）

生涯学習課

縁側でポカポカタイム
元気な高齢者を目指そう！

☆日　時　5月14日（水）10:00〜15:00
　　　　　（9:30受付開始）

☆会　場　岸高齢者いきいきセンター

☆内　容　午前　音楽（たいこと歌）
　　　　　午後　運動（高齢者向き筋トレ）

☆参加費　500円（昼食代）

☆持ち物　室内用運動靴(洗えば外用で可)
　　　　　汗拭きタオル

☆申込み　5月12日（月）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

自衛官募集相談員のおしらせ
　山北町の自衛官募集相談員は次の3名の方です
ので、おしらせします。

☆問合せ　自衛隊小田原地域事務所
　　　　　（☎24−3080）

氏名
瀬戸　孝司
田中　博幸
武　徳弘

連絡先
75−0188
77−2244
76−3538



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

３Ｂ体操（健康体操）講習会
　3B体操は、ベル（Bell）、ボール（Ball）、ベ
ルター（Belter）を使った体操です。3B体操でリ
ズムにのっていい汗を流して、心も体もリフレッ
シュしましょう！

☆日　時　4月25日（金）19：30〜20：30

☆場　所　健康福祉センター2階多目的室

☆参加費　無料

☆問合せ　小野　麻利子（☎0550−78−0664）
　申込み

※運動のできる服装でお越しください。

山北高等学校施設開放
　山北高校では、毎週土曜・日曜日のいずれか半
日を原則開放日として設定し、また夜間は体育館
を開放しています。施設利用希望者は、下記の手
続きによりお申込みください。

☆開放対象施設

※グラウンドは、霜のため1・2月は使用できませ
　ん。　

☆申込み方法　1か月ごとに山北高校事務室まで
お申込みください。

☆申込み期間 前 々 月 の 2 5 日 〜 前 月 の 1 5 日
（土・日及び祝日等にあたる場    
合は、その前日まで）

※学校行事や公式試合、施設改修等がある場合
は、お申込み手続き後であっても、開放日の変
更をお願いすることがあります。　

☆問　合　せ　山北高等学校 教頭
　　　　　　　（☎75−0829）

開放日

毎週日曜日

毎日

毎週土曜日

　　対象施設

第1応接室

体育館

グラウンド（半面）

時　間

13:00〜17:00

19:00〜21:00

8:30〜11:00

2009年1月
上場会社の株券が電子化されます
　株券の電子化により、上場会社の株券は無効と
なり、株主の権利は証券会社などの金融機関の口
座で電子的に管理されることになります。
　お持ちの株券が本人名義になっていない場合
は、株券の電子化により、株主としての権利を失
うおそれがありますので、株券電子化の実施前ま
でに名義書換が必要です。

☆株券電子化に関するお問合せ
　日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター
　（☎03−3667−4500　平日9:00〜17：00）

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1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8日（木）
 時　　間　10：00〜12：00、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
※持ち物　 母子健康手帳・筆記用具
　　　　　 調理実習用具（エプロン・三角きん・
　　　　 　米0.5合・食材料費＜実費＞）
　　　　　 歯ブラシ・手鏡・コップ・タオル

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。

 月　　日　5月9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。


