
岩手・宮城内陸地震義援金募金のお礼
　岩手・宮城内陸で発生した地震の被災者に対し、町民のみなさまからいただいた地震義援金が74,381
円に達しました。
　みなさまの温かい心づかいに深く感謝申し上げます。なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金しました。

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

「駅周辺魅力づくり検討事業」
実施のおしらせ

　町では、新規モデル事業として、専門家のコー
ディネートによる空き店舗を活用した調査研究事
業を行っています。
　具体的には、かながわ西湘農業協同組合のご協
力により、旧ＪＡ山北支店事務所を借り受け、活
用することにより、来訪者数や売上などのデータ
収集を行います。
　データ収集後、課題や特性などを抽出し、それ
らを専門的に分析することで、山北町にあった独
自の商店街活性化に関するプランの作成を目的に
しています。

☆場　　　所　旧JA山北支店事務所
　　　　　　　（山北1870番地）

☆開 店 時 間　10：00〜19：00

☆事業協力者　・精進パン（自家製パン販売）
　　　　　　　　※土曜、日曜日販売
　　　　　　　・Wood Voice（若手芸術家によ

る彫刻作製・展示・販売）
※毎日実施（9月23日（火）まで）

☆問　合　せ　政策室（☎75−3651）
※各種イベントも計画しておりますので、実施店

舗にお越しいただき、みなさまのご意見やご感
想をお聞かせください。

７５歳以上の方の健康診査について
　町では、後期高齢者医療保険制度により、生活
習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病な
ど）の治療をしていない方に健康診査を実施して
います。
　かかりつけ医で定期的に生活習慣病の検査（尿
検査、血液検査、心電図検査など）を受けていな
い方で、健康診査の受診を希望される方はお申
し出ください。町から健康診査票を送付しますの
で、町内の医療機関で受診していただきます。

☆対　　象　・平成20年4月1日現在で75歳以上の方
　　　　　　・国民健康保険加入者で、平成21年

3月31日現在で75歳以上となる方
　　　　　　・65〜74歳で後期高齢者医療制度の

被保険者となっている方

☆検査内容　・血圧測定、尿検査、心電図検査、
血液検査（貧血、肝機能、脂質、
血糖）など

☆受診期間 平成20年8月1日（金）〜平成21年
3月19日（木）

☆費　　用　無料

☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
　　　　　　（☎75−3644）
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セルフスタンドでの安全な給油について
　近年、セルフスタンドの数は急速に増えています。しかし、セルフスタンドでの事故や静電気による
火災も報告されているなど、給油に慣れないドライバーがガソリンを吹きこぼしてしまう事例も数多く
あります。給油の際は、次の注意事項を守り、安全に行ってください。

【燃料の吹きこぼれに関しての注意事項】
１．給油ノズルを止まる所まで確実に差し込む
２．給油ノズルのレバーを止まる所まで確実に引く
３．自動的に給油が止まったら、それ以上の給油はしない
４．給油後は、給油ノズルを確実に元の場所へ戻す

☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課　（☎74−6663）

PTA教育フォーラム「健康づくり」
☆日　時　9月7日(日）11：00〜14：00

☆場　所　山北高等学校（山高祭）

☆内　容　・ヨガ教室（教室2−5）
　　　　　　※動きやすい服装でお越しください。
　　　　　・健康チェック（教室2−6）
　　　　　　※骨密度と血管年齢の測定を行います。

☆参加費　無料
※申込みは不要です。どなたでも参加できますの

で、ご近所でお誘いあわせの上、会場へお越し
ください。

☆問合せ　山北高等学校PTA担当（☎75−0828）

PTAベルマーク運動の協力について
　川村小、清水小・中学校PTAでは、教育整備の
充実を目的に、ベルマークと使用済インクカート
リッジ（キャノン又はエプソン）の収集を行って
います。
　現在、山北郵便局・岸郵便局・健康福祉セン
ター・役場清水支所に回収箱を設置していますの
で、ぜひみなさまのご協力をお願いします。

☆問合せ　川村小学校（☎75−1142）
　　　　　清水中学校（☎77−2413）

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を募集し
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

☆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。
※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）

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

850円

750円

850円

850円

750円

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。



危険物取扱者受験準備講習会の実施
☆日　時　10月17日(金）9：30〜17：00

☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室

☆対　象　乙種第4類受験者

☆定　員　70人（先着順）
　　　　　※定員になり次第締切

☆受講料　9,000円（テキスト代含）

☆申込み　8月25日（月）から定員になるまで
　期　間　9：00〜16：00に受付けます
※郵送、電話、FAXによる申込みは受けられません。
※申込みの際に、受験願書の受取りを申出てくだ

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）

『特別慰労品』の請求を
されていないみなさまへ

　恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の「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
日まで引続き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日までですので、お
早めに申請をしてください。
　請求、資格要件などに関するお問合せやご相談
は無料ですので、独立行政法人平和祈念事業特別
基金までお問合せください。

☆請求期限　平成21年3月31日
※請求書は福祉課窓口にあります。

☆問 合 せ　独立行政法人　平和祈念事業特別基金
　　　　　　（無料電話0120−234−933）
※月曜〜金曜日（土日祝日休み）の9：15〜17：15

甲種防火管理講習会の実施
☆日　時　9月25日(木）、26日(金)の2日間
　　　　　9：00〜17：00（受付8：40〜9：00）

☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室

☆申込み　8月25日（月）〜29日（金）の
　期　間　9：00〜17：00（12：00〜13：00は除く）

※テキスト及び修了証カード代として4､000円と
写真2枚（縦3㎝×横2.5㎝）が必要です。

※郵送、電話、FAXによる申込みは受けられませ
ん。

※受講会場までは、できるだけ電車やバスなどを
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）

東井義雄賞「いのちのことば」募集
☆募集内容　「私にとって忘れられない家族のあ

の一言」
※60字以内の「ことば」と、その時の状況を400

字以内でご記入ください。

☆応募資格　なし

☆応募締切　10月1日（水）必着

☆応募方法 住所、氏名、性別、年齢、電話番号、
メールアドレス（任意）、学校名（任意）
をご記入の上、郵便、ＦＡＸ、メール
のいずれかでご応募ください

　　　　　　※応募書簡は返却しません。

☆問 合 せ　〒668−0393
　応 募 先　兵庫県豊岡市但東町出合150
　　　　　　豊岡市教育委員会但東分室内　
　　　　　　東井義雄賞「いのちのことば」募集係
　　　　　　（ ☎  0796−21−9036）
　　　　　　（FAX 0796−54−1025）
　Eメール：toui-kinenkan@city.toyooka.lg.jp
※応募書簡については、一切の権利を豊岡市教育

委員会が有します。
※結果は平成21年1月下旬頃、入賞された方に通

知します。



第2回あしがらＪＣ杯　
ドッジボール大会

☆日　時　9月23日(火・祝）9：30〜16：30

☆場　所　大井町総合体育館

☆対　象　小学4年生、5年生、6年生の男女
　　　　　※1チーム10人制、15人まで登録可能。

☆参加費　1チーム1,000円（保険代含）

☆ルール　日本ドッジボール協会公式ルールに準
ずる

☆応募期間　9月6日（土）まで

☆応募方法　代表者の連絡先をFAXかメールにてお
送りください

☆問合せ　社団法人　あしがら青年会議所
　応募先　（ ☎  090−1845−1257）
　　　　　（FAX 75−0057）
　Email：ashigara08@k-af.co.jp

子育て支援研修会開催のおしらせ
　山北町の子どもたちを地域で支える大切さと必要性を学び、学んだことを役立たせることができるよ
う、子育て支援研修会を開催しますので、ぜひご参加ください。

☆日　程

☆費　用　無料
　　　　　※調理実習のみ実費負担です。

☆対　象　子育て支援に関心のある方
　　　　　※託児（有料）がありますので、必要な方はお申込みください。

☆問合せ　ＮＰＯ法人まみぃ（☎・FAX　20−6051）
　申込み

特別展　箱根火山
いま証される噴火の歴史

　今回の展示では、箱根火山の生い立ちについ
て、新旧のモデルを紹介するとともに、箱根火山
で見ることができる岩石や鉱物、化石などを紹介
します。

☆開催期間　7月19日（土）〜11月9日（日）
※休館日は9月1日（月）、8日（月）、9日（火）、
　16日（火）、24日（水）、29日（月）、
　10月6日（月）、20日（月）、27日（月）

☆開館時間　9：00〜16：30（入館は16：00まで）

☆場　所　県立生命の星・地球博物館（小田原）

☆観覧料

☆問合せ　県立生命の星・地球博物館
　　　　　（☎21−1515）

第1回

第2回

第3回

第4回

9月16日（火）
9：30〜11：30
9月29日（月）
9：00〜12：00
10月7日（火）
9：30〜11：30
10月14日（火）
9：30〜12：00

日　時
幼児期の遊び方

救急法（先着20名）

悩める親と子に元気
を！！
食育をすすめよう！
講習と実習

内　容
「きのいい羊達」
磯谷　氏
足柄消防組合

講師未定

相模女子大学助手
寺島　則子　氏

講　師
高 齢 者 い き い き
センター（岸）
健康福祉センター

健康福祉センター

健康福祉センター

会　場

65歳以上
20歳以上

 20歳未満、
学生

高校生以下

特別展

200円

100円

常設展

510円

300円

セット券

600円

300円

無　料

無　料



入札結果　７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）

上場会社の株券が電子化されます（2009年1月実施予定）
　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必ず名義書換を行ってください。

☆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

知っていますか？建退共制度（建設業退職金共済制度）
　この制度は、「中小企業退職金共済法」により、建設現場で働く方々のために国が作った退職金制度
です。
　事業主は、働いた日数に応じて現場で働く労働者の共済手帳に共済証紙を貼ります。そして、その労
働者が建設業界で働くことを辞めたとき、建退共から退職金を支払うという建設業界全体の退職金制度
です。

☆加入できる事業主　建設業を営む方

☆対象となる労働者　建設業の現場で働く方

☆掛　金　日額310円

☆特　長　○国の制度なので安全、確実で、申込み手続きは簡単です。
　　　　　○経営事項審査で加点評価の対象となります。
　　　　　○掛金の一部を国が助成します。
　　　　　○掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全

額非課税となります。
　　　　　○事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

☆問合せ　建退共神奈川県支部（☎045-201-8454）
　　　　　※詳細はホームページをご参照ください。
　　　　　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

担当課

産業観光課

産業観光課

産業観光課

生活環境課

学校教育課

事　業　名

平成20年度　滝沢・高松作業道整
備工事（第1工区）
平成20年度　滝沢・高松作業道整
備工事（第2工区）
平成20年度　中山間地域総合整備
事業　浅間山農道整備工事
平成20年度　流域関連公共下水道
整備工事　第1工区
平成20年度　川村小学校太陽光・
風力併用型街路灯設置工事

落札事業所名

今泉建設 株式会社

株式会社 荻野工業

株式会社 山崎組

金子建設 株式会社

尾崎電気

予定価格
（消費税込み）

59,167,500円

80,398,500円

74,854,500円

21,031,500円

4,126,500円

契約額
（消費税込み）

56,700,000円

77,175,000円

71,925,000円

19,950,000円

3,885,000円



「健康福祉センター」から
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　 9月2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　 9月4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　 9月4日（木）
 時　　間　 午前　10：00〜12：00
　　　　　  午後　13：30〜15：30
 場　　所　 松田町保健センター
 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、三角きん、
米0.5合、歯ブラシ、手鏡、コップ、タオルをお持ち
ください。

※調理実習で実費（食材料費）がかかります。

3歳児健康診査
 月　　日　 9月9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6月〜7月生まれの幼児

※母子健康手帳をお持ちください。

みんなで愛の献血を
☆日　時　9月11日（木）
　　　　　10：00〜12：00
　　　　　13：00〜15：30

☆場　所　町役場 玄関横

☆対　象 年齢が満16歳から69歳までで、体重
が男性45ｋｇ、女性が40ｋｇ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）

男の料理教室
☆日 　 時　9月6日（土）9：30〜12：00

☆場 　 所　健康福祉センター調理実習室

☆対 　 象　町内在住・在勤の男性

☆定 　 員　28人

☆内 　 容　かぼちゃのコロッケ、他

☆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　9月3日（水）

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75−0822）


