
川村用水断減水について
　川村用水が次の期間、断減水しますので、おし
らせします。
☆断水期間　
　　第１回　平成20年11月26日（水）  9：30から
　　　　　　平成20年12月  1日（月）10：00まで
　　第２回　平成20年12月16日（火）  9：30から
　　　　　　　　　　　　　　　　　 17：00まで
　　第３回　平成21年  3月10日（火）から
　　　　　　平成21年  3月19日（木）まで（予定）
☆減水期間　
　　第１回　平成20年12月  1日（月）10：00から
　　　　　　平成20年12月16日（火）  9：30まで
　　第２回　平成20年12月16日（火）17：00から
　　　　　　平成21年  3月10日（火）まで（予定）
☆断減水理由　東京電力山北発電所工事のため
☆問 合 せ　都市整備課整備班（☎75－3647）
　　　　　　東京電力㈱ 小田原支社 松田制御所土
　　　　　　木保守グループ（☎87－3270）

成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成21年1月11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、昭和63年4月2日から平成元年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28日（金）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）

山北町産業まつりのおしらせ
　町では、町内の産業を町民に広く紹介するとと
もに、イベントなどを通じて産業に従事する人た
ちと交流を深め、農林商工業の振興を図ることを
目的に「山北町産業まつり」を開催します。ぜひ
お越しください。
☆日　時　11月23日（日・祝）9：30～15：00
☆場　所　健康福祉センター駐車場、鉄道公園
☆内　容　・農産物、特産品などの販売
　　　　　・新潟県旧山北町の海産品などの販売
　　　　　・キャラクターショー
　　　　　・ソーラン山北、山北中学校ダンス
　　　　　・その他各種イベント
　　　　　※チラシの福引券をお持ちください。
☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75－3646）

製造事業所のみなさまへ
～工業統計調査にご協力を～

　平成20年工業統計調査を平成20年12月31日現
在で行います。調査の実施にあたっては、本年12
月中旬から来年1月にかけて、統計調査員がお伺
いします。なお、ご提出いただく調査票について
は、統計法に基づき、統計作成以外の目的には一
切使用されません。秘密は厳守されますので、正
確な記入をお願いします。

☆調査内容　従業者数、製造品出荷額、原材料使
　　　　　　用額など

☆問 合 せ　県総務部統計課事業所・工業統計班
　　　　　　（☎045－210－3221）
　　　　　　企画財政課企画班（☎75－3652）

11月の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。

※町民カレンダーに★印が付いています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

収　集　日
11月25日（火）
11月26日（水）

種　　別
もえるごみ
もえるごみ

地　　区
三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原
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第27回県西地区障害者文化事業
☆日　時　12月6日（土）9：00～15：30

☆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　○講演会　
　　　　　　　時　間　9：10～10：25
　　　　　　　内　容　100人村から見えること
　　　　　　　講　師　池田　香代子　氏

　　　　　○交流会　
　　　　　　　時　間　10：45～12：00
　　　　　　　内　容　施設・作業所の利用者、
　　　　　　　　　　　職員による演奏など会場
　　　　　　　　　　　みんなで大合唱

　　　　　○作品展・バザー
　　　　　　　時　間　9：30～15：30

☆問合せ　小田原養護学校（☎37－2755）

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
は今年度65歳になられる方までに限ります）

☆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

振り込め詐欺にご注意を！！
　振り込め詐欺の被害にあわないために、次の点
にご注意ください。

１．町職員を装い、携帯電話を使ってATM（現
金自動預け払い機）を操作させ、振り込みを
行わせるような事を指示された場合はご注意
ください。町では還付金受取りなどのために
ATMの操作を求める事はありません。

２．子供や孫から「携帯電話の番号が変わった」
という連絡があり、その後にお金の話があっ
た場合はご注意ください。

３．知らない警察官や弁護士から連絡があった
時、相手の連絡先が携帯電話の場合はご注意
ください。

４．振り込み先口座が、遠く離れた銀行の支店、
見知らぬ個人名、法務支援協会などもっとも
らしい法曹機関の場合はご注意ください。

　電話の内容がおかしいと思ったら、いったん電
話を切り、一人で悩まず、警察や家族、友人知人
に相談してください。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
　　　　　松田警察署　　　　　（☎82－0110）

職種

給食調理員

保育園保育士

賃金
（時給）

810円

850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。

簡単なパソコン操作ので
きる方。

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。

770円

850円

850円

770円

児童介助員

学校用務員

施設管理人Ｃ

一般事務員

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

学童保育所 入所希望者募集
　にこにこクラブ（学童保育所）では、放課後帰
宅しても、家庭において適切な保護が受けられな
い児童の健全育成を図るために、保育所を開設し
ています。

☆開設時間　月～金曜日の下校時刻から18:00まで
※春・夏・冬休みの期間は、8:00～18：00（た
　だし、盆・年末年始はお休み）。

☆場　　所　山北町山北1371

☆対象児童　小学校1～4年生

☆問合せ　にこにこクラブ（☎75－2890）
　申込み　
※月～金曜日の13:30～18:00にお申込みください。



【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

はじめての地学ハイク
　約1,500万年前、南の海に浮かぶ火山島だった丹沢の周りには、熱帯のサンゴ礁が広がっていました。
その火山島が本州に衝突、さらに伊豆が衝突し、丹沢塊ができました。丹沢の山の中では、その証拠が
たくさん見つかります。南の海からやってきたといわれる丹沢。今回はその証拠である岩石や化石を
じっくり観察しながら、丹沢の生い立ちを探ります。

☆日　時　12月13日（土）9：00～16：00
　　　　　※雨天の場合、内容を一部変更して実施。

☆場　所　山北駅前 ～ 丹沢湖周辺（貸し切りバスで移動）

☆対　象　小学4年生以上
　　　　　※小学生は保護者同伴。

☆定　員　30人（先着順）

☆内　容　丹沢の岩石や化石について、野外で観察しながら学びます

☆講　師　丹沢地学研究会代表　門田　真人　氏（県立生命の星・地球博物館外来研究員）

☆費　用　無料

☆持ち物　お弁当、水筒、タオル、雨具、防寒具、軍手
　　　　　※持参できる方は、ハンマー、ルーペをお持ちください。

☆申込み　12月5日（金）必着
　締切り

☆申込み　直接申込むか、Eメール、FAXに氏名、年齢、住所、連絡先番号と
　方　法　“はじめての地学ハイク申込み”と明記して、お申込みください

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

山北町環境教育推進“エコ・リフレッシュ”事業
第3回山北町環境展「丹沢を歩こう！」

　丹沢山地は、県内最高峰の蛭ヶ岳（標高1,673ｍ）を中心に、標高1,500ｍを超える峰々が連なり、急
傾斜な地形で沢や谷が多く、深山の様相を呈しています。また、様々な生き物の生息環境にもなってい
ます。この豊かな自然環境を持つ丹沢山地のおよそ半分を、山北町が占めています。
　丹沢山地の自然環境の様子や登山・散策コースなどを、昨年度よりご紹介しています。
　
☆日　時　平成20年12月25日（木）～平成21年2月1日（日）9：00～17：00
　　　　　（月曜日、年末年始、1月13日（火）は休館）

☆場　所　中央公民館1階ロビー

☆内　容　写真パネルの展示

☆費　用　無料

☆主　催　山北町、丹沢湖ビジターセンター

☆問合せ　生活環境課生活環境班　（☎75-3645）
　　　　　丹沢湖ビジターセンター（☎78-3888）



「電子申告（e－Tax）説明会」
のおしらせ

　この度、暮らしに役立つ税情報を提供する場と
して、どなたでも受講できる「電子申告説明会」
を以下のとおり開催します。
　この説明会は、小田原税務署から講師を迎え、
地域の皆様に、電子申告の概要を分かりやすくご
説明するものです。
☆日　程

☆次　第　１部：電子申告（e－Tax）の概要
　　　　　２部：税額控除を受けるための簡単な
　　　　　　　　手続きとは・・・
☆費　用　無料
☆定　員　各会場30人
※会場で実際に申告書の記入方法を説明します。
　印鑑、運転免許書などをご持参いただくと便利
　です。
※説明時間は1時間30分程度を予定しています。
☆問合せ　（社）小田原青色申告会業務課
　申込み　（☎24－2613）

第27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
（火）～11月17日（月））の一環事業として、
第27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

※入賞全作品5,437点を展示します。
☆表 彰 式　
　　開催日　11月30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　13,308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　（社）小田原青色申告会事務局業務課
　　　　　　（☎24－2613）

日　　時
11月28日（金）
9：00～18：00

会　　　場

小田原市民会館
1階・3階ロビー・

3階小ホール

11月29日（土）
9：00～18：00
11月30日（日）
9：00～17：00

日　　時
12月 4日（木）

14：00～

会　　　場

小田原市青色会館

12月 4日（木）
18：00～

12月 8日（月）
14：00～

12月 9日（火）
10：00～

12月 9日（火）
14：00～

12月16日（火）
14：00～

小田原市青色会館

小田原市川東タウンセンター
マロニエ集会室202

小田原市川東タウンセンター
マロニエ集会室202

南足柄市商工会館3階

小田原市生涯学習センター
けやき2階大会議室

平成20年度古文書解読入門1日講座
　県立公文書館では、古文書に興味はあるがこれまで学ぶ機会がなかった方、これから古文書の勉強を
始めてみたい方などを対象に、松田町で出前講座を開催します。
☆日　　　　程　12月7日（日）10：00～16：00
　　　　　　　　①10：00～12：00　くずし字入門　-江戸時代松田町の古文書にふれる-　学習編 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　公文書館　上田　良和　氏
　　　　　　　　②13：00～14：30　くずし字入門　-江戸時代松田町の古文書にふれる-　実習編　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　公文書館　小澤　昭子　氏
　　　　　　　　③14：30～16：00　中世の古文書を読む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　公文書館　田島　光男　氏
☆会　　　　場　松田町町民文化センター
☆対　　　　象　古文書解読に関心を持っている方
☆定　　　　員　50人　※申込み多数の場合は抽選となります。
☆費　　　　用　1,000円（テキスト代） ※納付された費用は返却しません。
☆申込み締切り　11月26日（水）
☆申 込 み 方 法　往復はがきに住所、氏名、電話番号を明記し、お申込みください
☆問合せ申込み　〒241－0815　横浜市旭区中尾1－6－1　県立公文書館郷土資料課（☎045－364－4463）



入札結果　１０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

学校教育課

学校教育課

生活環境課

総務防災課

産業観光課

産業観光課

事　業　名

平成20年度 山北診療所改修工事

平成20年度 山北幼稚園耐震補強設
計業務委託

平成20年度 共和小学校庇等改修工事

平成20年度 量水器交換工事

平成20年度 防災ハンドブック等作
成業務委託
平成20年度 水源環境保全再生交付
金事業 日向用水路改修工事
平成20年度 中山間地域総合整備事
業 日向用水路整備工事

落札事業所名

湯川建築

有限会社 中津川建築
設計コンサルタント

株式会社 田代組

有限会社 大沼
設備工業
朝日航洋 株式
会社 横浜支店

株式会社 山崎組

今泉建設 株式会社

予定価格
（消費税込み）

3,108,000円

4,252,500円

2,614,500円

2,173,500円

3,381,000円

14,836,500円

24,129,000円

契約額
（消費税込み）

2,991,450円

4,095,000円

2,520,000円

2,100,000円

3,255,000円

14,385,000円

23,362,500円

一日陶芸教室を開催します！！
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。
☆日　時　12月13日（土）10：00～15：00
　　　　　12月14日（日）10：00～15：00
☆場　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　　「まきば館」
☆内　容　作陶（形を作るまで）
☆講　師　つぶらの窯　山本 渉 氏
☆服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
☆持ち物　弁当、飲物
☆定　員　各日15人
☆費　用　3,000円（材料費･焼成料他）
☆申込み　12月10日（水）
　締切り　各日定員になり次第、締切ります
☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅（☎・FAX  76－4886）

もしものときの消防豆知識
　普段みなさまが外出先で目にされる消防用設備
のひとつに、誘導灯があります。
　誘導灯は避難設備として、物販店などの防火対
象物に設置が義務付けられているものです。
　誘導灯には避難口誘導灯と通路誘導灯の2種類
があり、緑地に白絵文字の避難口誘導灯は、各部
屋から地上に通じる出入り口や階段に設置されて
います。白地に緑絵文字の通路誘導灯は、廊下や
通路、曲がり角に設置されています。通路誘導灯
の矢印をたどることで、避難口誘導灯を見つける
ことができます。
　また、消火器はおおむね20ｍ周囲で設置されて
いますので、もしもの時はこのことを思い出し、
落ち着いて行動してください。

☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　　（☎74－6663）

つつが虫病にご注意ください
　町内で、つつが虫病が発生しています。つつが虫病は、ダニの一種であるつつが虫を媒介に感染し、
春先と秋から冬にかけて、多く発生しますので、ご注意ください。野山などにお出かけの際は、長袖、
長ズボンを着用し、肌の露出を避け、予防してください。
　つつが虫病に感染すると、頭痛、発熱、関節痛、全身がだるい、リンパ節が腫れてくるなどの症状が
あらわれます。症状がでましたら、すぐに医療機関にて受診してください。

☆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　 1２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　 1２月４日（木）
 時　　間　 10：00～12：00
 場　　所　 松田町保健センター
 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。

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12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）

男性のための料理教室
☆日　  時　12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
☆内　  容　伊達巻き、山菜おこわ、なます
☆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　12月3日（水）
　締 切 り
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

第13回　おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域のみなさまとの“農業を
通じたふれあい”を大切に考えています。安心、
安全な地場産品の販売所や、体験コーナーへお気
軽にお越しください。

☆日　時　12月7日（日）10：00～14：00
　　　　　※雨天実施

☆場　所　かながわ西湘農協山北支店（堂山）

☆内　容　葉ぼたん・パンジー・野菜・果物・舞
　　　　　茸おこわ・赤飯・おからコロッケ・手
　　　　　芸品の販売、バザー・体験コーナー（当
　　　　　日申込み受付け）など
※11：00からおれんじ会のみそを使ったとん汁
　の無料サービスがあります。（先着200人）

☆問合せ　おれんじ会代表　高杉　淳子
　　　　　（☎75－1381）

オストメイト健康相談会
☆日　時　12月21日（日）13：30～16：30

☆場　所　秦野市なでしこ会館大会議室
　　　　　（小田急線秦野駅から徒歩1分）

☆内　容　皮膚・排泄ケア認定看護師の講演、
　　　　　グループ懇談、個別相談、補装具展示な
　　　　　どを予定

☆対　象　人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイ
　　　　　ト）とそのご家族、及び関係者

☆費　用　無料

☆問合せ　丸山　政巳（☎0427－58－1482）


