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やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　時　3月4日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　7：00～8：30
場　所　ふるさと交流センター周辺広場
　　　　（山北駅前）
内　容　野菜類、肉類、魚類、惣菜、花、食料品

などを販売
イベント　お米詰め放題、ガラガラ抽選会
※昨年のガラガラ補助券（水色）は使えません。
後　援　山北町商工会（☎76－3451）
※買い物中のマイカーの駐車は、さがみ信用金

庫、横浜銀行の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをお持ちください。
※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）

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　会計課及び清水・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。
※特定事業者でのみ使用できますが、おつりは出

ませんのでご注意ください。

☆特定事業者の皆さんへ☆
　商品券の換金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、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）

放課後子ども教室の安全管理員を募集
　町では、放課後子ども教室の児童を見守ってい
ただける方を募集しています。

時　　間　4月から毎週水曜日
　　　　　放課後～17：00（10月～3月は16：00）
※給食のある日に実施します。
場　　所　川村小学校
謝　　金　1時間900円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

消費者被害未然防止講座を開催します
日　時　3月8日（木）10：00～12：00
場　所　中央公民館
内　容　「消費者被害に遭わないために」
　　　　被害の事例を紹介し対策を学びます

講　師　岩
いわさわ

澤　禮
れ い こ

子　氏
　　　　（秦野市消費生活センター相談員）
※申込みは不要ですので直接会場にお越しくださ

い。
問合せ　産業観光課商工観光班（☎75－3646）

あなたの街の法律家

～工藤行政書士 ・ 社会保険労務士事務所～
山北町出身、新進気鋭の法律家があなたの“困った”を解決します！

＜業務内容＞
・相続・遺言・成年後見・年金相談・内容証明　他

「初回相談料無料！」 まずはお気軽にご連絡ください♪
＜連絡先＞

行政書士・社会保険労務士　　工藤雅史（クドウマサフミ）
事務所：東京都町田市金森３７９－７－３０３
実　家：神奈川県足柄上郡山北町山北６０９－２
フリーダイヤル：０１２０－５００－５８５

ホームページアドレス：http://kudouzimusyo.com/
ネットで　　　　　　　　　　　　

有料広告４月１日　Ｏｐｅｎ　（予定）
地域密着型 （山北町限定）

小規模多機能型居宅介護施設　すずらん
グ ル ー プ ホ ー ム　　アミーゴ

職員募集
看護職員、 介護職員、 介護支援専門員、 その他

（正職、 パート要相談）

＊ご利用の相談も受け付けております。

連絡先　アルデパラン 0463 － 61 － 2321 （準備室担当）

有料広告
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町長杯ソフトテニス大会参加者募集
日　　時　3月18日（日）※雨天中止。
　　　　　8：40集合（9：00開始）
場　　所　ぐみの木近隣公園テニスコート
対　　象　町内に在住又は在勤、在学の方
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：1人500円
　　　　　中・高校生：1人300円
申込み期限　3月9日（金）まで
申込み方法　参加者（ペア）の氏名、住所、学校

名、学年（H23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
申 込 み　湯川　亮
　　　　　（☎090－8597－5931 FAX78－3424）

スポーツ施設利用の団体登録
　町教育委員会では、平成24年度に町のスポーツ
施設を利用する団体の登録申請の受付をします。
　施設の利用希望団体は次の期間に登録をお願いし
ます。受付期間内に登録をしないと、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20日（月）～4月9日（月）
対象施設　・町スポーツ広場
　　　　　・町立小・中学校体育施設
　　　　　・東レ・ダウコーニング㈱テニスコート
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班　　　　　　
申 込 み　（☎75－3649）

町内バレーボール祭
日　　時　3月4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
申込み期限　2月22日（水）まで
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）

第57回町内一周駅伝競走大会
　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11日（日）10：00スタート
申込み期限　2月 29日（水）
※車による応援、伴走は危険ですのでご遠慮くだ

さい。
※オープン参加（町内の職場・学校・団体などで

構成されたチーム）も受け付けています。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

コース（9区間） 通過予定時刻
中川バス停前 10：00　スタート
三保支所前 10：10　　　　
神縄バス停前 10：20
宮原入口 10：30
嵐登り口分岐点 10：40
安戸トンネル出口 10：55
高瀬橋出口 11：05
宿　川西屋前 11：15
山北体育館前 11：30
役場庁舎前 11：35　ゴール

2012 少年・少女「山北サッカークラブ体験教室」
日　時　3月11日（日）9：30～11：30
※雨天時は、3月18日（日）に行います。
場　所　川村小学校グラウンド
対　象　幼稚園・保育園（4歳児以上）～小学校3

年生
内　容　ボール遊び、ミニゲームなど
※運動のできる服装、飲み物持参でお越しくださ

い。
費　用　無料
※申込みは不要ですので当日会場にお越しくださ

い。
問合せ　山北サッカークラブ
　　　　事務局　佐藤（☎76－4186）

エクササイズ教室「チャージ」参加者募集
日　程　月～金曜日　9：00～12：00
　　　　（1教室60～80分）
場　所　健康福祉センター
種　目　骨盤体操、ヨガ、ピラティス等日替りで

8種目
費　用　会　費：月額2,000円
　　　　体験料：1回500円
問合せ　あすぽ　秋葉
申込み　（☎090－8013－5541）
        　 （メール：asupo2009@yahoo.co.jp）
※日程、費用、託児サービスなどの詳細について

はお問合せください。



町臨時職員台帳への登録者募集
～町の行政に関わる仕事をしてみませんか～
　町では、平成24年4月からの臨時的業務に従事
していただける方を募集します。
　これは、町の仕事に対し働く意志のある方を広
く募集し、事前登録をしておき、臨時職員を必要
とする仕事があるときに、町から登録者の方に連
絡し雇用する制度です。
　なお、雇用の内容が希望に合わない場合は、断
ることも可能です。

受付開始　2月20日（月）から
　　　　　（土曜・日曜・祝日を除きます）
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、2月17日（金）から配付し

ます。
※履歴書は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ものなので、20日以降は認
印をお持ちいただければ、その場で記入してご
提出いただけます。

職　種 賃金（時給） 内　　容
一般

事務員 840円 簡単なパソコン操作ので
きる方。

保育園
保育士 920円

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。

幼稚園
教諭 920円 資格を要します。

給食
調理員 880円 勤務場所は保育園や学校

です。

中央公民館
管理人 840円

夕方から夜間の勤務とな
ります。鍵管理が主な業
務です。

さくらの湯
受付 880円

受付けや施設の巡回が主
な業務です。夜間の勤務
も含まれます。

健康福祉
センター
管理人

920円
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。

介護認定
調査員 1,625円

看護師、保健師、介護支
援専門員、介護福祉士の
いずれかの資格を要しま
す。

ヘルパー 930円 資格を要します。

問 合 せ　総務防災課庶務班
　　　　　（☎75－3643）

平成24年度 町・県民税
住宅ローン控除のおしらせ

　住宅ローン控除可能額が所得税より多く、控除
しきれなかった場合、町・県民税（住民税）から
控除することができます。町・県民税から住宅
ローン控除をするためには、年末調整（初年度に
ついては確定申告）や確定申告などの手続きが必
要となります。詳しい手続き方法については、税
務課にお問い合わせください。

対象となる入居期間
　次のいずれかの期間に入居した方
　・平成11年～平成18年
　・平成21年～平成23年

※次の場合、町への手続きは不要です。
・既に年末調整で住宅ローン控除の適用を受けて

いる方で、源泉徴収票に居住開始年月日の記載
がある場合。

・確定申告をする方で、申告書第1表の「住宅借
入金等特別控除」欄と第2表「特例適用条文
等」に居住開始年月日の記載がある場合。

問合せ　税務課税務班（☎75－3642）

固定資産税（償却資産）の
申告はお済みですか

　平成24年度の償却資産の申告期間が過ぎていま
す。まだ申告されていない方は、至急申告書を提
出してください。
　
対　象　土地、家屋以外で、事業などに用いるこ

とのある資産（機械・器具・備品）
問合せ　税務課税務班
提出先　（☎75－3642）

ごみはルールを守って出しましょう
　みなさんが利用しているごみ集積所は、各自治
会が管理・清掃しています。
　最近、通勤の途中などで他地区のごみ集積所に
ごみを出し、その中には分別されていないごみも
あるため回収されず、管理している自治会では大
変迷惑しています。
　ごみは、きちんと分別し各自決められた集積所
に出すようお願いします。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）



振り込め詐欺に注意しましょう！
　最近、金融機関の職員を名乗り、通帳やカード
を受け取りに来る手口の詐欺が増えています。事
前に犯人が金融機関へ外回り担当者の名前を聞き
出すなど、手の込んだものが多くなっています。
　万一、金融機関の職員が通帳やカードを受け取
りに来た場合は、口座を開設している店舗へ連絡
し、自分の家に職員が来ることになっているか確
認しましょう。
　
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

3月1日～7日は
春季全国火災予防運動が行われます
　3月1日（木）から7日（水）まで、全国一斉に
春季全国火災予防運動が実施されます。
　これは、火災の発生防止や万一発生した場合に
被害を最小限に食い止める、生命と財産を守るこ
とを目的としています。
　火災予防意識の向上のため、3月1日（木）午後
から、足柄消防組合と町とで火災予防パレードを
行います。これからの季節は空気が乾燥し、火災
が発生しやすくなりますので、火の取扱いには十
分に注意しましょう。

問合せ　足柄消防組合予防課（☎74－6663）

「野焼き」についての知識を
正しく理解しましょう

　｢野焼き｣とは、一般家庭や事業所から出るごみ
を屋外で燃やす行為のことを言います。「野焼
き」は、火災の危険性だけでなく、ダイオキシン
などの化学物質の発生により環境問題の原因と
なったり、黒煙や臭いなどにより近隣への迷惑と
なったりします。
　野焼き行為は法律や条例で禁止されており、違
反すると重い罰則が課せられることがあります。
どんど焼き等の慣習や、農業を営むなどやむを得
ない場合のみ例外とされていますが、近隣の迷惑
にならないよう注意が必要です。
　野焼きについての知識を正しく理解し、ごみを
安易に焼却せず、適切な方法で処理を行いましょ
う。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

「里の案内人」紙すき指導者養成講座
　町では、水源地域の魅力や文化などを都市部に
住む方へ情報発信していく「里の案内人」の育成
講座を開催します。今回は山北町産のみつまたを
使った紙すき講座です。

日　　時　2月22日（水）10：00～17：00
場　　所　中川水源交流の里施設
内　　容　紙すき実践講座
定　　員　20名（先着順）
費　　用　500円（参加費）
申込み期限　2月20日（月）まで
問 合 せ　産業観光課商工観光班
申 込 み　（☎75－3646）

仏像彫刻教室を開催します
　仏像彫刻は、誰でも作ることができます。楽し
く作品を作ってみませんか。

日　　程　いずれかのコースを選択
月　日 コース 時　間

3月 6日、13日、
20日、27日

① 14：00～16：00
② 19：00～21：00

3月 1日、 8日、
15日、22日、29日

③ 14：00～16：00
④ 19：00～21：00

場　　所　山北児童館
定　　員　20名（先着順）
費　　用　1コース5,000円（材料費他）
持 ち 物　鉛筆
問 合 せ　講師　NPO法人ウッドボイス　蘭

らん
　二

じ ろ う
朗

申 込 み　（☎43－6033 携帯090－7212－3880）

ペットは、責任を持って正しく飼いましょう
　近年、ペットとして犬や猫を飼う方が増えてい
ますが、飼い主はまずその習性をよく理解し、近
隣に迷惑をかけないように心がけましょう。

○犬を飼ったら必ず登録し、毎年狂犬病予防注射
を受けましょう。

○散歩のときには袋を用意し、公共の場や他人の
土地などを汚さないよう、ふん等の後始末をき
ちんとしましょう。

○必ずリードを付けてペットの散歩をしましょ
う。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）



入札結果1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）

産業観光課 平成23年度　浅間山農道詳細設
計（落石防護）業務委託

株式会社　技研コン
サルタント 5,355,000円 5,040,000円

産業観光課 平成23年度　高松山山頂周辺森
林整備工事 有限会社　湯山林業 2,698,500円 2,677,500円

産業観光課 平成23年度　浅間山農道排水調査
業務委託 株式会社　相信設計 1,743,000円 1,648,500円

産業観光課 平成23年度　山北町立ぶなの湯
駐車場災害復旧工事 東海林工　株式会社 1,491,000円 1,417,500円

都市整備課 平成22年度　皆瀬川用水路改修
工事（繰越明許） 株式会社　松永組 9,061,500円 8,820,000円

都市整備課 平成23年度　（仮称）新塩沢橋
用地測量業務委託

株式会社　技研コン
サルタント 3,780,000円 2,992,500円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け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）

ASHIGARAアートフェスティバル Vol.0
　「みんなでアート　元気に足柄」をキーワード
に、足柄上地域各地で住民の方と準備を重ねてき
たアートフェティバルが、いよいよ始まります。
　多彩な花が咲き始める春の足柄で、どんなアー
トに出会えるのでしょうか？公式ホームページな
どをご覧のうえ、お越しください。

2月18日（土）
19日（日） 松田町民文化センター

2月25日（土）
26日（日） 開成町福祉会館

2月26日（日）
3月  4日（日） 山北町立中央公民館

3月  3日（土）
4日（日） 中井町立井ノ口公民館

3月10日（土） 南足柄市文化会館
※この他にサテライト会場、地域連携会場の多く

は、3月11日までの会期中毎日開場しています。

問合せ　ASHIGARAアートプロジェクト推進室
　　　　（☎090－3516－3580）
　　　　（ﾒｰﾙinfo@ashigarart.jp)
　　　　（URL:http://ashigarart.jp）

県西産業フェア2012を開催します
　企業同士の交流や新たなビジネスチャンスをつ
くることを目的とした展示会を開催します。入場
は無料ですのでお越しください。

日　　時　2月24日（金）10：00～17：00
　　　　　2月25日（土）10：00～16：00
場　　所　小田原アリーナ サブアリーナ
　　　　　（小田原市中曽根263）
内　　容　企業（団体）の自社製品の展示、事業紹介
出展企業　約50企業（団体）
問 合 せ　あしがら異業種交流促進事業事務局
　　　　　（有限会社明治花プロ内）
　　　　　（☎・FAX 84－5407）

あしがり学校～平清盛とその世界～
　開成町の観光施設・瀬戸屋敷では定期的にあし
がり学校というイベントを行っています。

日　程
月　日 内　容

3月13日（火） 清盛の生き方
3月16日（金） 平家の一門たち
3月23日（金） 清盛を越えた妻・時子
3月27日（火） 清盛の夢・福原

※時間はいずれも13：00～15：00です。
場　所　瀬戸屋敷　土蔵（開成町金井島1336）
講　師　伊

い と う
藤　一

か ず み
美　氏

　　　　（鎌倉考古学研究所監事）
定　員　50名（先着順）
問合せ　あしがり郷　瀬戸屋敷
申込み　（☎84－0050）



乳がん・子宮がん検診のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がん検診を行っていま
す。今回は平成23年度日程の最終となりますの
で、受診を希望される方はお申込みください。

日　　時　3月8日（木）
　　　　　9：00～10：30、13：00～14：30
場　　所　健康福祉センター
内容・費用

内　　容 費　用
【乳がん検診】
・視触診
　30歳以上の方
・マンモグラフィ（乳房X線）
　40～69歳の方（2方向）
　70歳以上の方（1方向）

400円

1,600円
400円

【子宮がん検診】
・20歳以上の方 700円

※年齢は、平成24年3月31日が基準日となりま
す。

※乳がん・子宮がんの受診間隔は、2年に1回が適
切とされています。

※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受
診できません。

※70歳以上の方はマンモグラフィを除き無料で
す。生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方
は、申請により自己負担が免除されますので、
健康づくり課で申請してください。

※今年度「がん検診推進事業」で無料クーポン券
を受け取られた方は、前年度に受診していても
受診できますので、お申込みください。

※医療機関での検診を希望される方には「受診
券・問診票」を送付しますので、ご連絡くださ
い。

問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がい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　2月28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

職員がお受けします。
※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）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、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1日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

３か月児健康診査
月　　日　2月28日（火）
時　　間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年10～11月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

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6日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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　3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。

男性のための料理教室
日　　時　3月3日(土）9：30～
場　　所　健康福祉センター調理実習室
内　　容　ケーキ寿司ほか 
定　　員　30名
費　　用　実費（当日徴収します）
持 ち 物　エプロンまたは三角巾
申込み期限 　2月29日（水）
問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

メロディ放送は午後5時に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、3月から10月まで午後5時になります。

問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　（☎75－3643）


