
有料広告

川村・清水小学校閉校式
　平成27年3月末の川村小学校・清水小学校の閉校に伴い、閉校式を行います。

川村小学校 清水小学校
日　時 3月25日（水） 3月22日（日）
場　所 川村小学校 清水小学校

内　容

○ 9：30～10：00　受付

○10：00～10：40　式典【第1部】

○10：50～11：30　式典【第2部】

※式典【第2部】では、ハーモニカ世界チャ
ンピオン奏者による校歌などの演奏、学校
の歴史を振り返る映像上映を行います。

※駐車場は、グラウンドを開放します。

○ 8：20～ 9：00　受付
○ 9：00～10：00　式典
○10：00～10：30　除幕式
○10：30～12：10　地域の集い
○12：10～15：00　会食

※オアシス公園駐車場（道の駅手前）と谷
峨駅からシャトルバスを運行します。

※グラウンド及び学校周辺・オアシス公園
に駐車場を用意していますが、できるだ
け乗合せにご協力をお願いします。

問合せ 川村小学校（☎75－1142） 清水小学校閉校準備委員会事務局（☎77－2406）

町立小学校の通学区域が変更になります
　川村小学校と清水小学校が1校に統合されることに伴い、平成27年4月1日より次のとおり通学区域が
変更になります。

変更前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇨

問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

小学校名 通学区域
※大字別。（　）は地区名。

川村小学校 山北、向原、岸、平山、皆瀬川、都
夫良野（瀬戸・駒ノ子・都夫良野）

清水小学校 都夫良野（野背開戸）、谷ケ、
川西、湯触、山市場、神縄

小学校名 通学区域
※大字別。

川村小学校
山北、向原、岸、平山、皆瀬
川、都夫良野、谷ケ、川西、湯
触、山市場、神縄

就学援助費支給のご案内
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒が
いる家庭（町内にお住まい）で、経済的理由によ
り就学させることが困難な保護者に対して、学用
品費や給食費などの必要な費用の一部を援助して
います。
　なお、平成27年度の就学援助費支給の詳細につ
いては、3月16日発行の広報やまきたおしらせ版
に掲載します。

問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）
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第60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。
　大会開催に伴い、コースの一部区間で交通規制
を実施します。特に各地区の中継所付近では交通
渋滞などが予想されますので、ご理解ご協力をお
願いします。　
　併せて、出場選手にあたたかい声援をお願いし
ます。　
日　　時　3月8日（日）10：00スタート
※車による応援・伴走は危険ですのでご遠慮くだ

さい。

コース（8区間） 距　離 通過予定時刻

三保支所前 2,740m 10：00 スタート

神縄バス停前 3,380m 10：10

道の駅　山北 2,000m 10：20

JR谷峨駅前 3,900m 10：30

安戸トンネル出口 2,280m 10：45

日向活性化施設前 2,200m 10：55

宿　川西屋前 3,800m 11：05

JR山北駅前 1,300m 11：20

役場庁舎前 11：25 ゴール

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

スポーツ施設利用の団体登録
　町教育委員会では、平成27年度に町のスポーツ
施設を利用する団体の登録を受け付けます。
　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23日（月）～3月27日（金）
対象施設　・町スポーツ広場
　　　　　・町立小・中学校体育施設
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

神奈川県議会議員選挙足柄上選挙区立候補予定者の事前説明会のお知らせ
　平成27年4月12日執行の神奈川県議会議員選挙足柄上選挙区において立候補を予定している方を対象
に、立候補届出手続きなどの事前説明会を、次のとおり開催します。

日　時　3月13日（金）13：30から
場　所　足柄上合同庁舎本館2階　大会議室
対　象　立候補を予定している本人、又は本人に代わって届出手続きをする方及び推薦届出をする方　　

（立候補予定者1人あたり2人程度）
持ち物　説明会終了後に、届出書類などの記載方法についての相談を受け付けますので、次の書類など

を可能な範囲でご持参ください
　　　　①立候補予定者の印鑑（認印）
　　　　　※推薦届出の場合は、推薦届出人全員の印鑑（認印）も含む
　　　　②立候補予定者の戸籍謄本又は抄本（平成27年2月以降発行のもの）
　　　　③政党その他の政治団体に所属する方は、所属党派証明書
　　　　④供託が済んでいる方は、供託証明書
　　　　⑤【推薦届出の場合のみ】立候補予定者の承諾書及び推薦届出人（足柄上選挙区内の選挙人名

簿に登録されている者）全員の選挙人名簿登録証明書
　　　　⑥立候補予定者の住民票（平成27年2月以降発行のもの）1通
問合せ　神奈川県県西地域県政総合センター企画調整部企画調整課（☎32－8000　内線2214）

新型インフルエンザ等対策行動計画（案）
についての意見を募集します

　町では、新型インフルエンザ等対策行動計画の
策定にあたり、町民のみなさんから幅広く意見を
募集します。
　詳細は、町ホームページをご覧ください。
募集期間　2月20日（金）～3月6日（金）
意見提出　記入用紙に必要事項を記入のうえ、

健康福祉センターへ直接又は郵送・
FAX・メールにて提出してください

※計画（案）は、健康福祉センター窓口又は町
ホームページで閲覧できます。

※記入用紙は、健康福祉センターの窓口又は清
水・三保支所に設置したものを利用するか、町
ホームページよりダウンロードしてください。

※電話によるご意見はご遠慮ください。
※ご意見に対する個別の回答はしませんので、ご

了承ください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（健康福祉センター内）
提 出 先　（☎75－0822　FAX76－4592）
　　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp)　
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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27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思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16日（月）から ※土・日曜日、祝日を除きます。
受付場所　役場総務防災課窓口
提出書類　町指定の履歴書　
※履歴書は、総務防災課窓口に設置したものを利用するか、町ホームページよりダウンロードしてください。　
※認印をお持ちになり、その場で記入し提出しても結構です（中学卒業からの学歴・職歴などの記入箇所があります）。

職　　種 賃金（時給） 内　　容
一 般 事 務 890円 簡単なパソコン操作のできる方。
保 育 園 保 育 士 1,000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 1,000円 資格を要します。
給 食 調 理 員 920円 勤務場所は保育園や学校です。
生涯学習センター管理人 890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。
図 書 整 理 員 890円 勤務場所は、生涯学習センター図書館です。土・日曜日、祝日の

勤務も含まれます。
さ く ら の 湯 受 付 920円 受付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 960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 970円 資格を要します。
放課後児童クラブ指導員 920～940円 学童保育です。児童と遊び、生活の指導ができる方。

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

森林ボランティア参加者募集
　町では、森林ボランティアの参加者を募集して
います。河村城址歴史公園内に、木の苗を植えて
みませんか。
日　時　3月21日（土・祝）9：00～12：00
集　合　役場駐車場
場　所　河村城址歴史公園内
内　容　竹木伐採体験、植樹（ツツジなどを予定）
定　員　20名
持ち物　軍手、飲み物
※作業のできる服装でご参加ください。
申込み　3月11日（水）までに電話にてお申込み
方　法　ください
※参加者には、当日のみ有効の「さくらの湯」無料入浴券を配付します。
問合せ　環境農林課農林振興班
申込み　（☎75－3654）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　3月1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　野菜類、肉類、惣菜、花、食料品などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

※出店者を募集しています。お気軽にお問合せください。

～見て、食べて、体験して～
介護者のつどいを開催します

　山北町地域包括支援センターでは、介護をされ
ているご家族や介護に関心のある方を対象に介護
者のつどいを開催します。介護のことに関し、体
験していただける良い機会ですので、ぜひご参加
ください。

日　時　2月21日（土）10:00～14:00
場　所　健康福祉センター
　　　　1階多目的室・2階会議室　
内　容　・福祉用具事業者による実演、福祉機器

の体験
　　　　・配食サービス事業所による美味しい減塩

食や療養食の試食（昼食も兼ねます）
　　　　・参加者による座談会、情報交換
申込み　2月20日（金）まで
期　限
問合せ　山北町地域包括支援センター
申込み　（☎75－1941）
※ご自分で来られない方は送迎をします。申込み

時にお伝えください。



新築祝金の制度変更について
　町では、本町への転入及び若者・中堅世帯の定
住を促進し、人口の増加と地域活性化を目的とし
て、町外から転入又は世帯分離などにより町内で
転居し、戸建て住宅を取得する世帯に対し、新築
祝金を交付しています。
　この制度について、平成27年4月1日より次の
とおり制度変更を行います。

制度変更開始　平成27年4月1日から
制度変更後の交付金額
【町外からの転入世帯への交付金額】20万円
【世帯分離などによる町内転居世帯への交付金額】10万円　
※平成27年3月31日までに交付要件を満たし申請

をした方については、制度変更前の金額が交付
されます。

交付要件　以下のすべての要件を満たす世帯
1.町外から転入又は世帯分離などにより町内で転居

し、居住を目的として戸建て住宅を取得すること
2.転入又は転居の日から5年以上継続して居住す

る意思があること
3.世帯主又は建築主が50歳未満で世帯人数が2人

以上であること
4.転入又は転居の日に属する年度の前年度におい

て世帯主に市区町村民税などの滞納がないこと
申請書類　①新築祝金交付申請書
　　　　　②誓約書
　　　　　③世帯全員の住民票の写し
　　　　　④転入又は転居日の前年度の納税証明

書など
　　　　　⑤戸建て住宅の取得が確認できる書類の写し
　　　　　　（登記完了証・工事完了引渡証明書など）
※①②は定住対策室で配付しています。
　③は町民税務課で申請してください。
　④は転入又は転居日の前年度に住民票のあった

市区町村で申請してください。
問合せ申請先　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

町長杯ソフトテニス大会参加者募集
日　　時　3月29日（日）※雨天中止。
　　　　　9：00開始（8：40集合）
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：無料
申込み期限　3月24日（火）まで
申込み方法　参加者（ペア）の氏名、学校名、
　　　　　学年（平成26年度）をご連絡ください
問 合 せ　山北町体育協会ソフトテニス部
申 込 み　湯

ゆ か わ
川　 亮

りょう
（☎090－8597－5931）

木造建築物耐震診断補助事業
　町では、地震に強い安全な街づくりを進めるた
め、建築してから一定の期間が過ぎた木造個人住
宅の「耐震診断」に助成します。

補助対象　以下のすべての条件を満たす建築物
1.木造の個人住宅（自己用）
※一部店舗兼用の住宅、2世帯住宅は対象となり

ますが、ツーバイフォー建築やアパート、長屋
は対象外となります。

2.2階建て以下のもの
3.昭和56年以前に建築されたもの
※昭和56年6月1日以降に増築されたものは、対

象となりません。
4.町民自らが所有し居住するもの
補助金額　診断費の2／3（上限2万円）
申込み方法　申請する方は、事前に相談が必要です
※事前相談の際、希望する建築物が補助対象とな

るか確認しますので、住宅の建築年度、構造・
規模などを調べておいてください。

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

中川温泉ぶなの湯で変わり風呂
　中川温泉ぶなの湯では、甘酸っぱい香りがする
柑橘類の晩

ば ん ぺ い ゆ
白柚と文

ぶんたん
旦を露天風呂に浮かべた変わ

り風呂をご用意します。町内にお住まいの方を対
象にした町民割引も実施していますので、ぜひこ
の機会に併せてご利用ください。

実 施 日　2月24日（火）
営業時間　10：00～18：00（受付終了17：00）
町民割引料金　大人　400円（通常700円）
　　　　　小人　200円（通常400円）
※小人は、小学生以下です。
※割引料金は、2時間までとなります。
※町民割引をご利用の際は、町民とわかるもの（健

康保険証又は免許証など）をお持ちください。
問 合 せ　中川温泉ぶなの湯（☎78－3090）

～事業者のみなさんへ～
町指定事業系ごみ袋（可燃）90ℓを取扱っています
　事業系ごみ袋については、今まで可燃45リット
ル・不燃35リットルのみでしたが、新たに可燃
90リットルの取扱いを始めました。
　町指定ごみ袋販売店で販売していますので、ぜ
ひご利用ください。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）



神奈川県最低賃金改定のお知らせ
件名 神奈川県最低賃金

特定（産業別）最低賃金

神奈川県塗料製造業 神奈川県電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金
（時間額） 887円 894円 890円

効力発生日 平成 26 年10月1日 平成 27年 3月 1日

※最低賃金には、県内すべての労働者に適用される神奈川県最低賃金（地域別最低賃金）と県内の特定
の産業労働者に適用される特定（産業別）最低賃金があります。

　神奈川県最低賃金（地域別最低賃金）と特定（産業別）最低賃金の両方が同時に適用される場合は、
高い方の最低賃金が適用されます。【最低賃金法第6条】

※特定（産業別）最低賃金は、当該業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
　ただし、特定（産業別）最低賃金には、年齢や従事する業務などによる適用除外が定められており、

この場合は神奈川県最低賃金（地域別最低賃金）が適用されることになります。
問合せ　神奈川労働局賃金課（☎045－211－7354）又は最寄りの労働基準監督署
　　　　神奈川労働局 URL（http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

スクエアダンスを踊ってみませんか
　スクエアダンスは、4組のカップル（8人）がカント
リー＆ウエスタンのメロディに乗って踊るレクリエー
ションダンスです。
　ゲーム性・パズル性があり、「頭の体操になる」と
年齢を問わず人気です。
　私たちと一緒に楽しい時間を過ごしてみませんか。
日　時　3月9日（月）～6月22日（月）
　　　　毎週月曜日　9：30～12：00　
※全15回、5月4日（月）は休み
※他の時間帯もあります、お問合せください。
※1～2週目は、体験教室としますので、お気軽に

お越しください。
場　所　大井町そうわ会館（大井町山田502）
定　員　8名
費　用　3,500円（会場費・テキスト代など）
※動きやすい服装・靴でお越しください。
問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
申込み　岩

いわはら
原　茂

し げ こ
子（☎76－4426）

　　　　（携帯090－3570－6211）

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）

環境農林課 平成２６年度
（仮称）なえぎの学校施設改修工事 今泉建設株式会社 12,409,200円 11,664,000円

生涯学習課
平成２６年度
山北町立生涯学習センター
高圧受電設備更新工事

株式会社イケダ電気 1,728,000円 1,728,000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）

上級救命講習を行います
日　時　3月21日（土・祝）9：00～18：00
場　所　足柄消防署（南足柄市怒田40－1）
対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町に在住・在学・
在勤の中学生以上の方

内　容　成人の心肺蘇生法とAED取扱い
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
受講料　無料
申込み　2月20日（金）～3月11日（水）
期　間　9：00～17：00（土・日曜日を除く）
申込み　電話予約後、申請書を最寄りの消防署・
方　法　出張所へ直接又はFAXにて提出してくだ

さい
※電話予約受付は、3月10日（火）までです。
※申請書は、消防署・出張所で受け取るか、ホー

ムページからもダウンロードできます。
問合せ　小田原市消防本部救急課
申込み　（☎49－4441　FAX49－2591）



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　3月3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、アルコール依存症、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　3月5日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

3歳児健康診査
月　　日　3月10日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター

対　　象　平成23年12月～平成24年2月生まれ
　　　　　の幼児
持 ち 物　母子健康手帳

男性のための料理教室
日　時　3月7日（土）9：30から
場　所　健康福祉センター2階　調理実習室
内　容　いなり寿司
定　員　30名
費　用　実費（当日徴収します）
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　3月3日（火）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

糖尿病公開講座
「知って得する！高齢者の糖尿病」

　今や国民の4人に1人以上は糖尿病若しくはそ
の予備軍といわれ、年々増加の一途をたどってい
ます。なかでも糖尿病に占める高齢者の割合は多
く、60歳以上が60%以上を占めており、今後も増
加していくことが予想されます。
　今、高齢者の糖尿病に対する適切な予防と治療
が非常に重要となっています。
　そこで、糖尿病専門医が、「これだけは知って
おいていただきたい！」という糖尿病に関する知
識を丁寧に解説します。
　興味のある方はどなたでもご参加ください。
日　時　3月5日（木）17：00から
場　所　足柄上病院　講義室
講　師　佐

さ と う
藤　弘

ひ ろ き
樹氏

　　　　（佐藤内科医院長・糖尿病専門医）
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課　鈴木（☎83－0351）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

舗装工事に伴う夜間通行止めのお知らせ
　2月1日号でお知らせした県道74号（小田原山
北線）の舗装工事に伴う夜間全面通行止めについ
て、実施期間をお知らせします。
　ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願
いします。
期　　間　　3月2日（月）から8日間　※雨天順延
時　　間　　21：00～翌朝6：00
場　　所　　下図（　 　区間）
施工業者　　㈱山崎組（☎75－0173）
問 合 せ　　神奈川県県西土木事務所道路維持課（☎83－5111）

メロディ放送は17：00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月までの間17：00になります。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

春季全国火災予防運動
　毎年3月1日から7日は、全国一斉に春季火災予
防運動が実施されます。
　3月1日（日）午後から町内全域において、足柄
消防署山北出張所と町合同の消防車による火災予
防パレードを行います。

【住宅防火  いのちを守る  7つのポイント】
3つの習慣
・寝たばこはやめる
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
・寝具・衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する　　
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる
問合せ　小田原市消防本部予防課予防係（☎49－4428）
　　　　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

工事箇所


