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春季全国火災予防運動
　毎年3月1日から7日は、全国一斉に春季全国火
災予防運動が実施されます。

　3月1日（金）午後、町内全域において、小田原
市消防本部足柄消防署山北出張所と町合同で消防
自動車による火災予防パレードを行います。

※13：00から役場正面駐車場で出陣式を行いま
　す。消防車両が10台程度駐車しますので、ご理
　解ご協力をお願いいたします。

【住宅防火　いのちを守る  7つのポイント】
・寝たばこは絶対やめる
・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
・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、燃えにくい防災品を使用する
・火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

※住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10
年が経ちました。住宅用火災警報器の耐用年数
はおおむね10年とされています。10年が経過
すると本体が劣化して火災を感知することがで
きなくなるおそれがあるので、新しい住宅用火
災警報器に交換してください。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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）

消防フェスタ2019
　春季全国火災予防運動にあわせて、消防車両の展
示や防火服着装体験などのイベントを行います。

日　時　3月2日（土）10：00～15：00
場　所　ダイナシティウエスト
内　容　消防車両の展示、煙ハウス体験、防火服 
　　　　着装体験、119通報体験、心

しんぱい
肺蘇

そ せ い ほ う
生法体 

　　　　験、住宅用火災警報器・消火器の販売、 
　　　　老朽化消火器の回収
問合せ　小田原市消防本部予防課（☎49－4428）

神奈川県議会議員選挙立候補予定者
事前説明会（南足柄市・足柄上選挙区）
　神奈川県議会議員選挙に立候補を予定している
方を対象に、届出手続きや選挙公報などの説明会
を次のとおり開催します。1人の立候補予定者に
つき3人まで出席できます。

日　時　3月5日（火）13：30～
場　所　南足柄市役所4階　403会議室
持ち物　印鑑
問合せ　南足柄市選挙管理委員会（☎73－8039）

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
緊急情報を確実にお伝えするため、全国瞬時警報
システム（J

ジ ェ イ ・ ア ラ ー ト
－ALERT）の起動確認を目的とした

情報伝達訓練を実施します。
※J－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報を、人

工衛星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。

実施日時　2月20日（水）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Jアラートのテストです。」×3回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな情

報伝達手段で試験が実施されます。
※国民保護のサイレン音は流れません。
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
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❷

放課後児童クラブ支援員を募集します
　町では、4月から小学生の遊び・生活の指導を
行う放課後児童クラブ支援員（町臨時職員）を募
集します。

対　　象　・学童保育に熱意を持って取り組める方
　　　　　・児童とともに遊び、生活の指導がで
　　　　　　きる方
勤務時間　平　日　14：00～19：30
　　　　　土曜日　①７：30～13：30
　　　　　　　　　②13：30～19：30
※シフト制、応相談。
※小学校が長期休暇中は、土曜日の勤務時間に準

じます。
休　　日　・日曜、祝日
　　　　　・8月13日～16日
　　　　　・12月29日～1月3日
勤務場所　やまきた児童クラブ
　　　　　（川村小学校　Ａ棟1階）
賃　　金　時給990円
　　　　　支援員認定後は　時給1,010円
※通勤距離が2キロ以上の場合、町基準により通

勤手当を支給します。
採用人数　若干名
応募方法  総務防災課窓口で配付している町指定

の履歴書を、総務防災課窓口へ提出し
てください。認印を持参すれば、その
場で記入し提出できます（中学校卒業
からの学歴・職歴などの記入箇所があ
ります）

※町指定の履歴書は町ホームページからもダウン
ロードできます。

問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

臨時の学校用務員を募集します
　町では、臨時の学校用務員として従事していた
だける方を募集します。

勤務場所　川村小学校
勤 務 日　平日課業日で週5日以内（勤務日数は

要相談）
勤務時間　7：40～16：10
※休憩45分の7時間45分勤務となります。
賃　　金　時給990円
※通勤距離が2キロ以上の場合、町基準により通

勤手当を支給します。
採用人数　若干名
応募方法  総務防災課窓口で配付している町指定の

履歴書を、総務防災課窓口へ提出してく
ださい。認印を持参すれば、その場で記
入し提出できます（中学校卒業からの学
歴・職歴などの記入箇所があります）

※町指定の履歴書は町ホームページからもダウン
ロードできます。

問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

水質検査計画を策定しました
　町では、水質基準に関する法令や水源などの水
道施設の状況を勘案し、平成31年度水質検査計画
を策定しました。
　検査計画は、上下水道課窓口又は町ホームペー
ジで閲覧できます。
　また、過去の検査結果については、上下水道課
窓口で閲覧できます。

問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

～事業者の皆さんへ～
平成31・32年度「一般競争（指名競争）
参加資格審査申請」の受付について
　町が物品の購入や工事などを発注するときに行
う入札には、入札参加資格として、あらかじめ審
査を受けて名簿に登録されていることが条件と
なっています。
　平成31・32年度につきましては、新たな名簿
登録になります。次のとおり申請を受付けていま
すので登録を希望される事業者の方は参加資格審
査申請をしてください。

受付期限　2月28日（木）まで
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
登録有効期間　平成31年4月1日（月）～平成33年3月31日（水）
※様式など詳細は、町ホームページ（事業者向け

情報）をご確認ください。
問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）

町営駐車場利用者を募集します
対 象 地　山北駐車場（山北1425－4）
駐車区画　2区画（屋根・照明付）
利 用 料　月額5,400円
※満車になり次第、受付を終了させていただきます。
問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）
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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31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。
　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18日（月）から　※土・日曜日、祝日を除きます。
受付場所　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。
※認印を持参すれば、その場で記入し提出できます（中学校卒業からの学歴・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 990円 簡単なパソコン操作のできる方。
保 育 士
保 育 教 諭 1,060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 1,060円 資格を要します。

給 食 調 理 員 990円 勤務場所は、やまきたこども園です。運搬車の運転をすること
もあります。

学　校　用　務　員 990円 校内清掃などをします。
生涯学習センター管理人 990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 990円 勤務場所は、生涯学習センター図書室です。土・日曜日、祝日
の勤務もあります。

さ く ら の 湯 受 付 990円 受付が主な業務です。夜間の勤務も含まれます。
健康福祉センター警備 990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。

介 護 相 談 員 4,000円/回 1回4時間程度、介護保険施設で利用者の疑問や不満、不安を聞
き取ります。

放課後児童クラブ支援員 990～1,010円 学童保育です。児童と遊び、生活の指導ができる方。
放 課 後 子 ど も
教 室 安 全 管 理 員 1,010円 児童と遊び、見守りができる方。

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

❸

農作業を教えていただける方を募集します
　ひだまりの里では、品川区との協働農園で農作業
を教えていただける方を募集します。自己流でも構
いませんので、ご応募をお待ちしております。

募集人数　1人
勤務日時　3～12月の第3日曜日9：00～15：00
※8月は第4日曜日、12月は第1日曜日となります。
業務内容　品川区民の協働農園参加者
　　　　　に農作業を教えていただ
　　　　　きます
手　　当　1回につき7,800円
募集期限　3月4日（月）まで

応募先問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

小田原消防本部主催救命講習のご案内
～上級救命講習を行います～

日　　時　3月10日（日）9：00～18：00
場　　所　小田原消防本部2階　講堂
　　　　　（小田原市前川183－18）
内　　容　成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取扱いに

傷病者管理、異物除去、搬送法、熱傷
の手当てなどを加えた応急手当全般

対　　象　中学生以上の方（小田原消防本部管内
2市5町に在住・在勤・在学の方優先）

定　　員　20名（定員になり次第、締切り）
申込み方法　電話予約後、申請書を2月28日（木）まで

に最寄りの消防署へ直接提出してください
問合せ申込み  小田原市消防本部救急課（☎49－4441）
※詳細は、小田原市消防本部ホームページをご覧ください。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）



東京2020オリンピック競技大会テストイベント－自転車ロード
小山町コースサポーター募集中！

　小山町では、7月21日（日）に開催される東京2020オリンピック競技大会テストイベント－自転車
ロードのコースサポーターを募集しています。コースサポーターとは自転車ロードレース競技の開催にあ
たり、コース沿道で大会運営をサポートするボランティアのことです。
　山北町内のコースサポーターの配置はありませんが、小山町への申込みが可能になりました。

活動場所　小山町内コース沿道　　　　　　　　 　
活動内容　・柵、コーン、出禁テープなどの設置や撤去など
　　　　　・観戦者の案内、整理、声掛けなど
対　　象　満15歳以上（平成31年4月1日現在）
申込み方法　3月31日（日）までにグループ（3～5人）でお申込みください
※詳しくは、小山町ホームページをご覧ください。（URL：http://www.fuji-oyama.jp/top_news_coursesupporter.html）　　　　　　　　　　　　　
問合せ申込み　小山町オリンピック・パラリンピック推進局（☎0550－70－3355）　

❹

男性のための料理教室
　仲間づくり、趣味、きっかけは何でも結構で
す！気ままに料理を楽しみませんか？

日　時　3月9日（土）9：30～
場　所　健康福祉センター2階　栄養指導室
内　容　ちらしずし作り
定　員　30名
費　用　700円程度（材料費）
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　3月1日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

町長杯ソフトテニス大会参加者募集
日　　時　3月17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1日（金）まで
申込み方法　参加者（ペア）の氏名、学校名、学年

（平成30年度）をご連絡ください
問合せ申込み　山北町体育協会ソフトテニス部
　　　　　湯

ゆ か わ
川　亮

りょう
（☎090－8597－5931）

～農業者の方へ～
青色申告を始めましょう！

・青色申告を行う農業者（個人・法人）は収入保
険に加入できます。

・収入保険は、全ての農産物を対象に自然災害や価格
低下などによる収入減少が生じた場合に補償する保
険です。最寄りの農業共済組合に相談願います。

・青色申告を新たに始める方は、原則、その年の
3月15日までに所轄の税務署に「青色申告承認
申請書」を提出する必要があります。

収入保険に関する問合せ：
神奈川県農業共済組合（☎0463－94－3211）
（http://www.nosai-kanagawa.jp/net.html）
青色申告に関する問合せ：
最寄りの税務署
（https://www.nta.go.jp/about/organization/
　tokyo/location/kanagawa.htm）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康ついて、お気軽
にご相談ください。

実施日 時　間 場　所

3月14日
（木）

  9：30、10：15、
11：00

※時間予約制。

健康福祉センター1階
内科診察室

対　　象　町内にお住まいの方　　　　　　　　　　　　　　　
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



❺

森林セラピー体験ツアー参加者募集！
早春の城跡♪のんびりお花見散策プラン
日　　時　3月28日（木）9：50～12：30
場　　所 「河村城跡コース」
集　　合　健康福祉センター
内　　容  セラピーウォーク、ストレス度チェック
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる

場合があります。
定　　員　14名
費　　用　1,000円　町民の方500円（ガイド料

など）
申込み方法　参加申込書により、直接又はFAX、メ

－ル、電話にてお申込み下さい
※参加申込書は、健康福祉センターで配付していま

す。町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局
　　　　　（健康福祉センター内）
　　　　　（☎75－0822　FAX 76－4592　
　　　　　メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

文化講演会のご案内
　御殿場線が東海道本線だった頃、山北町は鉄道
の町として栄えました。取り扱う貨物量や利用者
も非常に多く、明治34年には国府津－小山間の複
線化が完了しました。昭和18年には現在のような
単線となりますが、町内に残る複線時代のトンネ
ルや橋の跡などの鉄道遺産について講演会を行い
ます。

日　　時　3月17日（日）13：30～15：00
場　　所　生涯学習センター3階　視聴覚ホール
演　　題　山北町の鉄道遺産
講　　師　小

お の だ
野田　 滋

しげる
　氏（土木学会フェロー、

オンライン土木博物館「ドボ博」担当）
※入場無料、申込み不要。
主　　催　山北町地方史研究会
共　　催　河村城址保存会
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

CKDってなに？大切な腎臓を守ろう
　ＣＫＤとは、ゆっくりと経過するすべての腎臓
病のことです。初期は自覚症状がなく、むくみや
貧血などの症状が現れたときには既にかなり進行
しています。腎臓が働かなくなると、体内の不要
物の排出が困難になり、人工透析が必要な状態に
なります。

日　時 講　義

3月4日（月）
13：30～15：00

生活習慣病とCKDについて
学ぼう
（講師：共立女子大学
　　　　家政学部　医学博士
　　　　上

うえはら
原　誉

よ し お
志夫　氏）

3月11日（月）
13：30～15：00

生活習慣病と予防のための食事
（講師：相模女子大学
　　　　管理栄養学部　
　　　　円

つむらや
谷　由

よ し こ
子　氏）

※希望の方には24時間蓄尿検査で食塩摂取量・腎
機能の検査、食事調査を行います。

場　所　健康福祉センター2階　201・202・203
　　　　会議室
対　象　町内在住の方
持ち物　健診結果又は人間ドックの結果
費　用　無料
定　員　30名
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

特定健康診査(施設健診)と75歳以上の方
の健康診査の受診期限は3月31日です
　町では、国民健康保険又は後期高齢者医療保険
加入者のうち、年齢が40歳以上で生活習慣病の治
療を受けていない方を対象に、健康診査を実施し
ています。
　本年度に受診申込みをしていて、まだ受診がお
済みでない方は、早めに受診してください。

受診期限　3月31日（日）まで
※申込み後に、町から送付された健康診査票を持

参し、足柄上郡又は南足柄市内の契約医療機関
で受診してください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

あしがら地域活性化セミナー
「私たちの“あしがら”づくり」開催！
　あしがらローカルブランディング推進協議会と
あしがら観光協会は、あしがらエリアにおける住
民主体の地域活性化・観光振興を目的としたセミ
ナーを開催します。講師には、長年湯河原温泉の
まちづくりに携わってこられた中

なかにし
西佳

か よ こ
代子氏と、

あしがらエリアで最大級のマルシェ「アシガラマ
ルシェ」を開催されている北

きたむら
村和

か ず し
士氏をお呼びし

ます。あしがら地域にもっと人を呼び込みたい
方、ぜひご参加ください。

日　時　2月28日（木）13：30～16：00
場　所　松田町立公民館１階　展示ホール
問合せ　あしがら観光協会事務局
申込み　（県西地域県政総合センター商工観光課）
　　　　（☎32－8908）



3か月児健康診査
月　　日　2月26日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　平成30年10～11月生まれの乳児
持 ち 物　母子健康手帳、問診票、子育てアン

ケート

離乳食教室
月　　日　3月6日（水）
受付時間　9：30～9：45
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2 

対　　象
　生後5～8か月の乳児とそのご家族（5

～8か月以外の月齢で必要とされる方
も受けられます）

内　　容　・お子さんの計測（身長・体重）
　　　　　・離乳食について[講義・試食]
持 ち 物　母子健康手帳

申込み方法
　予約制です。3月1日（金）正午まで

に保険健康課健康づくり班へお申込
みください

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　3月8日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2

内　　容

　・乳幼児の計測（身長・体重）
　　　　　・健康相談、栄養相談
　　　　　・助産師による乳房ケア（予約制）

※乳房ケアは原則先着4名ですが、初
めて受ける方・産後6か月以内の方
を優先します。申込み開始は3月1日
（金）からです。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル2枚

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5日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

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7日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❻

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

実施日 受付時間 場　所

2月22日（金） 13：30～16：00 役場西側駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男 性 17～69歳 50kg以上
女 性 18～69歳 50kg以上

※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。

※初めて献血される方は、免許証などの身分証明
書をお持ちください。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。
※最近出血を伴う歯科治療を受けられた方など、
　献血をご遠慮いただく場合があります。ご不明
　な点はお問合せください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）主催：神奈川県立音楽堂 ／ 南足柄市文化会館

:オペラアリア、外国の春や日本の歌、祈りなど
豊かな歌の世界を楽しいお話とともに

チケットかながわ  ０５７０－０１５－４１５

南足柄市文化会館  ０４６５－７３－５１１１

有料広告

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
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時　2月26日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階　301会議室
※相談は、「相談支援センターりあん」の職員が

お受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


