
猫を正しく飼いましょう！
　近年、猫に関する苦情・相談が増加しています。
猫も人も快適に暮らせるようモラルやマナーを守
り、近隣の方に迷惑のかからない正しい飼い方を
心がけてください。

○室内飼育に努めましょう！
○飼い主が分かるようにしましょう！
○避妊去勢手術を行いましょう！
○最後まで責任を持って飼いましょう！

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

❶
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ごみはルールを守って正しく出しましょう
○ごみステーションについて
　自治会などで決められたごみステーション以外
にごみは出さないでください。清掃などの維持管
理はそれぞれの自治会の皆さんによって行われて
います。マナーを守り、美しい環境を保つように
していきましょう。

○ごみステーションの利用時間について
　ごみの収集は、朝の８時から開始しますので、
朝６時から８時までの間に出してください。夜間や
日中などにごみを出すと、野生鳥獣によるごみの
散乱の原因となるため、必ず時間は守りましょう。

○分別について
　町民カレンダーや家庭ごみ分別早見表を確認し、
ごみの分別にご協力ください。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

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（日）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消防団で
消防車両による火災予防パレードを行います。

※13：30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
年以上が経ちました。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）

メロディ放送の時間が変わります
　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）

令和元年8月豪雨災害義援金のお礼
　令和元年８月に発生した九州北部豪雨災害の被
災者に対し、町民の皆さんからいただいた義援金
が85,240円に達しました。
　皆さんの温かいご協力に深く感謝します。
　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させていただきました。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）



ME-BYOフェスタ2020 春開催のお知らせ
　未病改善の拠点施設である未病バレー「ビオト
ピア」で未病を改善する新たな体験や発見ができ
るイベントを実施します！インドゆかりのヨガ体
験やAR（拡張現実）の技術を使ったスポーツ体験
など盛りだくさん。ぜひ、ご参加ください。

日　時 ３月８日（日）10：00～16：00
場　所　未病バレー「ビオトピア」
　　　　（足柄上郡大井町山田300）
持ち物　室内コンテンツに参加希望の方は、室内
　　　　シューズをご持参ください
問合せ　（一社）小田原プロモーションフォーラム　
　　　　（☎20－9166）

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７日（土）９：30～
場　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　容　太巻き寿司　他
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 ２月28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）

❷

会計年度任用職員の募集について
　町では、令和２年４月１日から会計年度任用職員として働きたい方を募集します。
　会計年度任用職員とは、これまでの臨時職員に代わって令和２年度から開始される仕組みで、町の仕事
に対し働く意思のある方に事前登録していただき、業務繁忙期や正規職員に欠員が生じたときに、職員の
補助として１年度以内の任期で任用される非常勤の公務員です。
　仕事内容は、正規職員の事務補助や庶務全般が中心となりますが、詳細については面接時に説明します。
職務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17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　会計年度任用職員任用申込書（町指定様式）
※申込書は、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することもできます（中学校卒業からの学歴・職歴などの記
　入箇所があります）。
※郵送での受付はしていません。

【任用までの流れ】
１．「会計年度任用職員任用申込書」を役場総務防災課に提出します。
※提出された申込書により、令和２年度の会計年度任用職員台帳に登録されます。
２．各職場において人材が必要となった場合、台帳登録者の中から書類選考をおこない、通過した方に連
　　絡します。
３．面接をおこない、具体的な仕事内容、勤務時間や日数などの雇用形態について説明を受けます。
４．採用となった場合、指定された勤務初日までに「任用通知書」を受け取り、勤務を開始します。
※登録は年度ごと（令和３年３月31日まで）に失効しますので、令和３年度に仕事を希望する場合には再
　度の申込みが必要となります。

【勤務時間・給料など】
●勤務時間：基本は、８：30～17：15（休憩12：00～13：00）以内です。職種により、始業時間や終
　　　　　　業時間、休憩時間が異なります。
●期末手当：一定の条件を満たす場合は支給対象となります。
●通勤手当：町の規定に基づき支給されます。
●社会保険・労働保険：任用期間や勤務時間などの一定の条件を満たす場合、保険が適用となります。
●有給休暇：任用期間に応じて付与される場合があります。
●その他：職種ごとの報酬の額、勤務場所、応募要件については左表をご確認ください。
※会計年度任用職員から正規職員への登用制度はありません。



山北中学校　吹奏楽部
第6回スプリングコンサート開催のお知らせ
　吹奏楽部が力を入れている演奏会の１つ「スプ
リングコンサート」を開催します。楽しく聴いて
いただけるよういろいろな曲を演奏します。お誘
い合わせのうえ、ぜひご来場ください。お待ちし
ています。
日　時 ３月８日（日）13：30～（開場13：00）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

会計年度任用職員職種の一覧

❸

消防フェスタ2020
　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１日（日）10：00～15：00
場　所 小田原ダイナシティウエスト（小田原市中里208）
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、心肺蘇生法体
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）

しんぱい そ せいほう

わかりやすい医学講話開催のお知らせ
日　時 ３月５日（木）14：00～
場　所　南足柄市文化会館　小ホール
※申込み不要。入場無料。
演　題　「やさしい高血圧のお話」
講　師　横浜相鉄ビル内科医院院長、神奈川県保険医協会理事長　森　壽生　氏
共　催　一般社団法人足柄上医師会、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
後　援　足柄歯科医師会、小田原薬剤師会
問合せ　足柄上医師会事務局（☎83－1800）

もり　　ひさ お

職務などに
係る問合せ先

福　祉　課
（☎75－3644）

生涯学習
センター

（☎75－3131）

健康福祉
センター

（☎75－0822）

報酬
（時給）勤務場所職　種 職務内容、資格の有無など

総務防災課
（☎75－3643）1,027円

役場本庁舎
清水支所
三保支所

一般事務
一般的な行政の補助事務（データ入力（Word・
Excel操作のできる方）、集計作業、書類整理など）
※配属先により職務内容は異なります。

1,091円やまきたこども園
向原保育園

保育士
保育教諭

乳幼児の保育
※保育士資格を要します。
※早番（7：30～ 12：30）、遅番（13：30～
18：30）の勤務もあります。

福　祉　課
（☎75－3644）1,027円川村小学校放課後児童

クラブ支援員
学童保育の業務、児童と遊び、生活の指導を行う
※土曜日の勤務もあります。

1,027円生涯学習センター
図書室図書整理員

図書などの選書・貸出・返却・イベント・展示
などの図書室運営業務
※土・日曜日、祝日の勤務もあります。

1,027円健康福祉センター健康福祉
センター警備

施設の警備・鍵の管理・設備の機械操作
※夜間、土・日曜日、祝日の勤務もあります。

1,027円生涯学習センター生涯学習
センター管理人

夜間利用日の施設管理・施錠・閉館作業など
※土・日曜日、祝日の勤務もあります。

1,027円健康福祉センター
さくらの湯

さくらの湯
受　付

受付業務
※夜間、土・日曜日、祝日の勤務もあります。

1,027円やまきたこども園
向原保育園保育補助員 乳幼児の保育補助

生涯学習課
（☎75－3649）1,047円川村小学校

三保小学校
放課後子ども教室
安全管理員 児童と遊び、見守りを行う

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）



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、令和2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）

子育て支援教室のご案内
～みんなで遊ぼう！～

４月の入園を控えてドキドキワクワクしている
子どもとパパママに向けた遊びの教室です。パパ
やママだけでなく、友達や保育士などみんなで遊
ぶ楽しさを体験してみませんか。いっぱい遊んだ
あとは3歳児ならではの行動や入園に向けて気にな
ることなどを一緒に話しましょう。

日　　時 ３月７日（土）
　　　　　10：00～11：30（受付９：45～）
場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１
対　　象　町内在住の平成28年４月から平成29年
　　　　　３月生まれのお子さんとその保護者
内　　容　①保育士と親子で遊ぼう
　　　　　②臨床心理士と話そう
定　　員　先着15組（予約制）
託　　児　先着５名
参 加 費　無料
申込み期限 ２月28日（金）まで
申込み方法 健康福祉センターへ直接又は電話でお
　　　　　申込みください
問 合 せ　子育て包括支援センター「すこやか」
申 込 み （健康福祉センター１階）（☎75－0822）

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。間伐作業などを通して、森林の大切さを
感じてみませんか。

日　　時 ３月７日（土）９：00～12：00
場　　所　平山向山地区（集合：平山集会所）
内　　容　伐採体験
定　　員 若干名（チェンソーや刃物を使用する
　　　　　作業を安全に行える方）
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 ２月25日（火）までに電話でお申込みください
※参加者には、「さくらの湯」無料入浴券を配布
　します。
※チェンソーなどの作業に不安がある方は、ご家
　族などとご相談の上、お申込みください。
※応募状況によりご参加いただけない場合があります。

問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

❹

ポールウォーキング教室
　専用ポールを持って歩く「ポールウォーキング」
は姿勢が安定し、安全に効率よく全身運動をする
ことができます。初めての方もご参加ください。

足柄上郡5町による親睦ソフトテニス大会
参加者募集

日　　時 ３月21日（土）※雨天中止。
　　　　　８：30開始予定
場　　所 大井町山田総合グラウンド内テニスコート
対　　象 町内に在住又は在勤・在学で中学生以上の方
費　　用　無料
申込み期限 ３月７日（土）まで
※お一人での申込みも可能ですが、できるだけペ
　アでの申込みをお願いします。
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）

ゆ かわ りょう

集合場所月　日

健康福祉
センター

３月２日
（月）

・ポールの使い方について
・健康福祉センター周
　辺のウォーキング

ダム広場公園
駐車場（※１）

３月９日
（月）

ダム広場公園のウォー
キング

内　　容

健康福祉
センター

３月23日
（月）

健康福祉センター　
　　　～洒水の滝往復

しゃすい

時　　間 10：00 ～ 12：00
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受
　　　　　　けていない方
　　　　　・両手でポールを持って歩くことができる方
　　　　　・原則３日間参加できる方
講　　師　村上　政司　氏（日本ポールウォーキ
　　　　　ング協会マスターコーチ）
定　　員 20名
※ポールをお持ちでない方は無料で貸出します。
※雨天時は健康福祉センターで実施します。
※１　健康福祉センター～ダム広場公園の送迎が

あります。ご希望の方は申込み時にお申出
ください。（先着順）

申込み期限 ２月25日（火）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

むらかみ まさ し



森林セラピー体験ツアー参加者募集！
早春の城跡♪お花見とアロマ体験プラン
日　　時 ３月27日（金）９：50～15：00
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、

昼食（セラピー弁当）、アロマ体験、
プチハーバリウムづくり体験

※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 3,000円　町民の方2,000円（ガイド料、
　　　　　保険料など）
申込み方法 参加申込書により、直接又はFAX、メ－
　　　　　ル、電話にてお申込みください
※参加申込書は、役場又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 FAX76－4592
　　　　 メールkenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

～事業者の皆さんへ～
令和2年度「一般競争（指名競争）参加
資格審査申請」の追加受付について
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。
　まだ登録されていない事業者の方で令和２年度
の名簿登録を希望される事業者の方は、次の受付
期限までに参加資格審査申請をしてください。
受付期限 ２月28日（金）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　令和２年４月１日～令和３年３月31日
※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）

❺

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

対　　象　町内に在住の方
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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
３月11日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

入札結果１月中
落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）事　業　名担当課

令和元年度
滝沢・高松作業道改修工事 今泉建設株式会社 4,808,100円 4,521,000円農 林 課

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、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　財務課財産管理班（☎75－3652）

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（火）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）

足柄上病院主催講演　参加者募集
たばこと健康寿命

～どれだけ？自分と家族への影響～
日　　時 ２月29日（土）
　　　　　14：00～16：00（13：30受付開始）
場　　所　大井町生涯学習センター　２階会議室
講　　演
１. 「たばこの害はがんだけではありません。～子供や妊婦への影響～」
講師：神奈川県予防医学協会　消化器検診部長

　　　　　玉井　拙夫　氏
２. 「健康寿命を延ばすには…～禁煙外来って何！？～」
講師：副院長　加藤　佳央　氏

申込み期限 ２月28日（金） ※平日のみ。
申込み時間 ８：30～17：00
申込み方法　電話又はFAXにてお申込みください
※要予約（先着60名）。
問 合 せ　足柄上病院経営企画課　医学講座担当
申 込 み　（☎83－0351〈代表〉　FAX82－5377）

たま い せつ お

か とう よし お



月　　日
受付時間

場　　所

３月５日（木）
９：30～10：30
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
受付時間

場　　所

３月３日（火）
９：30～10：30
役場４階403会議室
※受付は１階福祉課です。

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。

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25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）

第8期山北町高齢者福祉計画・介護保険
事業計画策定委員を募集します
　第8回山北町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
の策定を行う委員を募集します。年4回ほど会議に
出席していただきます。

任　　期　委嘱の日から令和３年３月まで
応募資格　町内にお住まいの40歳以上の方
募集人数　若干名
募集期間 ２月17日（月）～28日（金）
応募方法 保険健康課窓口で配布している応募用
　　　　　紙に記入して、提出してください
※応募用紙は、町ホームページからもダウンロード
　できます。
※応募者多数の場合は、選考とさせていただきます。
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

山北町プレミアム付商品券の
使用期限が迫っています

　プレミアム付商品券の使用期限は２月29日（土）
です。商品券の使用期限が切れてしまうと使えな
くなってしまいますので、ご注意ください。
　また、取扱店は３月以降速やかに町にご請求く
ださい。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

３月13日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
・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２日（月）からです。
母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル２枚

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
受付時間
場　　所
対　　象

内 　 容

持 ち 物

申込み方法

３月４日（水）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
おおむね８か月の乳児とそのご家族
・離乳食について[講義]
・調理実習（中華編「麻婆豆腐」他
２品）、試食
母子健康手帳、エプロン、三角巾、
ハンドタオル
予約制です。２月28日（金）午前中
までに保険健康課健康づくり班へお
申込みください

離乳食教室

３か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

２月25日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
令和元年10～11月生まれの乳児
母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


