
義援金を装った詐欺にご注意ください
　被災地の復興に向けた義援金の募集が活発とな
る中、義援金の募集を装った振り込め詐欺など卑
劣な犯罪が発生しています。
　義援金を振り込む前に、振り込み先が真正な団
体による募金なのか十分にご確認ください。

問合せ　財務省横浜財務事務所
　　　　（☎045－681－0933）

町議会議員選挙の開票結果について
　4月24日（日）町議会議員選挙が行われ、新議
員14人が決まりました。任期は5月1日から平成
27年4月30日までの4年間です。

（敬称略・得票順）
町議会議員選挙開票結果

（4月24日23：05確定）
当　渡　辺　　良　孝　　66歳　848票
当　石　田　　てるこ　　56歳　685票
当　鈴　木　　とし子　　68歳　667票
当　池　谷　　荘次郎　　67歳　614票
当　小　栗　　直　治　　65歳　592票
当　府　川　　輝　夫　　55歳　588票
当　せ　と　　えつこ　　63歳　548票
当　くまざわ　友　子　　55歳　470票
当　川　村　　としはる　68歳　455票
当　岩　本　　章　治　　71歳　438票
当　原　　　　けんじ　　63歳　437票
当　瀬　戸　　あきひろ　68歳　431票
当　藤　原　　ひろし　　48歳　408票
当　さとう　　光　男　　62歳　395票
　　本　杉　　ひろゆき　66歳　292票

　　無効票　　　　　　　　　　  61票

当日の有権者数 10,111人
（男4,895人・女5,216人）

投 票 者 数  7,929人
（男3,734人・女4,195人）

投 票 率 78.42％
（男76.28％・女80.43％）

問合せ　山北町選挙管理委員会
　　　　（総務防災課内　☎75－3643）

東日本大震災被災者
義援金募金について

　町民のみなさんからいただいた義援金が、平成
23年4月1日から30日の期間で3,453,145円に達し
ました。この義援金は、1回目の送金（6,285,309
円）と同様に、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す。
　みなさんのあたたかい心づかいに深く感謝申し
上げます。
　なお、町では引き続き5月31日まで義援金の受
け付けをしていますので、ご協力をお願いしま
す。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

東日本大震災により
被災された方及び避難された方へ
　金融庁・関東財務局では、被災された方のため
に金融機関等に次のとおりの要請を行っていま
す。お困りのことがあれば、まずは金融機関や保
険会社にご相談ください。

金融機関等に対する要請内容
　
○預金の払い戻しについて、通帳等を紛失した場

合でも、預金者であることを確認して払い戻し
に応じること

　
○住宅ローン等について、返済猶予等の貸付条件

の変更申込みがあった場合には、できる限りこ
れに応じるよう努める

　
○保険金の支払いについて、できる限り迅速に行

うよう配慮する（損害保険・生命保険）

問合せ　財務省横浜財務事務所
　　　　（☎045－681－0933）
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鳥獣被害対策補助制度について
　町では、4月から新たに、鳥獣被害防止のため
の柵・網の資材購入費についての補助制度を始め
ました。詳しくは産業観光課までお問合わせくだ
さい。

補助内容　鳥獣被害防止に使用する柵・網(電気を
伴わないもの)の資材購入費

対　　象　町内の農地を所有する方や耕作してい
る方（個人又は組合等の共同で申込み
できます）

補 助 額　資材購入費の1／2以内で、１人あたり
の上限は１0万円（100円未満は切り
捨て）

問 合 せ　産業観光課農業推進班
　　　　　（☎75－3646）

ダム洪水対応等演習を行います
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流
に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り
人等への警報、ダム操作などを的確に行うため、
演習を行います。

<三保ダム洪水対応演習>
日　時　5月25日（水）10：00～16：00

場　所　三保ダムから酒匂川河口に至る区域

内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー
による放送、ダム放流中の電光表示を行
います（実際にはゲート放流は行いませ
ん）

<玄倉ダム・熊木ダム管理演習>
日　時　6月15日（水）9：15～16：00

場　所　熊木ダムから玄倉第1発電所まで

内　容　放流警報用のサイレンを鳴らし、スピー
カーによる放送を行います（実際には
ゲート放流は行いません）

問合せ　神奈川県三保ダム管理事務所
　　　　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所
　　　　（☎78－3711）

甲種防火管理講習会を行います
日　時　7月7日（木）、8日（金）の2日間
　　　　9：00～16：20（受付8：40～）

場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

定　員　80名（先着順、定員になり次第締切り）

申込み　6月1日（水）～17日（金）
期　間　9：00～17：00（土・日曜日を除く）

費　用　4,000円
　　　　（テキスト代及び修了証カード代）

※写真2枚（無帽・無背景・正面上半身像の縦3㎝
×横2.5㎝）を用意してください。

※郵送・電話・FAXによる申込みは受けられませ
ん。

※受講会場までは、できるだけ電車やバスなどを
ご利用ください。

問合せ　南足柄市怒田40－1
申込み　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎74－6663）

土砂災害防災訓練を行います
　町は、県と合同で土砂災害防災訓練を行いま
す。
　これに伴い、防災行政無線での訓練放送や、消
防自動車の出動があります。火災とお間違えのな
いようご注意ください。

訓練日時　6月12日（日）10：00～

訓練対象　向原（尺里東）
地　　区

問 合 せ　総務防災課防災消防班
　　　　　　　（☎75－3643）

空き家等の情報を収集しています
　町では、山北町に住まいを探している方に住居
を提供するため、空き家（貸家）と売り地の情報
を町のホームページで紹介しています。
　また、東日本大震災で被災された方への仮住まい
として提供できる住宅の情報も収集しています。
　使われなくなった家などがありましたら、ご連
絡をお願いします。

問合せ　定住対策室定住対策班（☎75－3650）
（URL：http://www.town.yamakita.
             kanagawa.jp）



全国瞬時警報システム（J-ALERT）の
稼働基準を変更しました

　町では、地震の際、全国瞬時警報システムによ
り基準以上の揺れが予想される場合は、防災行政
無線で緊急地震速報として放送しています。この
稼働基準を変更したのでおしらせします。

変更内容　今までの基準　　　　　  新しい基準
　　　　　震度4以上　　　　　　　震度5弱以上

変更理由　次の理由により変更しました
①テレビ・ラジオの緊急地震速報の

基準（震度5弱）と合わせたため
②全国瞬時警報システムの過去2年

の運用実績を検討した結果
③周辺の市町と稼働基準を合わせた

ため

問 合 せ　総務防災課防災消防班
　　　　　（☎75－3643）

山北町循環バスをご利用ください
　町では、山北駅を起点に町内を循環するバスを
運行していますのでご利用ください。時刻表の配
布や乗車券の販売は、バス車内・役場会計課・ふ
るさと交流センターなどで行っています。循環バ
スに対する要望がありましたら、企画財政課まで
おしらせください。

○東部循環（平日のみ運行）
向原→岸→川村小学校入口
川村小学校入口→岸→向原→山北駅
山北駅→川村小学校入口→岸→向原→山北駅

○西部循環（平日のみ運行）
平山先回り：山北駅→平山→岸→川村小学校
　　　　　　入口→山北駅
岸 先 回 り：山北駅→川村小学校入口→岸→
　　　　　　平山→山北駅

○南部循環東回り
山北駅→向原→宿→がら瀬→日向→平山→山北駅

○南部循環西回り
山北駅→平山→日向→がら瀬→宿→向原→山北駅

運　賃　大人：3㎞まで100円、3㎞以上200円
　　　　中学生：100円　　小学生：50円

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
　　　　富士急湘南バス（株）（☎82－1361）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業や団体による有料広告を掲載することができます。
　広告内容により掲載できない場合もありますので、企画財政課にお問合せください。

広告の種類・規格及び掲載期間・掲載料
種　類 規格及び掲載期間 掲　載　料

広報やまきた 6㎝×9㎝、1号につき1件 （裏表紙中段）30,000円
（本稿下段）　15,000円

おしらせ版 6㎝×9㎝、1号につき1件 5,000円
ホームページ
(バナー広告) 縦50ピクセル×横150ピクセル、1～12か月（1か月単位） 5,000円

町民カレンダー
5㎝×9㎝、6か月分以内 50,000円
2.5㎝×9㎝、6か月分以内 25,000円

町内循環バス

A4以内(車内ステッカー2枚) 1,000円
B4以内(バックステッカー2枚) 1,500円
A1以内(車内ポスター2枚) 1,000円
車内放送(1年・制作費含む) 50,000円

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
申込み



地デジの準備はお済みですか
7月24日 アナログテレビ放送は終了します
　総務省では、テレビの地上デジタル化について
の問合せやご相談をお受けしています。
　訪問での相談・地デジチューナーの給付支援制
度などがありますので、準備がお済みでない方や
お困りの方は、ご相談ください。

問合せ　内容により次のとおり

○神奈川県テレビ受信者支援センター
　（デジサポ神奈川コールセンター）
　地デジ全般（☎045－345－0110）
　　　　　　（平日9：00～21：00、
　　　　　　　土・日・祝日9：00～18：00）
　戸 別 訪 問（☎045－633－9557）
　　　　　　（平日10：00～18：00）　

○地デジチューナー支援実施センター
　NHK放送受信料全額免除世帯の方
　　　　　　（☎0570－033840）

※申込み期限は、設置工事まで希望の場合は5
月20日（金）、設置工事希望のない場合は6
月20日（月）です。

　町民税非課税世帯の方
　　　　　　（☎0570－023724）
　　　　　　（平日9：00～21：00
　　　　　　　土・日・祝日9：00～18：00）
　※申込み期限は6月20日（月）です。

事業者のみなさんへ
労働保険（労災保険・雇用保険）のおしらせ
　平成21年度から、労働保険の年度更新について
の申告・納付期限を変更しています。労災保険と
併せて石綿健康被害救済のための一般拠出金も申
告・納付が必要です。
　年度更新申告書は、5月末に発送する予定です
ので、早めの準備をお願いします。
　
※保険料等の算定方法や算定期間（4月1日～翌年

3月31日）に変更はありません。

年度更新期間　6月1日（水）～7月11日（月）

問 合 せ　神奈川労働局労働保険適用室
　　　　　　　適用第1係～第3係
　　　　　　　（☎045－650－2803・2865）

広報やまきた縮刷版第4巻を
販売しています

　町では、過去に発行された広報やまきたの電子
データ100号分を、DVD－Rに収録して販売して
います。
※縮刷版をご覧になるには、DVD－Rを読み取れ

るパソコンでアドビリーダーがインストールさ
れている必要があります。

販売場所　企画財政課窓口

収録内容　広報やまきた第501～第600号
　　　　　（平成 8 年（1996年）11月号～
　　　　　　　　平成17年（2005年） 2月号）
※広報やまきたおしらせ版は収録されていませ

ん。

販売価格　1枚2,000円

問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

やまきた駅前夕市を開催します
日　時　6月４日（土）15：00～19：00
※雨天決行。（一部内容を変更することがありま

す。）

場　所　山北駅前商店街

内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会ほか
※マイカーでお越しの方は、旧山北町役場跡地を

ご利用ください。

問合せ　やまきた駅前夕市実行委員会事務局
　　　　（山北町商工会内　☎76－3451）

平成24年山北町成人式のご案内
　平成24年の成人式の日程が決まりましたので、
おしらせします。成人の日の前日となっています
ので、ご注意ください。

日　時　1月8日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（受付開始10：00）

場　所　中央公民館多目的ホール

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　 （☎75－3649）



「わかりやすい医学講話」を開催します
日　時　5月29日（日）
　　　　17：30～19：00（開場17：00）

場　所　南足柄市文化会館大ホール
　　　　（南足柄市関本415－1）

テーマ　良くない習慣がつくる病気
　　　　～健やかな長寿のために～

講　師　日
ひ の は ら

野原　重
しげあき

明　氏
　　　　（聖路加国際病院理事長）

定　員　1,010名（先着順）　　　　　
※申込みは不要です。

費　用　無料

問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

ご利用ください！「あしがら出前講座」
　県では、「くらし」や「健康・福祉」など県政
に関する40の講座メニューを用意しています。ご
希望の内容について県職員がみなさんの集会など
に出向き、お話しします。
　詳しくは、県政総合センターホームページ又は
チラシをご覧ください。
※チラシは、役場企画財政課でも配布しています。

対　　象　おおむね10人以上の団体

開催時間　月～金曜日10：00～17：00の時間帯
で1時間程度

※この他の時間を希望する場合は、ご相談ください。

問 合 せ　県足柄上地域県政総合センター
申 込 み　企画調整課
　　　　　（☎83－5111　内線222～224）
　　　　　（URL：http://www.pref.kanagawa.
　　　　　　　　    jp/cnt/f43/p1830.html）

入札結果４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）

総務防災課 平成23年度　庁用自動車購入 有限会社　原自動車商
会 2,635,500円 2,625,000円

都市整備課 平成23年度　土木積算システ
ム機器賃貸借

ＮＥＣキャピタルソ
リューション　株式会
社　神奈川支店

3,895,500円 3,754,800円

産業観光課
平成22年度　ふれあいビレッ
ジ施設建築設計監理業務委託
（繰越明許）

有限会社　秀設計プラ
ンニング 2,467,500円 1,764,000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）

遊びから始めるスポーツ広場「ホリデージム」会員募集中です
　あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」では、運動が苦手な人でも遊びを通してスポーツを楽しむ
ことができる「ホリデージム」を開催しています。

対　象　小学生

費　用　300円（あすぽ会員は100円）

問合せ　あすぽ　秋葉
申込み　（☎090－8013－5541）
　　　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　（URL：http://asupo1.com/）

日　時　5月22日（日）、
　　　　6月12日（日）、19日（日）
　　　　9：30～11：30

場　所　川村小学校体育館



健康づくりは　お口のケアから
～歯の衛生週間～

日　時　6月9日(木) 受付13：30～16：00
※申込みは不要です。

場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

内　容　歯科検診、歯科相談、歯磨き指導、
　　　　フッ化物洗口体験、その他

費　用　無料

問合せ　足柄歯科医師会
　　　　（☎74－1180）
　　　　健康づくり課健康づくり班
　　　　（☎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　5月2４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、直接お越しくださ
い。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班
　　　　（☎75－3644）

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　6月2日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター 相談室１

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　6月7日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター 相談室１

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　6月10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
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

ママパパクラス
月　　日　6月11日（土）
場　　所　健康福祉センター
時　　間　10：00～12：00
内　　容　新生児の育て方、赤ちゃんのお風呂
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。

「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　6月11日(土）9：30～

場　所　健康福祉センター調理実習室

内　容　じゃがいもとチーズの牛肉巻き他

定　員　25名　（先着順）

費　用　実費（当日徴収します）

持ち物　エプロン、三角巾

申込み　6月8日（水）まで
期　限

問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

特設人権相談所を開設します
　町では、6月1日の｢人権擁護委員の日｣に、人権
擁護委員がさまざまな人権相談をお受けします。
相談の内容は堅く守られ、費用も無料ですのでご
相談ください。

日　時　6月1日（水）13：00～15：00

場　所　役場301会議室

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


