
「敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

平成22年度敬老のつどいで祝金品として配付さ
れた山北町商品券の有効期限は、8月31日（水）
までです。有効期限を過ぎた商品券は使えません
ので、お手元にある方は、お早めにご利用ください。
※配付時に同封されていた、山北町商品券が使え

るお店・事業所(特定事業者)一覧表を参考にし
てください。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

日本赤十字社員増強運動のお礼
5月に実施しました「日本赤十字社員増強運

動」に3,516世帯から1,810,200円の社資をお寄
せいただきました。みなさんの善意に厚くお礼を
申し上げます。

なお、この社資は日本赤十字社神奈川県支部へ
送らせていただきました。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

同時多発火災訓練を実施します
防災訓練に併せ、町内4か所で、消防団による

同時多発火災訓練を行います。

日　時　9月4日（日）9：25～9：50

場　所　萩原、平山、用沢、畑地区

内　容　消防団員による火災消火訓練
※当日は、サイレンが鳴りますが、訓練ですので

火災とお間違えのないようご注意ください。
※訓練に伴い、一部で交通規制が敷かれますの

で、ご協力をお願いします。
※悪天候等により、防災訓練が中止になった場合

は、この訓練も中止します。

問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　（☎75－3643）

成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、平成24年1月8日（日）に開催する成
人式の実行委員を募集しています。

対　　象　町内にお住まいで、平成3年4月2日か
ら平成4年4月1日までに生まれた方

内　　容　成人式第2部の企画・運営(4回程度会
議に出席していただきます)

募集人数　若干名

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

山北町パークゴルフ場オープン記念
パークゴルフ教室に参加しませんか
　町では、パークゴルフ場のオープンを記念して
パークゴルフ教室を開催します。

日　　時　9月17日（土）
　　　　　午前の部：　9：00～12：00
　　　　　午後の部：13：00～16：00

場　　所　山北町パークゴルフ場
　　　　　（山北町山北3313－4　旧山北高校跡地）

対　　象　高校生以上のパークゴルフ未経験者
または初心者

定　　員　午前・午後の部各30名（先着順）

講　　師　山北町体育指導委員

費　　用　無料

持 ち 物　運動靴、タオル、飲み物等
※用具は貸出します。

申込み期間　8月22日（月）～9月9日（金）

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）
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東日本大震災被災者義援金募金について
みなさんからいただいた義援金が、平成23年

7月1日から31日の期間で121,399円に達しまし
た。前回までの送金（13,416,014円）と同様、
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。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9月30日まで義援金の受
付けをしていますので、ご協力をお願いします。

募 金 箱　役場1階エントランスホール、
設置場所　清水・三保支所、中央公民館、
　　　　　健康福祉センター

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

人権擁護委員に福
ふくおか

岡初
はつ

江
え

さんが
再任されました

福岡初江さんが人権擁護委員に再任されました。
委員は法務大臣から委嘱されるもので、任期は

平成23年7月1日から平成26年6月30日までとな
ります。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

『山北町商品券』をご利用ください！！
お祝のお返しやお礼などに、「山北町商品券」を

ご利用ください。

種　　類　500円券、1,000円券の2種類
※町内の商品券取扱い事業者でのみ使用できます。
※おつりは出ませんのでご注意ください。

購入場所　役場会計課、清水・三保支所

有効期限　1年間
※有効期限の近づいている商品券が、お手元にあ

る方は、お早めにご利用ください。

商品券取扱い事業者の皆さんへ
商品券の換金期限は有効期限の日の翌月から2

か月となりますので、小額でもお早めに換金して
ください。

問 合 せ　産業観光課商工観光班（☎75－3646）

東日本大震災被災地支援ボランティア募集
足柄上地区1市5町社会福祉協議会連絡会では、

東日本大震災被災地へのボランティアを募集しま
す。詳しくは、お問い合わせください。

派遣期間　9月16日（金）～19日（月・祝）
　　　　　3泊4日のうち車中1泊
派遣場所　岩手県沿岸部の周辺の被災地
宿泊場所　かながわ金太郎ハウス
　　　　　（岩手県遠野市大工町10－10）
活動内容　家屋の片付け・泥出し等（現地で決定）
対　　象　町内にお住まいまたはお勤めの18歳以

上の方で、自己責任でボランティア活
動ができる方

※事前研修会への参加、ボランティア活動保険の
加入が必要です。
定　　員　山北町で5名（先着順）
費　　用　4,000円（交通費・宿泊費）
申 込 み　8月22日（月）から電話でお申込みく
開　　始　ださい（定員になり次第締切り）
問 合 せ　山北町社会福祉協議会
申 込 み　（☎75－1294）

山北高校文化祭を開催します
今年の山高祭のテーマは「愛Ｗｉｓｈ」です。

「たくさんのボランティアや支援への感謝と被災復
興への願いを込めて」を目標に掲げて開催します。

今年も文化部に加え、ＰＴＡの方々や山北町のみ
なさんにも応援をいただきます。模擬店やステー
ジ発表、出し物など、充実した文化祭にしようと
いう生徒の熱気あふれる山北高校に、ぜひご来校
ください。

日　時　9月10日（土）12：00～15：00
        　　　11日（日）　9：30～15：00
場　所　県立山北高等学校
問合せ　山北高等学校（☎75－0828）



ペットは、責任を持って正しく飼いましょう
　ペットの習性をよく理解し、近隣に迷惑をかけないよう心がけましょう。

○散歩のときには必ずリードを付けましょう。
○袋などを用意し、ふん等の後始末をきちんとしましょう。
○猫は放し飼いが多く、飼い主が気付かないところで他人に　　　
　迷惑をかけてしまうこともあるので、十分に注意しましょう。
○愛情を持って一生面倒を見てあげましょう。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

危険物取扱者受験準備講習会
日　時　10月20日（木）9：30～17：00

場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

対　象　乙種第4類受験者

定　員　50名（先着順、定員になり次第締切）

受講料　9,000円（テキスト代含む）

申込み　8月22日（月）から
開　始　（平日の9：00～16：00）
※消防本部予防課窓口で直接お申込みください。

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

危険物取扱者試験
月　日　11月13日（日）

場　所　神奈川大学

種　類　甲種、乙種、丙種

申込み　願書の郵送、または電子申請によりお申
方　法　込みください
※願書は、足柄消防組合消防本部及び最寄りの消

防署にあります。
※電子申請については、申込み先ホームページへ

アクセスしてください。

申込み　郵送申請：9月20日（火）～10月11日（火）
期　間　電子申請：9月17日（土）～10月 8日（土）

問合せ　〒231－0015横浜市中区尾上町5－80
申込み　(財)消防試験研究センター神奈川県支部
　　　　(☎045－633－5051)
　　　　（URL ： http://ｗｗｗ.shoubo-shiken.or.jp/）

「地域防災リーダー育成講座」受講者募集
　県足柄上地域県政総合センターでは、地域防災
の中心的役割を果たしていただくリーダーを育成
するための講座を開催します。

日　時
　　　　日　程 　　　　　　時　間
　　10月　 1日(土) 　　　13：30～16：00
　　　　　15日(土) 　　　12：30～16：30
　　　　　23日(日) 　　　13：00～15：30
　　　　　29日(土) 　　　13：00～16：30
　　11月 　5日(土) 　　　12：30～16：50
　　　　　13日(日) 　　　12：30～16：45
　　　　　19日(土) 　　　13：00～16：30　
場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

対　象　次の要件を全て満たす方
・足柄上地区1市5町に在住、在勤、在学

（高校生以上）の方
・日ごろから地域の防災活動に携わって

いるか、今後参加する意思のある方
※昨年度までの講座修了者は受講できません。

定　員　40名（応募者多数の場合は抽選）

内　容　東海地震・県西部地震のあらまし、普通
救命講座、災害と情報、家庭の防災、風
水害対策、地域防災活動と自主防災組
織、 図上訓練、など全15講座

費　用　無料（昼食は各自ご用意ください）

申込み　郵送又はFAXでお申込みください
方　法　（申込用紙は町総務防災課窓口で配付し

ています）

申込み　9月9日（金）まで
期　限

問合せ　〒258-0021　開成町吉田島2489－2
申込み　県足柄上地域県政総合センター
　　　　県民・安全防災課
　　　　（☎83－5111 内線242）



町民文化祭 一般参加者を募集します
開催日時　展　　示：11月2日（水）～4日（金）
　　　　　芸能発表：11月6日（日）

対　　象　町内にお住まいの方

部　　門　
　展　　示：絵画、書、手工芸などの作品展示
　芸能発表：町内で活動する個人または団体で、
　　　　　　10分以内の発表　　

申込み期限　9月5日（月）まで

問 合 せ　山北町文化団体連絡協議会
申 込 み　山崎（☎75－0783）

ASHIGARAアートプロジェクト
「スタディツアー～地域を知ろう～」 参加者募集

「ASHIGARAアートプロジェクト」は、様々
なワークショップを通じ、アートや地域のことを
学びながら足柄上地域について考え、参加者の皆
様と一緒に魅力あるアートフェスティバル開催を
目指すものです（来年2～3月開催予定）。

アートやまちづくりに関心のある方、活動され
ている方、ふるってご参加ください。

月　日　9月17日（土）～19日（月・祝）
※18日は希望に応じて足柄ふれあいの村に宿泊可

能です。

内　容　1日ごとにエリアを分け、足柄上地域へ
の理解を深めるべく、まち歩きをします

定　員　100名（応募者多数の場合は抽選）

費　用　無料（交通費、食費、宿泊費（約2,000
円）は参加者負担）

申込み　電話又はホームページにてお申込みくだ
方　法　さい

申込み　9月1日（木）まで
期　限　

主　催　神奈川県足柄上地域県政総合センター

問合せ　ASHIGARAアートプロジェクト推進室
申込み　（☎045－664－3731）
　　　　（URL ： http://ashigarart.jp/）

あしがらグリーンウォーキング
さわやかな風の吹き抜ける町・

山北に水と緑を訪ねて

日　　時　10月1日（土）　8：35　山北駅集合
※小雨決行。　　　　　　　　

内　　容　山北町（河村城跡・洒水の滝等）を歩
きながら楽しむ植物観察

定　　員　30名
申込み方法　FAXかはがきに、参加者全員の氏名・

住所・電話番号を記入して送付してく
ださい

申込み期限　9月5日（月）まで
問 合 せ　〒258－0021 開成町吉田島2489－2
申 込 み　(財)かながわトラストみどり財団
　　　　　足柄上地区推進協議会事務局
　　　　　（足柄上地域県政総合センター環境部内）
　　　　　（☎83－5111内線265  FAX 82－1494）

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、DVDROMが読み取

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
収録内容　広報やまきた
　　　　　平成 8 年（1996年）11月号から
　　　　　平成17年（2005年） 2 月号まで
　　　　　（第501号～第600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）

「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。

野焼き行為は法律や条例で禁止されており、違
反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の
罰金（法人は1億円以下）と重い罰則が課せられ
る場合があります。ただし、地域的習慣による催
しや消火訓練に伴う燃焼行為などは例外として認
められています。

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）



入札結果7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）

生活環境課 平成23年度　向原地区（村雨）
下水道整備工事 株式会社　荻野工業 8,190,000円 8,190,000円

産業観光課 平成23年度　滝沢・高松作業
道整備工事（第1工区） 今泉建設　株式会社 45,507,000円 44,415,000円

産業観光課 平成23年度　滝沢・高松作業
道整備工事（第2工区） 株式会社　荻野工業 45,475,500円 44,730,000円

産業観光課 平成23年度　堀木沢林道災害
復旧工事 株式会社　磯部組 3,643,500円 3,570,000円

産業観光課 平成23年度　箒沢林道災害復
旧工事 株式会社　湯川組 1,417,500円 1,365,000円

健康づくり課 平成23年度　自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）賃貸借 セコム　株式会社 1,050,000円 781,200円

生涯学習課 平成23年度　山北町パークゴ
ルフ場整備工事（休憩施設） 湯川建築 4,063,500円 3,139,500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）

自然教室「見る・きく・感じる　丹沢の今」
　県立丹沢ビジターセンターでは、「水源の
森」丹沢の保全活動現場を歩く自然教室を開催
します。

日　　時　9月17日（土）9：00～16：00頃

集合場所　西丹沢自然教室
※周辺の登山道を歩きます。

対　　象　高校生以上の方

定　　員　20名
※申込み多数の場合は、抽選となります。

費　　用　1,500円（保険料・資料代）
申込み方法　往復はがき又はFAXで、①行事名②参

加者全員の氏名・年齢・住所・電話番
号（FAX申込みの場合はFAX番号）を
明記して、お申込みください。

※詳しくは、申込み期限後返信にてお知らせします。

申込み期限　9月5日（月）必着

問 合 せ　〒258-0202　山北町玄倉515
申 込 み　県立丹沢湖ビジターセンター
（☎78－3888　FAX78－3777）

みずきフェスタを開催します
　普段は入ることのできない水道施設の中を探検
してみませんか。費用は無料、申込みも不要なの
で、ぜひお越しください。

日　時　8月27日(土)　10：00～15：30　
※雨天決行。荒天の場合は中止。

場　所　神奈川県内広域水道企業団
　　　　飯泉取水管理事務所
　　　　（小田原市飯泉884）
※水道施設につき、ペット連れでの入場はできま

せん。
※駐車場には限りがあるため、公共交通機関をご

利用ください。

問合せ　神奈川県内広域水道企業団
　　　　飯泉取水管理事務所（☎48－1102）



子宮頸がん予防ワクチンの接種再開について
　ワクチンの供給不足により接種を控えていただ
いておりましたが、7月20日から接種が再開され
ました。接種を希望される方は、医療機関へご予
約のうえ、接種を受けてください。
　
対 象 者　中学1年生～高校1年生相当の方

費　　用　無料（全額町が負担します）

接種回数　3回（初回接種から3回目の接種まで6
か月かかります）

接種期限　平成24年3月31日まで

持 ち 物　母子健康手帳、保険証、予診票（3月
に配付済）

※詳しい接種方法は、3月に配付した予診票でご
確認ください。

問 合 せ　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
などの相談を保健師がお受けします。
月　　日　9月1日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター 相談室１

ママパパクラス
月　　日　9月1日（木）
場　　所　健康福祉センター

時　　間
　午前　10：00～12：00　 

　　　　　午後　13：30～15：30　　　　　　
　　　　　午前　妊娠中の栄養、調理実習
内　　容　午後　歯の衛生、 町の子育て支援事業
　　　　　　　　の紹介、一酸化炭素濃度測定
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※持ち物は母子健康手帳、筆記用具と次のものを

お持ちください。
　午前　エプロン、三角巾、米0.5合、食材料費（実費）
　午後　歯ブラシ、手鏡、コップ、タオル

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、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　9月6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　9月9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。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

熱中症に注意しましょう！
足柄消防組合管内において、7月31日時点での熱中症疑いによる傷病者搬送件数は、24件です。傷病

者の内訳は軽症20件・中等症4件で、幸い重症者の搬送はありません。
最近の統計によると、労働災害としての熱中症や高齢者の熱中症が多く発生していると認識されています。
熱中症にならないよう、外出時には通気性の良い服を着て、こまめに水分補給をしましょう。また、

体調がすぐれないときには、暑い日中の外出や運動は控えましょう。

問合せ　足柄消防組合消防本部警防課 (☎74－6664)

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　8月23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）


