
土砂災害防災訓練を実施します
　町は平成19年度から、県と合同で土砂災害防災
訓練を実施しています。平成22年度も次の自治会
を対象に訓練を実施します。
　これに伴い、防災行政無線で訓練放送を行った
り、消防自動車が出動します。火災とお間違いな
いようご注意ください。

☆訓 練 実 施 日　6月6日（日）

☆訓練対象自治会　城山自治会

☆防災行政無線放送時間　10：00
※放送内容は城山自治会員に対する避難勧告にな
　ります。

☆問 合 せ　総務防災課防災消防班
　　　　　　　　　（☎75－3643）

町長選挙・議会議員補欠選挙の日程
　7月21日に任期を迎える町長選挙と、議会議員
の欠員を補充する議会議員補欠選挙の日程が決ま
りました。

☆告示日　7月6日（火）

☆投票日　7月11日（日）
　　　　　
☆問合せ　山北町選挙管理委員会
　　　　　（総務防災課内）
　　　　　（☎75－3643）

チリ大地震被災者に対する
救援募金のお礼

　チリ大地震被災者に対し、町民のみなさまから
いただいた救援金が36,387円に達しました。
　みなさまの温かい心づかいに深く感謝申し上げ
ます。
　なお、この救援金は、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）

谷ケ地区に広葉樹を植栽しました
　平成21年度のアサヒビール株式会社からの寄附
金を利用して、谷ケ地区の山林に広葉樹を植栽し
ました。
　これは、アサヒビールの「うまい！を明日へ」
プロジェクトの一環として寄附されたものです。
　今後もこのプロジェクトは続きますので、詳細
は、広報等でおしらせします。

☆問合せ　産業観光課森林づくり班
　　　　　（☎75－3646）

平成２３年山北町成人式のご案内
　平成２３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9日（日）※成人の日の前日です。
　　　　　10：30～12：30（10：00受付開始）

☆会　場　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）

町長選挙・議会議員補欠選挙
立候補予定者の事前説明会

☆日　時　5月27日（木）13：30～
☆場　所　役場4階401会議室
※1候補者につき、3名以内でお願いします。

☆問合せ　山北町選挙管理委員会（総務防災課内）
　　　　　（☎75－3643）
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一日陶芸教室を開催します！！
　共和地区振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方も歓迎します。

☆日　時　①6月12日（土）10：00～15：00
　　　　　②6月13日（日）10：00～15：00
☆場　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　　「まきば館」
☆内　容　作陶（形を作るまで）
☆講　師　つぶらの窯　山本　渉　氏
☆服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
☆持ち物　昼食、飲み物
☆定　員　各回15人
※電話又はFAXで申込んでください。
☆申込み　6月9日（水）
　期　限　（定員になり次第締切りです）
☆費　用　3,000円（材料費等）
☆問合せ　講師　山本（☎・FAX 76-4886）
　申込み

男性の料理教室
☆日　時　6月12日(土)　9：30～

☆場　所　健康福祉センター調理実習室

☆内　容　豚キャベツソテー、ポテトサラダ、他

☆定　員　30人　

☆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9日（水）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

大野山・共和地区ガイドウォーク
健康マイスターと歩こう

　大野山へ登って、まきば館や神明社で地域の方
のお話を伺います。
　ご参加いただき、新緑の景色と興味深いお話
を、ぜひお楽しみください。

☆日　時　5月27日（木）9：30　
　　　　　共和集会所前集合
　　　　　（共和小学校横）

☆行き先　大野山、まきば館、神明社　　　　

☆持ち物　昼食、飲み物、敷物、雨具等

☆申込み　5月24日（月）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

「あすか」ママさんバレー部員募集
　バレーボールで楽しく汗を流しませんか。初心
者の方も大歓迎です。いつでも見学や練習に参加
できます。

☆練習日時　毎週水曜日19：30～21：30

☆場　　所　山北中学校体育館

☆問 合 せ　あすか　木下まゆみ（☎75－1356）
　　　　　　　　　　古林千佳子（☎75－0677）

心と体にやさしい
玄米ダンベル教室を開催します

　玄米ダンベル体操は、自分の体に合った動き
で、ゆるやかな運動をしながら健康増進を目指す
体操です。年齢を重ねた方、体に不安を抱えてい
る方におすすめです。この体操を体験してみませ
んか。

☆日　時　6月8日（火）、15日（火）
　　　　　13：00～14：00
※1回だけの参加もできます。

☆場　所　中央公民館会議室

☆定　員　15人

☆持ち物　飲料水（ダンベルは用意します）

☆問合せ　仁村（☎75－2831）
　申込み



特定事業者の皆さんへ
お楽しみ券の換金はお済みですか？
　町では、平成21年5月1日から山北町お楽しみ
券（使用期限平成22年3月31日）を発行してきま
した。お楽しみ券の換金請求期限は、平成22年5
月31日までとなっています。
　お手元にまだ換金していないお楽しみ券があり
ましたら、期限内にお早めに換金してください。
　
〇換金請求場所を変更します。
　6月1日からは、山北町商品券の換金請求ができ
る場所は、役場産業観光課・清水支所・三保支所の
３か所のみに変更となります。町内金融機関での換
金請求はできなくなるので、ご注意ください。

☆問合せ　産業観光課商工観光班
　　　　　（☎75-3646）

防災行政無線戸別受信機設置の助成
　町では、防災行政無線戸別受信機設置に助成を
します。戸別受信機とは、町の防災行政無線放送
を屋内で受信するものです。定時に放送する時報
チャイムや火災などの緊急一斉放送、各種のおし
らせ放送など、全ての防災行政無線放送を家庭で
聞くことができます。

☆助 成 対 象　町内にお住まいの方

☆本人負担額　　
　① 戸別受信機のみを設置する場合　
　　　16,000円
　② 戸別受信機及び外部アンテナが必要な場合
　　　22,000円
※本人負担額は、町の助成額（設置費用の２/３）
　を控除した後の額です。
※外部アンテナは電波の状況により必要となりま
　す。

☆申込み期限　7月30日（金）

☆問 合 せ　総務防災課防災消防班
　申 込 み　（☎75－3643）

山北町中小企業信用保証料
補助制度受付中！！

　町では、中小企業信用保証料補助制度を行って
います。この制度は、信用保証協会が定めたセー
フティネット保証の保証料に対し、町が補助を行
うものです。
　詳しくは産業観光課へお問合せください。

☆対象事業所　次のすべての要件を満たす事業所
　・平成20年度以降、経営安定資金の融資を受け
　　たことがある。
　・町内に1年以上事業所等を有し、現在事業を
　　営んでいる。
　・町税の納税義務者であり、補助金の申請時に
　　町税を完納している。
　・平成20年度以降、保証協会に保証料を支払っ
　　ている。

☆補　助　額　保証協会に支払った保証料の2分
　　　　　　　の1に相当する額
　　　　　　　1業所につき100,000円まで　

※中小企業制度融資及びセーフティネット保証に
　ついてはお近くの信用保証協会、金融機関でも
　相談できます。

☆問　合　せ　産業観光課商工観光班
　申　込　み　（☎75－3646）
　　　　　　　（FAX 75－3661)

甲種防火管理講習会
☆日　時　7月1日（木）、2日（金）の2日間
　　　　　9：00～16：50（受付8：40～）

☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室

☆定　員　80人（定員になり次第締切りです）

☆申込み　6月1日（火）～6月18日（金）
　期　間　9：00～16：50

☆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）



生ごみ処理機購入費の助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、家
庭用電動式生ごみ処理機を購入される方に助成を
します。
　希望される方は、印鑑と必要書類（見積書等）
をお持ちの上、お申込みください。

☆助成額　購入金額の1/2（上限3万円）
※100円未満切り捨てとなります。
※助成できる数に限りがありますので、事前にお

問合せください。
※助成額は購入・設置を確認後、指定の口座に
　振込みます。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み （☎75－3645）

コンポストのあっ旋・助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、コン
ポストのあっ旋・助成をします。
　希望される方は、印鑑と振込口座情報をお持ち
の上、お申込みください。ただし、あっ旋・助成は
１世帯１基とします。

☆助成額　購入金額の1/2で上限3,000円　　　
　　　　　（190リットル以下のもの）
※助成できる数に限りがありますので、事前にお

問合せください。
※品物は、現金と引き換えに直接お届けします。

助成額は納品後、指定の口座に振込みます。
☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75－3645）

資源回収団体に奨励金を交付
　町では、資源ごみ回収を実施している町内の
団体に、奨励金を交付します。該当する団体は、
お申込みください。
　なお、対象となる品目は次のとおりです。

☆対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、
　　　　　　古着、アルミ、ビール瓶など
※申請には、受入れ業者等の証明が必要となり

ます。

☆問 合 せ　生活環境課生活環境班
　申 込 み　（☎75－3645）

「エアロミックス」参加者募集！
　マーシャルアーツ、ボクササイズ、ラテンエア
ロなどの多彩なプログラムで、さわやかな1日を
始めませんか。

☆時　間　毎週木曜10：30～11：30
※託児あり（有料・予約制）

☆場　所　健康福祉センター会議室

☆講　師　小池美穂子先生

☆参加料　500円（あすぽ会員は割引あり）

☆持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル

☆問合せ　あすぽ 飯田
　申込み　（☎090－8013－5541）
　　　　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）

「てくてく」パークゴルフに
参加しませんか！

　「健康ボランティアぱる」では、「てくてく」
パークゴルフを開催します。お誘いあわせの上ご
参加ください。

☆日　時　5月25日（火）13：00集合
※雨天中止です。

☆場　所　開成町水辺スポーツ公園

☆参加費　200円　　　　

☆対　象　町内にお住まいの方　

☆申込み　5月20日（木）
　期　限

☆問合せ　健康ボランティアぱる
　申込み　加藤（☎76－3863）
　　　　　鈴木（☎75－0051)



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）

都市整備課 平成22年度　町道河村城址歴史公
園入口線新設工事

静和建設株式会
社 45,370,500円 43,344,000円

生活環境課 平成22年度　水上橋水道管添架工
事 みらい設備 9,376,500円 9,345,000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、町ホームページまちづくり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）

明るい選挙をみんなで徹底しよう「三ない運動」！

山北町選挙管理委員会・山北町明るい選挙推進協議会

食生活改善推進員になってみませんか？
　食生活改善推進員とは、ご自分やご家族、ご近所の方、地域の方に正しい食生活を目指していただく
ためのお手伝いをする方です。次のカリキュラムを受講することが必要です。

※このほかに食生活改善推進団体の活動の見学実習が１日あります。
月　　　日 時　　　間 内　　　容 場　　　所

1   6月23日（水） 9：30～12：00 オリエンテーション等 足柄上保健福祉事務所
2   7月  7日（水） 9：30～13：00 調理実習の基本等 足柄上保健福祉事務所
3   7月27日（火） 9：30～12：00 栄養の基礎知識等 松田町健康福祉センター
4   8月19日（木） 9：30～13：00 乳幼児期・成長期について 足柄上保健福祉事務所
5   9月  7日（火） 9：30～13：00 成壮年期について 足柄上保健福祉事務所
6   9月17日（金） 9：30～12：00 生活習慣病予防 山北町健康福祉センター
7 10月  1日（金） 9：30～13：00 老年期について 足柄上保健福祉事務所
8 10月27日（水） 9：30～11：30 運動と栄養 中井町保健福祉センター
9 11月17日（水） 9：30～12：00 献立作成① 大井町保健福祉センター
10 12月  8日（水） 9：30～13：00 献立作成② 南足柄市保健医療福祉センター
11 12月17日（金） 9：30～12：00 献立作成③ 開成町保健センター
12   1月13日（木） 9：30～13：00 献立の調理と発表 足柄上保健福祉事務所        
13   2月  1日（火） 9：30～13：30 地域でのボランティア活動 足柄上保健福祉事務所        

☆費　用　4,000円程度（テキスト・調理実習材料代）      ☆申込み期限　5月26日（水）
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
　申込み  



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1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、ひきこもり、うつ等の相
談を保健師がお受けします。
 月　　日 　6月3日（木）
 受付時間 　9：30～10：30
 場　　所 　健康福祉センター

ママパパクラス
 月　　日 　6月5日（土）
 時　　間 　10：00～12：00
 場　　所 　松田町健康福祉センター
 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
※持ち物　母子健康手帳・筆記用具・タオル
※動きやすい服装で来てください。

３歳児健康診査
 月　　日 　6月8日（火）
 受付時間 　13：00～13：15
 場　　所 　健康福祉センター
 対　　象 　平成19年4月～5月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

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11日（金）
 受付時間 　9：00～10：30
 場　　所 　健康福祉センター
 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）

健康づくりは　お口のケアから
～歯の衛生週間（フッ化物普及事業）～

☆日　時　6月10日(木)13：30～16：00
※申込みは不要です。

☆場　所　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　足柄歯科医師会事務所
　　　　　（☎74－1180）　
　　　　　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

障害のある方やそのご家族の相談室
　障害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25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）

みんなで愛の献血を
☆日　時　6月5日（土）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：30
☆場　所　健康福祉センター
　　　　　（当日は福祉ふれあいフェスタが開催
　　　　　　されます）

〇献血ができる方
　・年齢が18歳から69歳までで、体重が50kgを

超える方。（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。）

　・前回の献血から次の期間を経過している方。
　　200ml献血　4週間
　　400ml献血　男性12週間
　　　　　　　　女性16週間

※初めて献血される方は、免許証等の身分証明書
をお持ちください。

※献血手帳をお持ちの方は、ご用意ください。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）


