
平成23年山北町成人式のご案内
☆日　時　1月 9日（日）※成人の日の前日
　　　　　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）

第46回足柄上地区交通安全総ぐるみ推進大会
街頭キャンペーン開催！！

　交通事故から子どもやお年寄りを守るため、一
人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの
遵守と交通マナーの向上に取り組むよう、街頭
キャンペーンを行います。秋の全国交通安全運動
期間中、次のとおり開催しますので、多くの方の
参加をお待ちしています。
☆日　時　9月29日（水）14：20～15：20
☆場　所　役場前駐車場周辺
☆問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　　（☎75－3643）
※セレモニー終了後、パレードを行います。
※交通安全の啓発物品の配布を会場で行います。

成人式第2部の実行委員を募集します
☆対　　象　町内にお住まいで、平成2年4月2日

から平成3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）

西丹沢もみじ祭り開催のおしらせ
　観光協会では、西丹沢もみじ祭りを開催しま
す。本年は土曜日のみの開催となっています。歌
手の北川大介さんも出演しますので、多数の方の
参加をお待ちしています。

☆日　　時　11月20日（土）11：00～
※雨天決行
☆場　　所　中川バーベキューセンター前
☆参 加 費　1人 3,200円（前納制）　　　　　
　※山北駅からのバス利用者は3,500円。　　 　
　※新松田駅からのバス利用者は3,800円。
☆定　　員　850人（定員になり次第締切り）
☆問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）
　申 込 み　

「ポスターづくり教室」を開催します
　山北町文化団体連絡協議会では、来年の創立30
周年記念プレイベントとして、「ポスターづくり
教室」を開催します。お子さんから大人まで多く
の方の参加をお待ちしています。出来上がった作
品は、町民文化祭会場に展示します。
　
☆日　　時　10月23日（土）9：30～12：00
☆会　　場　中央公民館3階美術工芸室
☆費　　用　無料
☆申込み期限　10月15日（金）
☆問 合 せ　山北町文化団体連絡協議会
　申 込 み　大鐘（☎75－0807）

　　諸星（☎75－0025）
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町営田屋敷住宅の入居者を募集します
☆募集住宅　田屋敷住宅2階1戸（3LDK）
　　　　　　共同エレベーター完備
☆主な入居資格　・町内にお住まい、又はお勤めであ

ること
　　　　　　・町税及び町公共料金に滞納がない

こと
　　　　　　・現在、住宅に困窮していること
　　　　　　・次の①又は②に該当する方
　　　　　　　①　夫 婦（婚 約 中 を 含 む ）又 は

親子を主体とした家庭で、
平成21年の月あたりの所得が
158,000円以下であること

　　　　　　　②　入居時の年齢が60歳以上の
方、又は身体・精神・知的障
害のある方で、平成21年の月
あたりの所得が214,000円以
下であること（ただし、緩和
措置により昭和31年4月1日
以前に生まれた方も入居資格
があります）

※犬・猫その他の動物は飼えません。　　
☆受付期間　9月16日（木）～30日（木）
☆申 込 み　入居申込み書に必要事項を記入して
　方　　法　定住対策室に提出してください
※入居申込み書は定住対策室で配付しています。
※入居資格の詳細につきましては、定住対策室に

お問合せください。
※入居申込み書の内容に偽りがあると、入居の取

消しとなります。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定

します。
☆問 合 せ　定住対策室定住対策班
　申 込 み　（☎75－3650）

「ハレルヤ」「アメイジンググレイス」を歌おう
～クリスマスに合唱しませんか～

　ヘンデル作曲の「メサイア」より「ハレルヤ」
と、ゴスペル風にアレンジした「アメイジンググ
レイス」を合唱します。ソプラノ、アルト、テ
ノール、バスの各パートを募集します。
　
☆練習日時　9月18日、25日、
　　　　　　10月9日、16日、23日、30日、
　　　　　　11月6日、13日、20日、
　　　　　　12月4日、18日
　　　　　　いずれも土曜日の18：30～20：30
☆会　　場　中央公民館視聴覚ホール
☆費　　用　500円
☆問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
　申 込 み　山崎（☎75－0783）

「洒水太鼓」のメンバーを募集します
　山北洒水の里で学生を中心に演奏、活動をして
いる和太鼓の団体です。子どもたちは「楽しく元
気に仲間作り」を第一に練習を頑張っています。
一緒にやってみませんか。ぜひ一度見学にお越し
ください。
☆練習日時　毎月第2・第4土曜日　19：00～　
☆練習場所　洒水会館（平山不動尊境内）
☆対　　象　小学校2年生～大学生
☆年 会 費　600円（傷害保険代）　　　　　
☆問 合 せ　田代一男（☎76－3111）

「地域防災リーダー育成講座」
受講者を募集します

　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16日(土)   9：30～15：45
　　 23日(土) 12：20～16：30
 11月 6日(土) 10：30～16：00
　　 13日(土) 10：00～16：15
　　 27日(土) 10：00～16：10
 12月 4日(土) 10：30～15：45
　　 11日(土) 10：00～16：15

☆場　所　足柄上合同庁舎大会議室他
☆対　象　次の要件を満たす方

・足柄上郡、南足柄市にお住まい、お
勤め、在学（高校生以上）で全講座
受講可能な方

・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

※昨年度の講座修了者は受講できません。
☆定　員　40人（申込み多数の場合は抽選）
☆内　容　東海地震・県西部地震のあらまし、普

通救命講習、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19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により申込んでください
　方　法　（申込み用紙は山北町総務防災課窓

口、ホームページ等で配布していま
す）

※受講の決定については10月6日（水）までに郵
送にて連絡します。

☆申込み　9月24日（金）
　期　限
☆問合せ　〒258-0021
　申込み　足柄上郡開成町吉田島2489-2
　　　　　足柄上地域県政総合センター
　　　　　県民・安全防災課
　　　　　（☎83－5111 内線243　FAX 83－4591）
URL:http：//www.pref.kanagawa.jp/osirase/asikamiac/



暑さや台風に備えた農作業を
　9月も半ばを過ぎましたが、日本各所で猛暑日
を記録する等、まだまだ非常に厳しい暑さが続い
ています。十分な暑さ対策をして農作業をするよ
う心がけましょう。
　また、これからの時期は台風が発生しやすくな
ります。局地的な大雨による災害も報道される
中、用水路等を適正に管理しましょう。

〇日中の農作業は極力避けましょう
　　朝や夕方など、涼しい時間に農作業をし、体

力の消耗を防ぎましょう。止むを得ず、日中に
作業をする場合は、長時間の作業を避け、帽子
等で日差し対策をしましょう。

〇必ず飲み物の準備をしましょう
　　汗をかくと体内の水分を失います。十分な

量の飲み物を用意し、随時水分補給をしましょ
う。熱中症の予防に大変効果的です。

〇用水路・排水施設等の点検をしましょう
　　大雨が降ると小さな木の枝でも水路の詰まり

を誘発し、水が溢れることがあります。日頃か
ら点検し、大雨に備えましょう。　　

　　また、台風通過後の用水路等の点検について
は、事故を防止するため、気象情報を十分に確
認し、大雨や強風が止んでから行いましょう。

☆問合せ　産業観光課農業推進班
　　　　　　（☎75－3646）

米トレーサビリティ制度が
始まります

　米トレーサビリティ法により、10月からレスト
ランや食堂などで提供するご飯、スーパーや小売
店で販売されるお米、お弁当及びせんべい、だん
ごなどに使用された米穀について、取引記録の作
成や保存、産地情報の伝達を行うことが義務付け
られます。
　これは、産地情報を消費者のみなさまに提供す
るとともに、流通ルートの特定によって、食品と
しての安全性を保つための制度です。詳しくはお
問合せください。

☆取引記録の作成・保存
　平成22年10月１日開始
　　
☆産地情報の伝達
　平成23年７月１日開始

☆問合せ　関東農政局神奈川農政事務所
　　　　　　米トレーサビリティ班
　　　　　　（☎045－211－1334）

西湘地区障害者就職面接会を開催します
☆日　　時　10月13日（水）13：00～16：00
　　　　　　（開場12：30）　

☆会　　場　小田原アリーナ　
　　　　　　（小田原市中曽根263）

☆内　　容　仕事を探している障害のある方と企
業の面接会

☆対　　象　障害者手帳（身体障害者手帳・療育
手帳・精神保健福祉手帳）をお持ち
の方

☆持 ち 物　障害者手帳及び手帳のコピー、履歴
書（複数枚）

☆申込み期限　10月1日（金）

☆問 合 せ　ハローワーク松田 
　申 込 み　求人・専門援助部門（☎82－8609）

一日陶芸教室を開催します
　共和地域振興会では、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。
　初心者の方の参加も歓迎します。

☆日　時　①10月16日（土）10：00～15：00
　　　　　②10月17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　弁当、飲物

☆定　員　各日15人（定員になり次第締切り）

☆費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）

☆申込み　10月13日（水）
　期　限　

☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話又は
　申込み　FAXで申込んでください
　　　　　講師　山本（☎・FAX 76－4886）



滝沢・高松作業道整備工事のおしらせ
　平成20年度から行っている滝沢地区及び高松
地区の作業道整備工事は、今年度も行っていま
す。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご
協力をお願いします。

☆工期末　平成23年2月28日（月）

☆問合せ　産業観光課森林づくり班
　　　　　（☎75－3646）

治水史探訪
第1回全国禹

うおう
王(文命)文化まつりプレイベント

酒匂川と川音川の合流地域を歩こう
☆日　　時　10月3日（日）9：30～15：30
※小雨決行
☆集合場所　小田急線新松田駅の南口
☆コ ー ス　新松田駅→川音川→足柄大橋→ふれ

あい館→水辺スポーツ公園→吉田神
社→新十文字橋→寒田神社→松田駅
周辺→新松田駅

☆定　　員　25人
☆費　　用　500円（資料代、保険料を含む）
☆持 ち 物　弁当、飲み物、雨具など
☆申込み期限　9月30日（木）
☆問 合 せ　酒匂川ネットワーク会議（SNK）
　申 込 み　及川（☎090-1773－2382）

JICAボランティア募集
　独立行政法人国際協力機構（JICA）では「青年
海外協力隊（満20～39歳）」及び「シニア海外ボ
ランティア（満40～69歳）」を募集します。
　募集に併せ、県内４か所で「体験談＆説明会」
を８回開催します。申込み、費用は不要ですの
で、お気軽にお越しください。
☆日　程　
　【青年海外協力隊】

日　時 場　所
    9月 26日（日）

14：30～ JICA横浜

10月 7日（木）
18：00～ かながわ県民センター

10月13日（水）
19：00～ 藤沢産業センター

10月24日（日）
14：30～ JICA横浜

10月29日（金）
19：00～ グリーンホール相模大野

　【シニア海外ボランティア】
日　時 場　所

10月 1日（金）
19：00～ グリーンホール相模大野

10月19日（火）
18：30～ かながわ県民センター

10月24日（日）
10：30～ JICA横浜

※説明会の開催時間は2時間を予定しています。
☆問合せ　JICA横浜（内） 青年海外協力協会　
　　　　　（☎045－663－3219）
　　　　　（平日9：30～17：45）
　　　　　E-mail：jicayicp-vol@jica.go.jp
　　　　　URL：http://www.jica.go.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。みなさんぜひご参加
ください。
☆日　時　10月5日（火）9：30現地集合
※雨天中止
※運動靴を用意してください。
☆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　9月28日（火）
　期　限
☆問合せ　健康ボランティアぱる
　申込み　稲（☎76－4063）
　　　　　加藤（☎76－3863)



入札結果8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）

企画財政課 平成22年度　新規総合行政情報
システム機器等賃貸借

富士通リース　
株式会社　横浜
支店

20,979,000円 15,495,480円

福　祉　課
平成21年度　福祉施設環境整備
工事（わかば保育園雨漏れ改良工
事）（繰越明許）

今泉建設　株式
会社 2,173,500円 1,932,000円

福　祉　課 平成22年度　心の健康対策事業
普及啓発車購入

有限会社　杉本
自動車整備工場 1,111,950円 1,102,500円

生活環境課 平成22年度　下水道中期ビジョン
策定業務委託

日本水工設計　
株式会社　横浜
事務所

5,449,500円 5,250,000円

生活環境課 平成22年度　山北公共下水道台帳
作成業務委託

国際航業　株式
会社　神奈川支
店

1,995,000円 1,942,500円

生活環境課 平成22年度　量水器交換工事 有限会社　尾崎
水道工事店 1,764,000円 1,722,000円

産業観光課 平成22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 45,307,500円 43,575,000円

産業観光課 平成22年度　私有林整備工事
（浅間山地区） 山北町森林組合 8,400,000円 8,400,000円

生涯学習課 平成22年度　山北町パークゴルフ
場整備工事

株式会社　田代
組 30,817,500円 30,450,000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）

ひきこもりを考える家族セミナー
☆日　時・場　所・講　師

月　日 受付時間 会　　場 テーマ 講　　師
9月30日
（木） 14：00～16：00

県小田原合同庁舎
3階EF会議室

（小田原市荻窪350－1）

ひきこもりの理解と対
応

精神科医
春日　武彦　氏

10月 7日
（木）

14：00～16：30

体験者の話を聴こう ひきこもり体験者

10月13日
（水）

家族の対応
コミュニケーションの
とり方

臨床心理士
浜田　房子　氏
(相談室セージ主宰)

☆定　　員　50人
☆対　　象　ひきこもりの当事者を抱えるご家族で、全3回出席できる方
☆申込み期限　9月21日(火)
☆問 合 せ　神奈川県精神保健福祉センター相談課（☎045－821－8822）
　申 込 み

制服等のリサイクルにご協力を
　山北中学校ＰＴＡでは、10月9日（土）に開催される山北中学校文化祭で「制服等のリサイクル」コー
ナーを予定しています。このため、現在使われていない制服（山北中学校のもので洗濯してあるもの）
などがありましたら、リサイクルにご協力をお願いいたします。
☆対象品目　男女制服、体操服、ジャージ、柔道

着、通学バッグ
☆収集期限　10月1日（金）
☆問 合 せ　山北中学校（☎75－0755）

☆収集方法　中学生のいる家庭を通じて、各担任
の先生までお届けいただくか、直接
山北中学校へお届けください。



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

☎75－0822

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　9月28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）

町ホームページに広告を掲載しませんか
　10月1日より、町ホームページに民間企業等に
よる有料広告（バナー広告）を掲載できるように
なります。掲載を希望される方はお問合せくださ
い。
☆掲 載 料　1枠あたり月額5,000円
☆掲載期間　1か月単位で最大12か月（掲載枠に

空きがあれば再掲載可能です）
☆広告の規格

データサイズ 縦50ピクセル×横150ピクセル
データ型式 GIF型式
データ容量 10キロバイト以内

※広告内容が法令に違反するものや、公序良俗に
反するもの等は掲載できません。

☆問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

がん緩和ケア公開講座参加者募集
　がんとともに自分らしく過ごしていく場所や方
法について、講演や討論会を開催します。

☆日　　時　10月9日（土）14：00～16：00
☆会　　場　小田原市保健センター　
　　　　　　（小田原市酒匂2－32－16）
☆テ ー マ　「住みなれた地域でがんとともに自

分らしく」　　　　　
☆定　　員　200人（先着順）
☆費　　用　無料
☆申込み方法　住所、氏名、性別、年齢、電話番号

と、質問（ある方のみ）を記入し、
はがき又はFAXでお申込みください

☆申込み期限　9月24日（金）必着
☆問 合 せ　〒250－8558小田原市久野46
　申 込 み　小田原市立病院医事課
　　　　　　（☎34－3175　内線3116）
　　　　　　（FAX 35－0800）

ママパパクラス
 月　　日 　10月2日（土）
 場　　所 　健康福祉センター多目的室１
 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。

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 　10月5日（火）
 受付時間 　9：30～10：30
 場　　所 　健康福祉センター相談室１

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種
を行います。ポリオワクチンの接種は、通常生
後3か月から１歳6か月までの間に2回行う必要
があります。
 月　　日 　9月28日（火）
 受付時間 　13：30
 場　　所 　健康福祉センター多目的室１
 対　　象 　生後3か月～90か月（7歳6か月）未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあり

ます。

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
等の相談を保健師がお受けします。
 月　　日 　10月7日（木）
 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 　10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
 対　　象 　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。


