
連休中のごみ収集日について
　連休に伴い、ごみ収集日が通常の曜日と異なりますので、町民カレンダーをご確認いただき、お間違
えのないようお願いします。

※町民カレンダーに★印がついています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

とれたて山ちゃん開店6周年記念セール
　ふるさと直販加工組合｢とれたて山ちゃん｣では、
日頃のご愛顧に感謝し、「6周年記念セール」を開催
します。ご家族皆さんでご来店ください。
　また、山北町ふるさと直販加工組合では、野菜
等を出荷していただける方を募集しています。詳
しくはお問合せください。
☆開催日　4月25日（土）・26日（日）9：00〜17：00
☆出品物　・山北産の野菜や果物
　　　　　・山北ならではの山菜類
　　　　　・山ちゃん加工室で作ったこだわりの

品々（漬物、惣菜など）
※ご来店の方に「たけのこ料理の試食」「みかん

の生ジュース」の無料サービスを行います。
☆問合せ　山北町ふるさと直販加工組合
　　　　　「とれたて山ちゃん」（☎75−3026）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　5月3日（日）7:00〜8:30
※小雨決行、荒天中止。
☆場　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
☆内　容　野菜、肉類、魚類、惣菜、花、パンな

どを販売
☆イベント　つめ放題（お菓子いろいろ）、ガラガラ抽選会
☆後　援　山北町商工会（☎76−3451）
※マイカーの駐車は、さがみ信用金庫、横浜銀行

の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをご持参ください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市でフリーマーケット出店者を募集しています。
☆問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75−0032）

大野山開き
☆日　時　4月29日（水・祝）11：00から
☆場　所　大野山山頂
☆主　催　山北町観光協会（☎75−2717）
※物産の販売を予定しています。なお、当日は、

先着1,000名様に牛乳の無料配布を行います。

『山北町商品券』にお楽しみ券がつきます！
どうぞご利用ください！！

　5月1日（金）から『山北町商品券』をお買い求
めになると、購入金額の10％をお楽しみ券として
プレゼントします。
　『山北町商品券』は次のステッカーがあるお店で
使えます。お楽しみ券が使える期間は、平成22年
3月31日までです。

　『山北町商品券』は、会計課または
清水・三保支所でお買い求めください。
※お一人様100,000円まで購入できます。
☆問合せ　産業観光課商工観光班
　　　　　（☎75−3646）

「足柄乃文化」第36号を刊行
　山北町地方史研究会では、町周辺の歴史や民
俗・考古などの調査研究等を集録した機関誌「足
柄乃文化」第36号を刊行しました。
　バックナンバーも販売していますので併せてお
問合せください。
☆販売場所　生涯学習課窓口
☆価　　格　2,000円
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）

収集日
 4月29日（水）
 4月30日（木）
 5月 5 日（火）
 5月 6 日（水）

種　　別
資源ごみ（ペット・プラ等）

粗大ごみ　※要申込
もえるごみ
もえるごみ

地　　区
全地区
全地区

三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原
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丸山地区 地区計画の決定及び平山地区 地区計画の変更について
　町では、昨年、用途地域（準工業地域）に指定された丸山地区の地区計画を決定し、区域内における
建築物の制限に関する条例が３月の町議会定例会で可決されました。この条例の施行により、次の2点が
建築基準法で定める建築確認時の審査案件となりました。用途地域における建築物の制限と併せて土地
利用の規制をすることで、健全な都市形成や豊かな居住環境を確保していくことができます。
　●建物の用途制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置
　●建物等の形態または意匠、“かき”または“さく”の構造等
※ 条例の施行日において、既存の建物等にはこの規定は適用されません。

　なお、この条例は今年５月１９日から施行され、建築条件に違反した場合は５万円以下の違反金がか
かりますのでご注意ください。
　また、平山地区の地区計画の変更も行い、区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す
る条例が可決されました。

＜丸山地区 地区計画の決定（準工業地域）＞
　土地利用の方針として、山頂部の産業地区（Ａ）は、周辺の自然環境との調和に配慮した産業機能と
して、主に研究・研修施設や製造施設の立地を誘導します。また、これらと関連した事務所や店舗、就
業者の居住ニーズにも対応できる住宅の立地を促進します。
　山

さん

麓
ろく

部の産業地区（Ｂ）は、産業地区（Ａ）の産業機能や居住機能に加えて、地域の生活利便を高め
る商業サービス施設や公共公益施設の秩序ある立地を促進します。
　
＜平山地区 地区計画の変更（準工業地域・第１種住居地域）＞
　平成20年8月から、地域計画及び区域内における建築物の制限に関する条例が施行されていますが、効
果的な土地利用を図るため、産業地区（Ａ）については、企業立地の観点から工業系の用途を広げてい
きます。また、住宅地と産業地が混在する産業地区（Ｂ）については、調和した土地利用を念頭に置い
た新たな建築制限を設けました。なお、住宅地域については、変更ありません。

※産業地区（Ａ）・（Ｂ）の詳細については、都市整備課までお問合せください。
☆問合せ　都市整備課管理計画班（☎75−3647）

小児医療証の有効期限にご注意を！
　町では、0歳から小学生のお子様を対象に医療
費助成を受けるための小児医療証（乳児医療証）
を発行しています。小学校を卒業された方で小児
医療証をお持ちの方は、お手数ですが小児医療証
を福祉課または清水・三保支所に郵送か直接返却
してください。
　また、4月から小学生になられたお子様につい
ても、小児医療証の有効期限が3月31日で切れて
いますので、新しい小児医療証の申請をお願いし
ます。
※小児医療証は年齢・生年月日によって有効期限

が違います。

☆申請場所　福祉課、清水・三保支所
☆必要な物 お子様の保険証、印鑑、期限切れの

小児医療証
☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

生涯学習活動モデル事業に助成
　町では、生涯学習活動を積極的に取り組んでい
る団体の活動の推進を図るため、自治会や各種団
体が行うモデル事業に要する経費に対して、3年
間を限度として、対象事業費の3/4以内の助成を
行います。
☆対象事業　①地域の方との交流・和を深めるた

めの事業
　　　　　　②教養を高めるために、講座・教室

を開催する事業
　　　　　　③施設等を利用して、日々の成果を

発表する事業
☆助 成 金　年15万円（限度額）
☆助 成 数　7モデル事業
※お申込みをいただいた中から、町生涯学習推進

協議会で決定します。
☆申 込 み　5月15日（金）までに、町所定の申

請書により生涯学習課へ提出してく
ださい

※申請書は生涯学習課にあります。
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）



山北ジュニアバレーボールクラブ
入部者募集

　山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）では、
入部者を募集しています。気軽にいつでも練習に
参加してみてください。
☆対　象　町内在住の小学生
☆指導者　山北町体育協会バレーボール部役員他
☆練習日　
　毎週水曜日18:00〜20:00（川村小学校体育館）
　毎週土曜日17:00〜19:30（山北中学校体育館）
☆会　費　年2,500円
☆問合せ　山北町体育協会バレーボール部
　　　　　鈴木　健市（☎76−3279）
　　　　　松田　浩義（☎76−3481）

山北柔道クラブ会員募集
　創立35年を迎える山北柔道クラブでは、新会
員を募集しています。当クラブは、柔道を通して
「強くたくましい心と体づくり」に励んでいま
す。お父さん、お母さん、ぜひ一度お子さんを連
れて練習風景を見に来ませんか。
☆対　象　幼稚園年長組、小学生及び中学生の男女
☆練習日　木曜日（18:00〜20:00）
　　　　　土曜日（17:30〜19:30）
※中学生は木曜日、土曜日ともに18:00〜20:00です。
☆場　所　山北体育館（格技場）
☆会　費　月1,000円
☆問合せ　会　　長　湯川　瀞策（☎75−2161）
　　　　　指導部長　瀬戸　一徳（☎75−0016）

軟式野球大会
☆月　　　日　5月31日（日）・6月 7 日（日）
　　　　　　　6月14日（日）・6月28日（日）
　　　　　　　7月12日（日）
☆場　　　所　山北町スポーツ広場
☆参 加 資 格　町内にお住まいか、お勤めの方で
　　　　　　　編成されたチーム（スポーツ保険
　　　　　　　加入チーム）
☆参　加　料　10,000円
☆申込み締切り　5月15日（金）
☆問　合　せ　山北町体育協会野球部　湯川　靖法
　申　込　み　（☎76−4122、090−8489−9403）
※代表者会議を5月15日（金）19:00から中央公

民館2階第3会議室で開催しますので、お申込み
されたチームは必ず出席してください。

はかりの定期検査
　「取引」または「証明」に使用するはかりにつ
いては、2年に1度定期検査を受けることが計量法
により定められています。対象は、商店などが農
産物などの売買や出荷をするために使用するはか
りです。
　前回の定期検査から巡回検査となり、（社）神
奈川県計量協会の職員がはかりの所在場所に直接
伺い検査します。商店・農家でご使用しているは
かりをお持ちの方で、定期検査を受けたことのな
い方は産業観光課までご連絡ください。
☆実施期間　5月11日（月）〜5月29日（金）
☆問 合 せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

肩凝り･腰痛予防体操教室
　肩凝りや腰痛で悩んでいる方に肩凝り・腰痛予防体操教室を開催します。
　肩凝りや腰痛の原因は、ストレスや眼精疲労、姿勢など様々ですが、自ら身体を動かすことが肩凝り
や腰痛を予防する上で最も大切です。
　肩凝り・腰痛予防体操とは身体のバランスを整える簡単な体操です。身体の歪みからくる肩凝りや腰
痛を改善し、呼吸を整え、心身ともにリフレッシュしましょう。

☆日　時　5月18日(月)　9：30〜11：00

☆場　所　健康福祉センター多目的室

☆定　員　25人（先着順）

☆費　用　無　料

☆講　師　日本体育協会公認スポーツ指導員・運動指導士
　　　　　　 健康管理士一般指導員　分銅　直美さん

☆内　容　ストレッチング、筋力トレーニング、有酸素運動、気功、セルフマッサージなど

☆持ち物　ヨガマット(ある方のみ)、タオル、飲み物
※運動しやすい服装でお越しください。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）
　申込み



あしがらリバーフェスティバル2009
　足柄地域の母なる川・酒匂川で地域振興を目的に、あしがらリバーフェスティバルを開催します。会
場の酒匂川健楽ふれあい広場（松田町）には、地域の地場産品、Ｂ級グルメ、観光ＰＲの各コーナーが
設置されます。また、環境美化活動にあわせ、アヒルのおもちゃ1万羽を流す金太郎ダックレースを開催
します。エントリーは1羽500円で、フェスティバルのポスターが掲示してあるファミリーマート及び山
北町産業観光課で受け付けています。順位により豪華賞品を用意していますので、ぜひエントリーし、
ご来場ください。
☆日　時　5月16日（土）11：00から
※雨天時や酒匂川が増水の場合、5月23日（土）に順延。
☆会　場　酒匂川健楽ふれあい広場（松田町）※小田急線新松田駅から徒歩20分です。
※ダックレーススタート会場は大口グラウンド（南足柄市）で11：00スタートです。
☆問合せ　あしがらリバーフェスティバル2009実行委員会　南足柄市商工観光課（☎74−2111）

朝のエクササイズ教室「チャージ！」
　あしがら総合型スポーツクラブ『あすぽ』では、様々なスポーツを地域の皆さんで楽しむ事ができる
ように、各種教室を開催します。
☆日　程

※時間はすべて9：30〜10：30までです。
☆場　所　健康福祉センター多目的室及び会議室
☆対　象　18歳以上の方
☆定　員　各15人
☆費　用　各回100円（会場費など）
☆受　付　4月20日（月）〜4月30日（木）
　期　間　
☆申込み　名前、連絡先電話番号を明記の上、Ｅメールにてお申込みください
　方　法　
☆問合せ　あしがら総合型スポーツクラブ『あすぽ』　瀬戸　穂波（☎090−6003−7456）
　申込み　Email：asupo2009@yahoo.co.jp

平成21年4月からの機構改革により「役場各課の直通電話とメールアドレス」が一部変更されましたので
おしらせします。

kaikei@town.yamakita.kanagawa.jp

tyomin@town.yamakita.kanagawa.jp

zeimu@town.yamakita.kanagawa.jp

会 　 計 　 課　75－3640

町 　 民 　 課　75－3641

税 　 務 　 課　75－3642

fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp

teijyuu@town.yamakita.kanagawa.jp

seikatu-kankyo@town.yamakita.kanagawa.jp

sankan@town.yamakita.kanagawa.jp

toshi@town.yamakita.kanagawa.jp

kikaku-zaisei@town.yamakita.kanagawa.jp

gakusyu@town.yamakita.kanagawa.jp

福 　 祉 　 課　75－3644

定 住 対 策 室　75－3650

生 活 環 境 課　75－3645

産 業 観 光 課　75－3646

都 市 整 備 課　75－3647

企 画 財 政 課　75－3652

生 涯 学 習 課　75－3649

kyoiku@town.yamakita.kanagawa.jp

seisaku@town.yamakita.kanagawa.jp

soumu-bousai@town.yamakita.kanagawa.jp

gikai@town.yamakita.kanagawa.jp

kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp

bran-simizu@town.yamakita.kanagawa.jp

bran-miho@town.yamakita.kanagawa.jp

学 校 教 育 課　75－3648

政 策 秘 書 課　75－3651

総 務 防 災 課　75－3643

議 会 事 務 局　75－3653

健 康 づ く り 課　75－0822

清　水　支　所　77－2404

三　保　支　所　78－3006

役場各課の
直通電話番号と
メールアドレス

5月11日・18日・25日（月）

5月12日・19日・26日（火）

5月13日・20日・27日（水）

5月7日・14日・21日・28日（木）

5月8日・15日・22日・29日（金）

開催日

骨盤矯正エクササイズ

やさしいエアロビクス

ピラティス＆リズム体操

ストレッチ＆ダンベル

癒 や し の ピ ラ テ ィ ス

教室名
全身スッキリ。産後ママや、肩こり腰痛
でお悩みの方にも
音楽にのってローインパクトでどなたで
もお気軽に

毎日できるピラティスを一緒に覚えましょう

軽いダンベルを使ってしなやかな体づくり

一週間の疲れた体をピラティスでヒーリング

内　　　容



入札結果　３月中

担当課

総務防災課

総務防災課

生活環境課

生活環境課

生活環境課

企画財政課

議会事務局

生涯学習課

健康づくり課

事　業　名

平成21年度 庁舎等清掃業務委託

落札事業所名

株式会社 美装フジモト

予定価格
（消費税込み）

26,198,550円

4,840,500円

10,195,500円

29,662,500円

−    円

5,943,000円

1,417,500円

2,362,500円

5,827,500円

※工事は130万円以上、委託は50万円以上、物品は80万円以上の案件を掲載しています。
※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）

契 約 額
（消費税込み）

25,907,700円

3,465,000円

6,405,000円

28,350,000円

−    円

4,924,500円

972,405円

2,346,750円

5,008,500円

平成21年度 庁舎設備管理業務委託

平成21年度 水質検査業務委託

平成21年度 一般廃棄物（可燃ごみ
等）収集運搬業務委託
平成21年度 土木積算システム賃貸
借契約
平成21年度 広報やまきた・おしら
せ版印刷

平成21年度 やまきた議会だより印刷

平成21年度 山北町立中央公民館多
目的ホール運営管理業務委託
平成21年度 山北町健康福祉セン
ター設備管理業務委託

大成サービス 株式会社 
横浜支店
前澤工業 株式会社 
横浜支店
有限会社 共和衛生
工業

不調

株式会社 ソーゴー

株式会社 あしがら印刷

株式会社 サウンド
ダック
株式会社 綜合サー
ビス

高齢者を対象とした各種介護予防教室会員を募集します
〜　寝たきりを予防し、健康で長生きを　〜

　骨を丈夫にして、足腰の筋力をつけることは、寝たきりや認知症の予防になります。何歳になっても
いきがいのある活動的で自立した生活を送れるよう、様々な介護予防教室を開催します。
☆内　容

☆開催期間　6月上旬〜8月下旬 ☆場　所　健康福祉センター、清水ふれあいセンター、
※各施設でそれぞれ12回ずつ行います。   高齢者いきいきセンター
☆定　員　各教室20人 ☆費　用　1回200円
☆申込み　電話または直接お申込みください ☆申込み　5月15日（金）
　方　法    締切り
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班        　　※公共交通機関のご利用が困難などで、送迎を希望され
　申込み　（☎75−0822） る方はお申し出ください。

平成21年4月1日号広報やまきたおしらせ版で掲載した「元気な高齢者を目指そう！！」の記事に誤りが
ありましたので、お詫びして訂正いたします。
☆訂正内容
　●訂正後　さくらんぼクラブ　10：00〜14：00
　●訂正前　さくらんぼクラブ　10：00〜12：00
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

脳活性化教室

教室名

転倒骨折予防教室

頭の体操として、ゲーム、
読書、音楽、手芸、書道など

内　容

体操を中心に運動機能訓練
体力診断や生活相談（運動
指導士が指導します）

・おおむね65歳以上の方
・物忘れが気になってきた方
・社会参加が少ない方

対　象

・おおむね65歳以上の方
・足腰の筋力が低下して転倒の危険性がある方
・歩行が困難で外出が制限されている方

午前

時 間

午後



3 か月児健康診査
 月　　日　 4 月 28 日（火）
 受付時間　 13：00 〜 13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成 20 年 12 月、平成 21 年 1 月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

ＢＣＧ予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、ＢＣＧ接種を
します。
 月　　日　 4 月 28 日（火）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 おおむね生後 3 か月から 6 か月未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※ 3 か月児健診と一緒に行います。

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール、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　 5 月 7 日（木）
 受付時間　 9：30 〜 10:30
 場　　所　 健康福祉センター

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　 5 月 8 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）

幼児スイミングサークル
“アクア　キッズ“に参加してみませんか
☆日　時　毎週月曜日　14：30〜15：30
☆場　所　健康福祉センタ−3階　さくらの湯
☆対　象　2歳以上の幼児
☆定　員　16人
☆受講料　1レッスン：500円（講師代）
※受講料はシーズン一括払いです。
※受講料とは別にプール使用料がかかります。
☆持ち物　水着、帽子、腕につける浮き輪、着替えなど
※帽子に大きく名前を書いてください。
☆申込み　月曜日レッスン開催時の15：30〜16：00
　方　法　までの間に直接プールまでお越しください
☆問合せ　アクア キッズ事務局（☎76−3398）

みんなで愛の献血を
☆日　時　5月12日（火）
　場　所　10：00〜11：30　湯川鉄工所
　　　　　13：00〜15：30　役場正面玄関前

☆対　象 年齢が18歳以上69歳以下で、体重が
50ｋｇを超える方

※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。

※献血手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
※初めて献血される方は、免許証などの身分を証

明できるものをご持参ください。

☆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
　「くらし」や「健康・福祉」など県政に関する
43の講座メニューをご用意しました。ご希望の内
容について県職員が皆さまの集会などに伺い、お
話しします。
　詳しくは、役場窓口にあるチラシか県政総合
センターホームページをご覧ください。
☆問合せ　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223）

「丹沢讃歌を歌おう」
　西丹沢の山開きで「丹沢讃歌」「大地讃領」を
合唱します。ソプラノ、アルトの各パートを募集
します。
☆日　　時　5月31日（日）8：00から
☆場　　所　西丹沢自然教室
☆費　　用　500円
☆練習日時 4月26日（日）、5月10日（日）、

5月17日（日）、5月24日（日）
　　　　　　18：00〜20：00
☆練習場所　中央公民館視聴覚室
☆問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
　　　　　　山崎（☎75−0783）

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
く生活できるように、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
を受け付けます。
☆日　時　4月28日（火）14：00〜16：00
☆場　所　役場402会議室
☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班(☎75−3644)
※相談は「自立サポートセンタースマイル」の職員が受けます。
※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。


