
夏の星座教室に参加しませんか？
☆日　時　9月14日（月）17：50〜21：50
※予備日9月17日（木）、24日（木）
※17：50に役場駐車場（西側）へ集合してください。
※天候不良の場合は中止です。
☆場　所　御殿場市（富士山二合目・太

たろうぼう

郎坊付近）
☆対　象　小学校4年生以上の児童
※保護者の方は役場駐車場まで児童の送迎をお願
いします。

☆定　員　30人（定員になり次第締切ります）
☆参加費　無料
☆持ち物　防寒着、雨具、おやつ、温かい飲み物など
※夕食は必ず食べてきてください。
☆申込み　9月1日（火）から直接または、電　　
　方　法　話でお申込みください
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　（☎75−3649）

尾㟢好美選手を応援しよう！！
　山北町出身の尾㟢好美選手が2009年世界陸上
ベルリン大会に女子マラソン日本代表選手として
出場します。尾㟢選手の走る姿をテレビ中継で見
ながらみなさんで応援しましょう。

☆日　時　8月23日（日）17：30から受付
　　　　　（18：00開始予定）
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
※会場内は飲食禁止となっています。
☆対　象　町内在住の方
☆定　員　70人　※先着順になります。
※直接会場にお越しください。
☆費　用　無料
☆問合せ　町体育協会陸上部
　　　　　松澤　大輔（☎76−4111）

衆議院議員総選挙のおしらせ
　8月30日（日）は、第45回衆議院議員総選挙の投票日です。各投票区の投票所は次のとおりです。
投票区 投票所 投票区 投票所
山北第１ 山北体育館 共　　和 共和トレーニングセンター
山北第２ 山北町役場 清水第１ 清水ふれあいセンター
山北第３ 高齢者いきいきセンター 清水第２ 谷ケ公民館
山北第４ 湯坂公民館 清水第３ ㈲田中モータース展示室
山北第５ ★山北中学校（柔剣道場） 三保第１ 役場三保支所
山北第６ 下本村コミュニティセンター 三保第２ 畑集会所
平　　山 平山集会所 三保第３ 玄倉公民館

※★の場所は前回と変わっていますのでご注意ください。
☆投票時間　7：00〜20：00

　　　　　　　　　　期日前投票について
　当日投票できない方は、８月１９日（水）から２９日（土）まで
期日前投票ができます。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は8月23日（日）からと
　なります。
☆投票時間　8：30〜20：00

☆投 票 所　山北町役場庁舎　4階　402会議室

☆問 合 せ　町選挙管理委員会（☎75−3643）
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自然保護奨励金の申告を受け付けています
～受付は9月1日（火）まで～

　町では、山林または原野などの土地を所有して
いる方や地上権を持っている方を対象に、自然保
護奨励金の交付申告を受け付けます。

☆交付対象	 平成21年8月1日現在で次の地域内
に山林または原野などの土地を所有
しているか、地上権を持っている方

　　　　　　①自然環境保全地域
　　　　　　②丹沢大山国定公園
　　　　　　③県立自然公園
　　　　　　④上記以外の保安林
※町内における申告面積が1haに満たない場合は
交付対象外です。

※今年度からこの条件に加え、補助金を受けて森林
整備を行っていることが必要条件となりました。

☆交 付 額　1haにつき12,000円
☆申告手続	 昨年申告された方には申告書を送付

してありますので、森林整備を行っ
たことを証明する書類を添付して提
出してください。なお、対象となる
方で、新たに申告される方は、お問
合せください。

☆問 合 せ　産業観光課森林づくり班
　申 告 先　（☎75−3646）

健康診査（75歳以上の方）の
申込みはお済みですか

　町では、後期高齢者医療保険制度により、生活
習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病な
ど）の治療をしていない方を対象に健康診査を実
施しています。
　かかりつけ医で定期的に生活習慣病の検査（尿検
査、血液検査、心電図検査など）を受けていない方
で、健康診査の受診を希望される方はお申込みくだ
さい。（受け付けはすでに開始しています）お申込
みいただいた方には、町から健康診査票を送付しま
すので、町内の医療機関で受診してください。

☆対　　象　・平成21年4月1日現在で75歳以上
の方

　　　　　　・国民健康保険加入者で、健康診査
の受診日で75歳以上となる方

　　　　　　・65〜74歳で後期高齢者医療制度
の被保険者となっている方

☆検査内容　・血圧測定、尿検査、心電図検査、
血液検査（貧血、肝機能、脂質、
血糖）など

☆受診期限　12月31日（木）
☆費　　用　無料
☆問 合 せ　福祉課	長寿いきがい班
　申 込 み	（☎75−3644）

消防団の同時多発火災訓練を
実施します

　防災訓練に併せ、町内5か所で、消防団による
同時多発火災訓練を実施します。

☆日　時　9月6日（日）9：30〜9：50
☆場　所　万随・城山、上本村・水上、嵐、谷ケ、
　　　　　玄倉地区
☆内　容　消防団員による火災消火訓練
※当日、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。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

きらっとぴかっと 光の祭典 2009
☆日　時　8月23日（日）16：00〜
☆場　所　あしがら広域福祉センター（ひかりの里）
☆内　容	 カラオケ大会、模擬店、花火大会、盆

踊り、施設利用者の作品展示など
☆問合せ　あしがら広域福祉センター　
　　　　　大澤（☎82−2294）

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3,583世帯から1,807,000円の社資をお寄せいた
だきました。みなさま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）

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　8月25日（火）14：00〜16：00
☆場　所　健康福祉センター1階　相談室1
※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。
☆問合せ　福祉課	長寿いきがい班（☎75−3644）



木造建築物耐震診断費補助事業
　町では、地震に強い安全な街づくりをめざすた
め、建築してから一定の期間が過ぎた木造個人住
宅の「耐震診断」に助成をします。

☆補助対象　次のすべての要件を満たす建築物な
どに限ります

　・木造の個人住宅（自己用）
※一部店舗兼用の住宅、2世帯住宅は対象となり
ますが、ツーバイフォー建築やアパート、長屋
は対象外となります。

　・2階建以下のもの
　・昭和56年以前に建築されたもの
※昭和56年6月1日以降に増築されたものは対象
となりません。

　・山北町に住民登録されている方
☆補助金額　診断費の2／3（上限2万円）
☆申込み方法　申請には、事前相談が必要です
※事前相談の際、希望される建築物が補助対象とな
るか確認させていただきますので、住宅の建築年
度、構造・規模などを調べておいてください。

☆問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75-3647）

「子どもお手植え祭」参加者募集！！
　南足柄市商工会青年部では、設立40周年記念
特別事業として足柄市運動公園内に芝桜を植える
「子どもお手植え祭」を開催しますのでぜひご参
加ください。
　同時にフリーマーケット出店者も募集しますの
でみなさんお気軽にご応募ください。

子どもお手植え祭
☆日　時　9月20日（日）10：00〜12：00
☆場　所　南足柄市運動公園
☆対　象　小学生300人
　　　　　（低学年は保護者同伴になります）
☆費　用　無料
☆申込み　申込み書に必要事項を記入し、8月
　方　法　20日（木）までにFAXでお申込み　　
　　　　　ください
※申込み書は山北町役場産業観光課にあります。

フリーマーケット出店者募集
☆日　時　9月20日（日）10：00〜17：00
☆場　所　南足柄市運動公園ゲートボール場
☆店舗数　30店程度
※1店の間口は2ｍです。
☆費　用　無料
※商売を目的とする方はご遠慮ください。
※飲食類の販売はできません。
☆申込み　8月20日（木）までに電話でお申込み
　方　法　ください

☆申込み　南足柄市商工会青年部
　問合せ　（☎74−1346）（FAX74−1216）

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　①	9月12日（土）10：00〜15：00
　　　　　②	9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　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、焼成費、講師料）
☆申込み期限　9月9日（水）
☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅（☎・FAX		76−4886）

山北町中小企業信用保証料
補助制度受付中！！

　町では、4月1日から中小企業信用保証料補助制
度を開始しました。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
が補助を行う制度です。詳しくは産業観光課まで
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

※平成20年度に融資を受けた事業所は、9月30日
（水）で申請の締め切りとなります。

☆補　助　額	 保証協会に支払った保証料の2分
の1に相当する額で1事業所当たり
100,000円を限度額とします。　

※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
ご相談できます。

☆問　合　せ　産業観光課商工観光班
　申　込　み	（☎	75−3646）（FAX75−3661)



９月１日は「防災の日」
～８月３０日から９月５日までは「防災週間」です～

　大規模災害時には、電気や水道、道路などのライフラインが寸断され、防災関係機関などの機能に支
障をきたすことが予想されます。その対策として最も期待されているのが地域の防災力です。地域や自
治会などで行う防災訓練で、災害対策用の資材倉庫や広域避難場所を再確認し、備蓄資機材を救助活動
に使用する場合などの事前計画を、地域で相談しておきましょう。
　「防災週間」を機に、地域の自主的な総合防災力をもう一度確認し、いざというときの行動に備えましょ
う。また、足柄消防組合では、金太郎講座と称し、各種の出張講座を行っていますのでご相談ください。
☆問合せ　足柄消防本部警防課（☎74−6664）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病予防を目的に定例の健康相談日を設けました。お気軽に自分自身やご家族
の方々の健康についてご相談ください。

☆日　程・時　間・場　所
実施日 時間 場所

9月14日（月）
9：30、10：15、11：00

※時間予約制

清水ふれあいセンター
9月16日（水）、17日（木）
					18日（金）、25日（金）

健康福祉センター１階　内科診
察室、歯科診察室　　　　　　

☆対　　　象　町内在住の方　　　　　　　　　　　　　　　
☆内　　　容　・特定健診やさくら健診（基本健康診査）の結果の説明（判定結果の見方）
　　　　　　　・自分や家族の健康について
　　　　　　　・生活習慣病の予防改善について
☆費　　　用　無料
☆申込み問合せ　健康づくり課健康づくり班	（☎75−0822）

元気な高齢者を目指そう！！
～　介護予防教室に参加してみませんか　～

　町では、ボランティアにご協力いただき、ボランティアを主体とした介護予防教室を以下の日程で行
います。参加をご希望される方はお申込みください。なお、町が主体となって行う介護予防教室は11月
から開始予定です。

☆日　　　程
日　程 時　間 場　　所 対象地域

さくらんぼ
クラブ

		9月28日（月）
10月 5日（月）、19日（月）、

26日（月）
10：00〜14：00 健康福祉

センター
山北・平山・
共和地区

ほほえみ
くらぶ

10月 7日（水）、14日（水）、
21日（水）、28日（水）

10：00〜15：00

清水ふれあい
センター 清水・三保地区

縁側で
ポカポカタイム

10月 2日（金）、 9日（金）、
16日（金）、23日（金）、
30日（金）

高齢者いきいき
センター 向原・岸地区

☆対　　　象　おおむね65歳以上で、介護認定を受けていないが心身の衰えが不安な方や閉じこもり
　　　　　　　がちな方、物忘れが増えて心配な方
☆内　　　容　各ボランティアがアイデアを凝らし、合唱や手工芸、簡単なゲームなど介護予防に関す
　　　　　　　る様々なグループ活動を行います
☆定　　　員　各30人
☆参　加　費　無料　　※昼食代（500円程度）、手工芸代（実費）などはご負担願います。
☆申込み開始　8月17日（月）から随時
※送迎を希望される方はお申し出ください。
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）



※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。
※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）

入札結果　７月中

リバーサカワ・ゴルフクラブからご案内
　リバーサカワでゴルフを楽しみませんか。以下の日程で「町民サービス料金」を設定しますので、ぜ
ひご利用ください。

☆日　程　9月21日（月）、22日（火）
※「町民サービス料金」の詳細についてはお問合せください。
☆問合せ　リバーサカワ・ゴルフクラブ（☎77−2204）

担当課

福 祉 課

福 祉 課

福 祉 課

生活環境課

生活環境課

産業観光課

総務防災課

総務防災課

総務防災課

都市整備課

都市整備課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

事　業　名

平成21年度　保育園施設改良工事
（わかば保育園プレイルーム床改
修等）

落札事業所名

湯川建築

予定価格
（消費税込み）

契 約 額
（消費税込み）

平成21年度　保育園施設改良工
事（向原保育園保育室エアコン整
備）
平成21年度　保育園施設改良工事
（向原保育園プレイルームエアコン
整備）

平成21年度　山北町指定ごみ袋購入

有限会社	岡崎
電業

加藤電気

株式会社	 エム・
ティ・シー山北支店
越健産業株式
会社

平成21年度　中山間地域総合整備
事業　日向活性化施設建築監理業
務委託

有限会社	秀設
計プランニング

平成21年度　庁用自動車（学校給
食運搬車）購入

有限会社	和田
自動車工業

平成21年度　庁用自動車（ハイブ
リット車）購入

有限会社	 杉本
自動車整備工場

平成21年度　第１１分団詰所新築
工事

有限会社	山崎
建設

平成21年度　町道嵐線整備工事 有限会社	池谷
建設

平成21年度　町道越地渕の上線改
良工事

株式会社	山崎
組

平成21年度　幼稚園施設整備工事
（山北幼稚園保育室空調設備）

有限会社	岡崎
電業

平成21年度　幼稚園施設整備工事
（岸幼稚園保育室空調設備）

株式会社	イケダ
電気

平成21年度　幼稚園施設整備工事
（三保幼稚園保育室空調設備） 尾崎電気

平成21年度　学校施設整備工事
（山北中学校職員室空調機設置）

株式会社	イケダ
電気

平成21年度　水上橋架替に伴う配
水管布設替工事

2,614,500円

1,396,500円

3,958,500円

5,187,000円

5,397,000円

1,144,500円

1,470,000円

3,129,000円

16,485,000円

42,735,000円

5,302,500円

1,533,000円

2,005,500円

1,386,000円

1,890,000円

2,079,000円

1,396,500円

3,916,500円

4,987,500円

3,010,350円

682,500円

1,351,163円

3,128,273円

16,474,500円

42,525,000円

5,145,000円

1,522,500円

2,005,500円

1,354,500円

1,869,000円



虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、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 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、うつなどの
相談を保健師がお受けします。
	月　　日	　9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　	9 月 3日（木）
	時　　間　	午前　10：00〜 12：00
　　　　　		午後　13：30〜 15：30
	場　　所　	健康福祉センター
	　　　　　	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
※母子健康手帳、筆記用具、エプロン、三角きん、
米 0.5 合、歯ブラシ、手鏡、コップ、タオルを
お持ちください。

※調理実習で実費（食材料費）がかかります。

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 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）

介護予防事業ボランティアの募集
　町では、介護状態になることを防ぐための介護
予防事業を実施しており、ご協力いただけるボラ
ンティアを広く募集しています。興味のある方は
お申込みください。

☆内　容	 介護状態になることが予想される高齢
者に、要介護状態になることを防ぐた
めに合唱や劇、簡単なゲームなどを行
い、心身の衰えの防止や、認知症予防
に対し、高齢者のサポート役として活
動していただきます

※健康福祉センター、高齢者いきいきセンター、
清水ふれあいセンターで実施しています。各会
場とも週１回程度の活動です。
☆問合せ　福祉課	長寿いきがい班（☎75−3644）
　申込み　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

山北高校文化祭開催のおしらせ
　今年も山北高校では、山高祭を開催します。昨
年は2,000人以上の方々が来場され、とても活気
あふれるものとなりました。
　今年のテーマは「Yes　We　Can！！」です。
みんなで頑張れば絶対成功できる！！という目標
を掲げています。
　文化部に加え山北町やPTAの方々の応援もいた
だき、模擬店やステージ発表、出し物も充実して
おり、すばらしい文化祭にしようという熱気であ
ふれています。ぜひご来場いただき、頑張ってい
る山北高校をご覧いただけるよう、お待ちしてい
ます。

☆日　時　9月5日（土） 12：00〜15：00
　　　　　9月6日（日）　9：00〜15：00
☆場　所　山北高校中庭
☆問合せ　山北高等学校（☎75−0828）

山北高校ＰＴＡ教育フォーラム
「健康づくり」

☆日　時　9月6日（日）11：00〜14：30
☆場　所　山北高等学校（山高祭）
☆内　容　・健康チェック（３−３教室）
　　　　　　骨密度と血管年齢の測定
　　　　　・顔面体操（３−２教室）

顔面体操、リンパマッサージ、ハン
ドマッサージ、ヘッドスパ

☆参加費　無料
☆申込み　当日、会場へ直接お越しください
☆問合せ　山北高等学校PTA担当
　　　　　常

ときわ

盤	（☎75-0828）

男性のための料理教室
☆日　　時　9月5日(土）9：30〜
☆場　　所　健康福祉センター栄養指導室
☆内　　容　簡単お手軽丼物2種類ほか
☆定　　員　30人
☆費　　用　実費（当日徴収します）
☆持 ち 物　エプロン、三角きん
☆申込み期限　9月2日（水）　　		　　　　	
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75-0822）


