
ごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの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。

収　集　日 種　　別 地　　区

11月4日（水） もえるごみ 山北第2・3、
岸、向原

※該当日には、町民カレンダーに赤い★印が付
　いています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

足柄上郡中学校連合文化祭のおしらせ
　足柄上郡内の中学校が合同で文化祭を開催し、
生徒美術展を行います。みなさんぜひお越しくだ
さい。
☆日　時　10月31日（土）9：00〜16：30
　　　　　11月 1日（日）9：00〜15：00
☆場　所　松田町民文化センター展示ホール
※11月1日（日）には、10時から松田町民文化
　センター大ホールにて、舞台発表もあります。
☆問合せ　松田町立寄中学校長（☎89−2234）

農振・農用地の見直しについて
　町では、農業の健全な発展のため、農振・農用
地（農業専用用地）を昭和47年度に定め、優良な
農地の確保に努めてきましたが、農地を取り巻く
社会情勢が変化し、それに伴い見直しを実施しま
す。
　農用地への編入・除外について相談を希望され
る方は10月30日（金）までにご連絡ください。
☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75−3646）

町道の占用について
　町道上（歩道も含む）に物を置いたり段差解消
のための補助器具を設置したりすること（占用）
は道路法上認められません。
　勝手に物を置いたりした場合は撤去をお願いす
る場合があります。
　詳しくはお問合せください。
☆問合せ　都市整備課管理計画班（☎75−3647）

２０１０年版かながわ県民手帳
発売のおしらせ

☆定　　　価　500円（消費税込み）
☆大　き　さ　縦145ｍｍ×横85ｍｍ　
☆申込み期限　10月30日（金）
※手帳は11月中旬以降に現金と引き換えでお渡し

します。
☆申込み方法　電話でお申込みください
☆問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75−3652）

『山北町商品券』が使える
お店がふえました
清水地区　安藤商事株式会社

☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

山北町商工会女性部創立30周年記念
講演会中止のおしらせ

　10月18日（日）14時から中央公民館において
開催する予定でした「山北町商工会女性部創立30
周年記念講演会」は、講師の都合により中止とさ
せていただきます。
☆問合せ　山北町商工会女性部（☎76−3451）

町民カレンダーの広告募集
　町では、平成22年度版町民カレンダーに民間企
業などの有料広告を掲載します。広告の掲載を希
望される方はお申込みください。
☆掲 載 料

規　格 掲載料
5.0cm × 9.0cm 50,000円
2.5cm × 9.0cm 25,000円

※掲載枠1つに対する料金になります。
☆掲載位置　各月面（6か月を限度とします）
※広告の内容などにより掲載できない場合があります。
☆申 込 み　申込書に原稿案を添えて12月4日
　方　　法  （金）までにお申込みください
※申込書は企画財政課で配布しています。
※広告のデザイン等については、事前にご相談ください。
☆問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75−3652） 
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御殿場線沿線の寺院文化財をたずねて
　県西地域三市町文化財公開事業実行委員会で
は、文化財保護強調週間（11月1日〜7日）に合
わせて、御殿場線沿線の寺院で所蔵する文化財を
一般に公開してもらうことになりました。普段見
ることができない寺宝をぜひこの機会にご鑑賞く
ださい。
☆公開日時　11月7日（土）10：00〜15：00
　　　　　　円通寺は13：00〜15：00
　　　　　　11月8日（日）10：00〜15：00
☆会　　場　國府津山　宝金剛寺
　　　　　 （小田原市国府津2038）
　　　　　　如意山　最明寺（大井町金子3315）
　　　　　　龍雲山　円通寺（山北町谷ケ303）
☆展 示 品　
宝金剛寺：銅造  大日如来坐像（国指定重要文化

財）ほか
最 明 寺：往生要集＜上中下＞（国指定重要文化

財）ほか
円 通 寺：木造  釈迦如来坐像（町指定重要文化
　　　　　財）ほか
☆観覧料　無　料
☆問合せ　小田原市文化財課（☎33−1717）
　　　　　大井町生涯学習課（☎85−5016）
　　　　　山北町生涯学習課（☎75−3649）

山北町文化財ガイド友の会をご存知ですか
　文化財ガイド友の会は、町が主催する文化財講
座修了者が中心となって、郷土の歴史と文化財を
愛し、その理解を深めるとともに文化財等のガイ
ドボランティア活動をとおして、町の文化財保
護・活用の発展に貢献しようと平成１９年に発足
した団体です。
　文化財ガイド友の会の活動内容、ガイド依頼に
ついては、お問合せください。
 また、次のガイドコースを設定していますが、そ
の他ご要望についてはご相談ください。
・「河村城跡と洒水の滝コース」
・「用水堰コース」：宝永噴火による河川の氾濫

などとの苦闘の足跡をたどる
・「川村コース」：山北・向原・岸周辺の文化財

をたどる
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

山北クィーンズ会員募集
 山北クィーンズ（山北でバスケを楽しむおばさん
の会）では会員を募集しています。女性限定（高
校生以上）で活動に興味のある方は練習日に直接
体育館にお越しください。
☆日　時　毎週金曜日　19：30〜21：00
☆場　所　山北中学校体育館
☆会　費　無料
☆問合せ　青木（☎090−9145−3660）

文学・歴史散歩のおしらせ
　文学や歴史に由来する名所や旧跡を訪ねること
により、自然に親しみ、先人の残した作品などに
接して、文学や歴史への関心をいっそう深めま
しょう。
☆日　時　11月20日（金）※雨天決行
　　　　　8：15〜17：00（役場駐車場集合）
☆行き先　浜松方面
☆見学地　方広寺、竜ヶ岩洞、龍潭寺
☆講　師　町文化財保護委員長　藤井 良晃 氏
☆対　象　町内に在住または在勤の方
☆定　員　31人
☆費　用 2,000円程度（通行料、駐車料、入館

料、写真代、郵送料、ガイド料）
☆昼　食　各自でご用意ください
☆申込み　10月21日（水）9：00から
　開　始　役場3階多目的室で受付（先着順）
※申込みは１人につき1名に限ります。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

ご存知ですか？浄化槽の維持管理
〜きれいな水と生活環境を守るため、適正な維持管理を！〜

　浄化槽の維持管理は適正に行われていますか？
　浄化槽をお使いの方には、「法定検査」、「保
守点検」、「清掃」の3つすべてが法律により義
務付けられています。詳しくはホームページをご
覧ください。
☆問合せ　
足柄上保健福祉事務所生活衛生課（☎83−5111）
URL：ht tp://www.p r e f .kanagawa.j p/

osirase/15/1589/eisei/kankyou/
joukasou/joukasou.html

足柄上地区浄化槽対策連絡協議会（☎82−0511）
URL：http://www14.ocn.ne.jp/~kamijoh/

index.html

「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）



酒匂川治水400年記念事業
酒匂川交流フェア

　酒匂川治水400年を記念し、酒匂川流域の環境
や産業を紹介します。
☆日　時　11月1日（日）10：00〜15：00
☆場　所　川東タウンセンターマロニエ
☆内　容
・市長・町長座談会
　　「酒匂川を活かしたまちづくり」
※市長・町長につきましては未定です。
・酒匂川フォトコンテスト表彰式・作品展示
・講演「酒匂川が育む自然」
　　足柄平野の地下水や森林保全、酒匂川の動植
　　物や希少生物をテーマに、酒匂川の自然環境
　　について、複数のミニ講演を行います
・環境活動展
　　森林保全や動植物保護、自然を生かした農業
　　など、環境保全を行う市民団体の活動をご紹
　　介します
・物産展
　　県西地域の特産品を販売します
・飲食コーナー
・フリーマーケット　※雨天中止。
・料理教室「酒匂川の恵みを味わう」

地元で採れる食材を使って料理をしてみま
しょう

　　　　時　間　11：00〜14：00
　　　　定　員　30人(小学生は保護者同伴)
　　　　参加費　500円
　　　　申込み　10月26日(月)までに電話で
　　　　方　法　お申込みください

☆問合せ　小田原市環境政策課（☎33−1473）
　申込み

木造建築物耐震診断補助事業
　町では、地震に強い安全なまちづくりを目指す
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
　　以下の条件を満たす建築物などに限ります
①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。

②2階建以下のもの
③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。
④町民自らが所有し居住するもの
☆補助金額　診断費の2／3（上限2万円）
☆申 込 み　申請される方は、事前相談が必要
　方 　 法　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持ちくださ
い。

☆問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75−3647）

第29回永耕祭のおしらせ
☆日　時　10月24日（土）11：00〜15：00
　　　　　10月25日（日）10：00〜14：00
☆場　所　永耕園・デイセンター永耕敷地内
☆内　容　陶芸・機織り・手芸作品の展示即売、

パン・無農薬野菜・花の販売などを行
います

※バザー用品、手作り作品を募集しています。
　また、ボランティアも募集しています。
☆問合せ　小田原市曽我岸148永耕園内
　　　　　永耕祭実行委員会（☎42−2268）

古武道「杖
じょう

道
どう

」参加者募集中
　「杖道」とは、1本の棒を使い千手観音の動き
に似た美しい武道です。興味のある方はぜひご参
加ください。

日程（毎週） 時間 場所

月・火曜日 10：00〜
 12：00 山北体育館

火・土曜日 19：00〜
 21：00

松田中学校
体育館

☆講　師　林　映子
☆料　金　月3,000円（講師代）
☆持ち物　タオル、飲み物
※運動のできる服装で参加してください。
☆問合せ　林　映子　（☎090−8054−6455）

山北の観光写真コンクール
　町観光協会と町環境整備公社では、町内の風
景、史跡、行事などで、観光宣伝に広く活用でき
る写真を募集します。
☆作品規格 カラープリント四ツ切（ワイド四ツ

切も可）未発表の作品で、他発表予
定のないものに限ります

※平成20年12月26日から平成21年12月25日ま
でに撮影されたもの。

☆表　　彰　推薦1点、特選3点、入選5点、
　　　　　　佳作5点、丹沢湖賞1点、
　　　　　　山北の滝賞1点
※入賞された方には、ネガまたはデジタルデータ

の提出をお願いします。また版権は主催者に属
し、作品は返却しません。

☆応募締切り　12月25日（金）※当日消印有効
☆問 合 せ　〒258−0113　山北町山北1917−2
　応 募 先　山北町観光協会（☎75−2717）



大野山フェスティバル
〜牧場で牛とのふれあい〜

☆日　時　10月31日（土）11：00〜14：00
☆場　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　　（大野山山頂）
☆内　容　・家畜とのふれあい
　　　　　・搾乳の実演
　　　　　・国産牛肉のバーベキュー
　　　　　・地場産品即売
　　　　　・アルプホルンの演奏
　　　　　・牛乳の無料配布
☆問合せ　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　　（☎75-0423）

おかげさまで3周年！！
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　11月1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　たまごつかみ放題、ガラガラ抽選会、
　　　　　3周年特別企画（当日のお楽しみ）
☆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。
※朝市の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）

知事と語ろう！神奈川ふれあいミーティング
青少年を守り・育てる神奈川づくり

〜目覚めよ、大人！ケータイ・ネットと子どもたち〜

　近年の携帯電話やインターネットの普及は、子
どもたちの安全・安心などにとって有益な一面が
ある一方で、ネットを介して様々な犯罪やトラブ
ルに巻き込まれるなど、悪影響も懸念されていま
す。
　子どもたちの「ケータイ・ネット」とのより良
い関係をどう作るか、知事と一緒に考えてみませ
んか。みなさんのご参加をお待ちしています。
☆日　時　11月10日（火）18：30〜20：30
☆場　所　南足柄市文化会館　小ホール
※できるだけ乗り合わせて来られるか、公共交通

機関をご利用ください。
☆申込み　11月2日（月）
　期　限
☆申込み　電話、FAX、はがきまたはホームページ
　方　法　からお申込みください
※お申込みには、「ふれあいミーティング足柄会

場参加希望」と記載し、参加者全員の氏名、代
表者の電話またはFAX番号、お住まいの市町村
名、保育（2歳〜就学前6歳）を希望するお子様
の人数を記入し、お申込みください。

☆問合せ　
〒258−0021　開成町吉田島2489−2
足柄上地域県政総合センター企画調整部
企画調整課　（☎83−5111・FAX83−4591）
URL：http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/
　asikamiac/kamitopics/fureai/21fureai.html

潰
かいよう

瘍性大腸炎とクローン病講演会、相談会開催のおしらせ
　潰瘍性大腸炎とクローン病の方、そのご家族の方を対象に「病態」や「最新治療」、「食事療法」を
テーマに講演会と相談会を開催します。
☆日時・会場・内容・講師

日　時 会　場 内　容 講　師

11月17日（火）
14：00〜16：00 足柄上

合同庁舎
2階

大会議室

・講演会「潰瘍性大腸炎・クローン病の
　　　  理解と最新治療について」

・相談会

社会保険中央病院
内科部長
高添　正和　医師

11月24日（火）
13：30〜16：00

・講演会「潰瘍性大腸炎・クローン病の
　　　  食事療法について」

・相談会

社会保険中央病院
栄養科栄養指導専門員
斉藤　恵子　管理栄養士

☆定　　　員　40人　※要予約　　　　　　　　☆申込み期限　11月10日（火）
※個別相談のご希望のある方は必ずご連絡ください。
☆問合せ申込み　足柄上保健福祉事務所保健予防課（☎83−5111）



平成21年度うつ病家族セミナー開催のおしらせ
　うつ病患者の家族の方を対象にしたセミナーを開催します。
☆日時・内容・講師

日　程 時　間 内　容 講　師
11月12日（木）

14：00

〜

16：00

うつ病を知ろう〜うつ病の概要 赤木医院
院長　赤木　正雄　氏11月19日（木） うつ病の治療とは？〜治療と薬の話

11月27日（金） 家族の対応について ＭＤＡ（うつ気分障害協会）
代表　山口　律子　氏

☆対　　　象　 ● うつ病と診断され、治療を受けている患者（20歳〜60歳）のご家族の方
　　　　　　　 ● 全3回出席できる方（事前面接を行い審査の後、受講決定とさせていただきます）
☆会　　　場　足柄上保健福祉事務所　研究室
☆定　　　員　30人
☆申込み期限　10月20日（火）
☆申込み方法　保健予防課に直接電話でお申込みください
☆問　合　せ　足柄上保健福祉事務所保健予防課（☎83−5111）
　申　込　み

平成21年度下水道排水設備工事責任
技術者試験及び更新講習会のおしらせ

【下水道排水設備工事責任技術者試験】
☆日　時　平成22年2月17日（水）
　　　　　13：30〜15：30（120分間）
☆場　所　國學院大學たまプラーザキャンパス
　　　　（横浜市青葉区新石川3−22−1）
☆受験料　5,200円
☆申込み　11月16日（月）〜11月30日（月）
　期　間　8：30〜17：15（土・日曜日、祝日は除く）
※生活環境課で受け付けます。
※申込書は、11月2日（月）から配布します。
☆申込み　申込書に必要事項を記入し、必要書類
　方　法　と一緒に生活環境課へお申込みください
☆合　格　平成22年3月17日（水）生活環境課の
　発　表　窓口に合格番号を掲示するとともに、
　　　　　合否通知を受験者全員に通知します
※合格者には合格証も同封します。

【更新講習会】
☆日　時　平成22年1月14日（木）、15（金）
　　　　　講 義 時 間　13：30〜15：25
　　　　　修了証交付時間　15：30〜16：00
☆場　所　関内ホール（横浜市中区住吉田町4−42−1）
☆受講料　5,200円
☆申込み　11月16日（月）〜11月30日（月）
　期　間
※下水道排水設備工事責任技術者の更新者には10

月23日（金）までに案内書、申込書など郵送し
ます。

☆申込み　指定の工事店が登録してある市町村で
　方　法　申込みください
※山北町は生活環境課で受け付けます。
☆問合せ　生活環境課上下水道班（☎75−3645）

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
　高機能・システム化された自衛隊の装備を駆
使・運用できるようにするため、中学校卒業予定
者等を対象に採用する制度です。
【教育及び卒業資格】
　通信制高校に入学し、高等学校の普通科と同等の
教育を受け、併せて技術陸曹となるために必要な、
防衛基礎学、各種技術の専門教育や各種訓練を受け
ながら、高等学校の卒業資格を取得します。
☆対　象　平成22年4月1日現在、中学校を卒業
　　　　　した15歳以上17歳未満の男子
☆申込み　11月1日（日）〜平成22年1月8日（金）
　期　間
※１次試験は平成22年1月23日（土）です。
☆問合せ　小田原市栄町1−14−9　ＮＴビル3Ｆ
　申込み　自衛隊小田原地域事務所　
　　　　　（☎24−3080）

不登校生徒・高校中退者のための
進路情報説明会・相談会について
　県教育委員会では、フリースクールなどとの連携
により、不登校の生徒や高校中退者のために、進路
情報を提供し、自分自身の進路に見通しが持てるよ
うに、進路に関する説明会と相談会を開催します。
参加費は無料で、事前申込みは不要です。
☆日　時　10月31日（土）13：00〜16：30
☆会　場　小田原合同庁舎3階
☆内　容　・進路情報説明会
　　　　　・フリースクールなどの紹介
　　　　　・個別相談会
☆対　象　不登校や進路で悩んでいる児童・生徒、
　　　　　高校中退者、保護者など
☆問合せ　県教育委員会教育局子ども教育支援課
　　　　　児童生徒指導室小中学校班
　　　　　小田中、加藤（☎045−210−8292）



乳がん・子宮がん検診〈婦人がん検診（集団）〉のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がん検診〈婦人がん検診（集団）〉を実施します。受診を希望される方はお申込
みください。
☆日程・時間・会場・対象者と費用

日　程 時    間 会　場 対象者と費用

11月 9 日
（月）

9：30〜10：30

健康福祉
センター

【乳がん】
●視触診
　　30歳以上の方　　　　　　　　 400円
●マンモグラフィ（必ず予約してください）　
　　40〜69歳の方（２方向）　　　1,600円
　　70歳以上の方（１方向）　　　 380円

【子宮がん】
　　20歳以上の方　　　　　　　　 700円

13：00〜14：00

12月18日
（金）

9：30〜10：30

13：00〜14：00

 1 月16日
（土）

9：30〜10：30

13：00〜14：00

 1 月27日
（水）

9：30〜10：30

13：00〜14：00

 2 月 9 日
（火） 

9：30〜10：30

13：00〜14：00
※乳がんマンモグラフィ検診を希望される方は、必ず日時を予約してください。(定員1日80人)
※昨年、乳がんマンモグラフィ検診と子宮がん検診を受診された方は、今年は受診する必要はありません。
※平成19年度に婦人がん検診（集団）を受けた方には、問診票を郵送しますので申込みの必要はありま

せん。（受診日は指定できませんが前半の日程になります）
※70歳以上の方、生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方は、自己負担が免除されますので事前に申

込みください。(但し、70歳以上の方のマンモグラフィは有料です)
※子宮がん検診で医療機関での個別検診を希望の方もお申込みください。
※年齢は平成22年3月31日が基準日となります。
※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受診できません。
※なお、今年度「女性特有のがん検診推進事業」で無料のクーポン券を受け取られた方は、同封の案内

をご覧になり、検診を受けてください。
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

水中運動の特徴と介助の方法講演会
　町では、水中運動の講演会を行います。水中運
動に興味がある方はお気軽にご参加ください。
☆日　時　11月6日（金）
　　　　　講義　14：30〜15：30
　　　　　実技　15：45〜16：30
☆場　所　講義　健康福祉センター会議室
　　　　　実技　さくらの湯運動浴室
☆内　容　水中運動療法の効果と安全な介助の方

法について
☆講　師　神奈川リハビリテーション病院
　　　　　理学療法士　　森井　和枝　氏
☆対　象　水中運動に関心のある方、水中運動ボ

ランティア活動を考えている方
☆持ち物　水着一式と動き易い服装
☆申込み　11月4日（水）
　期　限
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

麻しん（はしか）を予防しましょう
　麻しんは大変感染力が強く、感染すると39度以
上の高熱を発します。また、合併症として肺炎や
中耳炎を引き起こすだけでなく、まれに脳炎を発
症する場合があるとても恐ろしい病気です。
　麻しんの予防策として有効なのは、予防接種
です。ワクチンは、麻しん風しん混合ワクチン
（MRワクチン）で、麻しんだけでなく風しんも
予防できます。接種対象者には無料で接種を行い
ます。
　母子健康手帳をご確認・ご持参の上まだ麻しん
の予防接種を受けていない方は、足柄上地域また
は小田原市内の医療機関で接種してください。
☆接種対象者
　・1歳の誕生日から2歳の誕生日までの乳児
　・5歳、6歳（小学校就学に達する1年前から入

学の前日まで）の幼児
　・中学1年生と高校3年生
☆問　合　せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　　（☎75−0822）



入札結果　９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）

産業観光課 平成21年度　中山間地域総合整備
事業日向用水路整備工事

今泉建設 株式
会社 12,432,000円 11,970,000円

産業観光課 平成21年度　中山間地域総合整備
事業計画変更業務委託

国際航業　株式
会社 神奈川支店 3,685,500円 3,307,500円

産業観光課 平成21年度　水源環境保全再生交
付金事業　日向用水路改修工事 株式会社 山崎組 8,788,500円 8,452,500円

産業観光課 平成21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 48,877,500円 46,410,000円

産業観光課 平成21年度　観光施設改良工事
（大型歓迎塔改修工事）

有限会社 池谷
建設 5,806,500円 5,460,000円

産業観光課 平成20年度　まちづくり交付金事業
観光情報板設置工事（繰越明許） 株式会社 田代組 1,617,000円 1,522,500円

都市整備課 平成21年度　町道鍛冶屋敷高杉線
整備工事 株式会社 松永組 42,241,500円 40,740,000円

都市整備課 平成21年度　町道嵐線詳細設計業
務委託

株式会社 技研
コンサルタント 2,992,500円 2,730,000円

福 祉 課 平成21年度　保育園備品購入（保
育園遊具等整備）

株式会社 チャイル
ド本社 厚木営業所 2,908,500円 2,730,000円

福 祉 課 平成21年度　保育園施設改良工事
（わかば保育園給食調理場改修）

有限会社 杉本
商事 4,746,000円 4,253,891円

学校教育課 平成21年度　学校施設整備工事
（三保中学校外廊下等改良）

東海林工 株式
会社 2,310,000円 2,257,500円

学校教育課 平成21年度　理科備品購入費（各
学校理科備品購入） 株式会社 武書店 6,919,500円 6,825,000円

総務防災課 平成21年度　山北町立中央公民館
太陽光・風力併用型街路灯設置工事 加藤電気 4,462,500円 4,305,000円

生涯学習課 平成21年度　河村城址史跡整備中
期整備実施設計業務委託

株式会社 オオ
バ　横浜支店 20,611,500円 20,475,000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。
※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）

兵庫県台風9号災害・岡山県大雨災害被災者救援募金のお礼
　　兵庫県台風9号災害・岡山県大雨災害被災者に対し、町民のみなさんからいただいた救援金が
　３０，６７８円に達しました。
　　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、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）

川村囃子山北保存会会員募集
　川村囃子山北保存会では、会員（子ども）を募集しています。初心者の方も大歓迎ですので、11月の
祭典に向けて練習を行いましょう。
☆練 習 日 時　10月20日（火）〜31日（土）19：00〜20：30
☆練 習 場 所　室生神社　社務所横の新倉庫
☆問合せ申込み　川村囃子山北保存会　担当　加藤理容室（☎75−1158）



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 　11 月 5 日（木）
 受付時間 　9：30 〜 10：30
 場　　所 　健康福祉センター

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 　11 月 10 日（火）
 受付時間 　9：30 〜 10：30
 場　　所 　健康福祉センター

すくすく相談（6〜 8か月児）
　離乳食を中心に相談を行います。
 月　　日　 11 月 11 日（水）
 受付時間　 9：30 〜 10：00
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成 21 年 2 月〜 4 月生まれの乳児
※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）

向原保育園バザーのおしらせ
☆日　時　11月7日（土）9：30〜11：30
☆場　所　向原児童館
☆内　容　手作りの小物・お惣菜、家庭用品、子
　　　　　ども用品、リサイクル品など
☆主　催　向原保育園保護者会
☆問合せ　髙田　優子（☎76−4200）

岸幼稚園バザーのおしらせ
☆日　時　10月24日（土）10：30〜13：00
☆場　所　岸幼稚園遊戯室
☆駐車場　高齢者いきいきセンター、岸幼稚園
※駐車場が少ないので、ご了承ください。
☆内　容 日用雑貨、入園・入学準備手作り品、

食品、子供服・園服などのリサイクル
品の販売

☆主　催　岸幼稚園保護者会
☆問合せ　佐々木　さおり（☎080−5651−7674）

山北幼稚園バザーのおしらせ
☆日　時　11月2日（月）10：00〜12：00
☆場　所　山北幼稚園　プレイルーム
※駐車場がありませんので、公共の交通機関をご

利用ください。
☆内　容　手作りのお菓子・小物、日用雑貨など

多数出品
☆主　催　山北幼稚園保護者会
☆問合せ　籔田　玉位（☎75−1659）

山北町立わかば保育園・向原保育園の運営は、
平成21年度電源立地地域対策交付金を活用し
ています。

社会保険労務士による無料相談会
　社会保険労務士は、労働・社会保険各法の諸手
続の代理、代行のほか、書類の作成、採用、教育
訓練、安全衛生管理などの人事・労務管理全般に
わたり相談に応じます。秘密は守りますので会場
へ直接お越しください。
☆日　時　10月25日（日）10：00〜16：00
☆場　所　しみん学習フロア
　　　　　（小田原市栄町1丁目2番1号）
☆問合せ　熊田社会保険労務士事務所
　　　　　（☎43−1212・090−5335−8140）

季節性インフルエンザ予防接種のおしらせ
　町では、高齢者のインフルエンザ予防接種を実
施します。希望者は医療機関にて接種してくださ
い。
☆対 象 者 町に住民登録のある方で、65歳以

上の方、60〜64歳の方で心臓・腎
臓・呼吸器に障害を有する方（1・2
級障害者）

☆接種期限　平成22年2月28日（日）　　　　
☆自己負担　1,000円
　　　　   （医療機関窓口でお支払いください）
☆接種場所　足柄上地区、小田原市内の医療機関
※インフルエンザが流行する前の12月中旬までに
　お済ませください。
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　（☎75−0822）

メタボリックシンドロームを知っていますか
〜メタボリックシンドロームから身を守るために〜

　町では、内臓脂肪の体への影響と、メタボリッ
クシンドロームを予防する方法についての講演会
を開催しますので、これからの健康づくりのため
に、ぜひご参加ください。
☆日　程

日　時 場　所 申込み
期　限

10月30日（金）
19：00〜20：30
（18：45受付開始）

健康福祉
センター
多目的室1

10月26日
（月）

☆定　員　50人（先着順）
☆講　師　山北診療所　望月　崇紘　先生
☆費　用　無料
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）


