
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、ご相談を受付けます。
　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受付けます。

☆日　時　5月27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）

花いっぱい運動に参加しませんか
　町では、行政と自治会（団体）等が協力して、
公園や緑地（空き地）などに草花を植栽し、町全
体が花と緑に包まれた憩の空間をつくるため『花
いっぱい運動（花と緑のネットワーク化推進事
業）』を実施します。
　運動に参加を希望される自治会（団体）等には、
種子や苗代などを助成しますのでお申込みくださ
い。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75−3645）

※金額や件数に限りがあります。

平成２０年度　町民ふれあい懇談会
　町及び町広報委員会では、町民のみなさまからご意見・ご提案をいただくため、町内11か所の会場
で、「町民ふれあい懇談会」を開催します。本年度は総合計画の見直しに伴い、さまざまな意見を伺う
機会として、5月から6月にかけて開催しますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）
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　●山北、岸、向原循環バス
　　（南部循環　東回り）
　　【上清水〜山北駅】

西丹沢山開き
☆日　時　5月25日（日）8：00から

☆場　所　西丹沢自然教室

☆主　催　町観光協会（☎75−2717）

※先着500名に記念品を無料で配布します。
　また、記念バッジを販売します。

平成２１年山北町成人式のご案内
　平成２１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11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４回福祉ふれあいフェスタやまきた送迎車巡回時刻について
●清水、三保方面（町ワゴン車）
　迎え【中川温泉バス停〜山北駅】

　送り【山北駅〜中川温泉バス停】

●清水、共和方面（町社協ワゴン車）
　迎え【谷峨駅〜山北駅】

　送り【山北駅〜谷峨駅】

　　※山北・岸・向原地区で、ご来場される方で、町内
循環バスをご利用された方は、山北駅で降車して
ください。乗車料金の一部を助成します。

　「福祉ふれあいフェスタやまきた」を開催しますので、ぜひご参加ください。

☆日　　時　6月7日（土）10：00〜15：00

☆場　　所　健康福祉センター及び駐車場

☆問 合 せ　福祉ふれあいフェスタ実行委員会
　　　　　　（☎75−1294）
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ニホンジカ管理捕獲の実施について 
　神奈川県自然環境保全センターでは、「神奈川
県ニホンジカ保護管理計画」に基づき、鳥獣保護
区内において、銃器を使用したニホンジカの管理
捕獲を実施しています。
　登山道からの発砲や登山道に向けての発砲はあ
りませんが、安全確保のため、捕獲従事者による
誘導をさせていただく場合もありますので、その
際にはご協力をお願いします。

☆実施期間　5月21日〜平成21年3月31日までの
水曜・土曜・日曜日

※ただし、学校の夏季休業期間（7月19日〜8月
31日）と年末年始（12月25日〜1月6日）は実
施しません。

☆実施場所　丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
　　　　　　（猟区を除く）
　　　　　　※世附、中川、玄倉地内。
　　　　　　※実施中は、実施地周辺に赤いのぼり

旗と横断幕が掲示されます。

☆実施主体　神奈川県自然環境保全センター

☆問 合 せ　神奈川県自然環境保全センター
　　　　　　野生生物課（☎046−248−6682）

軽自動車税の身体障害者等
減免手続きについて

　軽自動車を保有している方で、ご本人またはご
家族で精神や身体に障害があり、歩行が困難な方
がいる場合は、軽自動車税の減免を受けることが
できます。
　平成２０年度から軽自動車税システムの変更に
伴い、軽自動車税の減免申請時期と必要書類が変
わりましたのでご注意ください。
　これまでは、４月に減免の対象者に減免申請書
を発送し、課税納付書の発送前に手続きをお願い
していましたが、今年度からは軽自動車税の課税
納付書が届いた後に手続きをしていただくごとに
なります。

☆申請期間　5月26日（月）まで

☆場　　所　税務課

☆必要書類　・平成20年度課税納付書
　　　　　　・減免申請書
　　　　　　・車検証
　　　　　　・免許証
　　　　　　・印鑑
　　　　　　・身体障害者手帳、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳のいずれか

※昨年度の減免対象者には、「減免申請書」と
「減免申請の案内」を課税納付書に同封します
ので、軽自動車税を支払う前に手続きをお願い
します。

☆問 合 せ　税務課税務班（☎75−3642）

資源回収に助成
　町では、資源回収を実施している町内の団体
に、1ｋｇあたり5円の助成をしています。該当す
る団体は、生活環境課までお申込みください。　
　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、段ボール、古着、
　　　　　　アルミ缶、一升ビン、ビールビンなど

☆問 合 せ　生活環境課生活環境班
　申 込 み　（☎75−3645）
※申込みには、受入れ業者等の証明が必要となり

ます。

「足柄乃文化」第３５号　刊行
　山北町地方史研究会では、町周辺の歴史・民
俗・考古などの調査研究などを集録した機関紙
「足柄乃文化」第３５号を刊行しました。なお、
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（役場2階）

☆価　　格　2,000円

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）

男女共同参画セミナー
開催時間変更のおしらせ

　5月1日号おしらせ版で掲載した「男女共同参画
セミナー」の開催時間が変更になりましたので、
おしらせします。

☆変更内容
　●変更前　6月1日（日）13：30〜15：00
　●変更後　6月1日（日）14：00〜15：30

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）



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。
　初心者の方も参加できます。

☆日　時　6月14日（土）10：00〜15：00
　　　　　6月15日（日）10：00〜15：00

☆場　所　県立大野山乳牛育成牧場内
　　　　　「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

☆参加費　3,000円（材料費･焼成料他）

☆申込み　6月10日（火）
　締切り　各日定員になり次第、締切らせて
　　　　　いただきます

☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話又はFAX
　申込み　でお申込みください
　　　　　講師（山本）宅
　　　　　　（☎・FAX  76−4886）

やまきた駅前朝市
（毎月第1日曜日開催）

☆日　　時　6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、花など
　　　　　　※出品物が異なる場合があります。

☆イベント　つめ放題
　　　　　　ガラガラ抽選会

☆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）
　　　　　　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。

文学・歴史散歩
　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　6月13日（金）雨天実施
　　　　　8：30〜17：00（役場駐車場集合）

☆行き先　三浦半島城ヶ島方面

☆見学地　三浦半島、城ヶ島、若山牧水歌碑
　　　　　北原白秋詩碑・会館

☆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名

☆費　用　2,000円程度（通行料、駐車料、入館
　　　　　料、写真代、郵送料、その他）

☆昼　食　各自で用意してください

☆申込み　5月26日（月）9：00より
　　　　　役場3階多目的室先着順
　　　　　（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）

ジャズ体操　体験レッスン
　大人のためのジャズ体操サークル「ジャギー・
レインボー」では新しい仲間を募集しています。
　入念なストレッチをしてからリズムに合わせて
動きますので、無理せず自分のペースでどなたで
も楽しく体操できます。ぜひ一度見学にいらして
ください。

☆日　時　6月11日（水）、6月18日（水）
　　　　　13：00〜14：30

☆会　場　中央公民館多目的ホール

☆問合せ　鈴木　良子（☎76−3246）
　　　　　冨田　道子（☎76−4589）

※レッスンは毎週水曜日13：00〜です。
※上記以外の日でも体験、見学大歓迎です。



入札結果４月中

担当課
事　　　　業　　　　名
落　札　事　業　所　名

平成２０年度　デジタル地域防災無線整備工事
　三愛電子工業株式会社　横浜営業所
平成２０年度　河村城址歴史公園整備事業　
遺構検出調査業務委託
　株式会社カナコー県央支店
平成２０年度　水源環境保全・再生交付金事業　
水源林作業道開設測量設計業務委託
　株式会社技研コンサルタント
平成２０年度　山北町指定ごみ袋購入
　サーモ包装株式会
平成２０年度　用紙（再生紙）一括購入
　株式会社スワベ商会　小田原支店

予定価格（消費税込み)

契 約 額（消費税込み)

18,963,000円
18,522,000円

43,081,500円

42,630,000円

6,835,500円

6,615,000円
7,108,500円
6,101,340円
1,680,000円
1,674,459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）

会計室

生活環境課

産業観光課

生涯学習課

総務防災課

スクエアダンスを踊ってみませんか
　スクエアダンスは、4組のカップル（8人）がカ
ントリー＆ウエスタンのメロディに乗って踊るレ
クレーションダンスです。

☆日　時　6月13日（金）〜9月26日（金）
　　　　　9：45〜11：45
　　　　　毎週金曜日　全16週

☆会　場　健康福祉センター2階会議室または
　　　　　多目的室
　　　　　※土足厳禁です。

☆定　員　16人

☆会　費　3,500円（会場費）

☆持ち物　タオル、飲み物、ゴム底の上履き

☆問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
　申込み　山本　久江（☎75−3052）
　　　　　※17：00以降にお願いします。

※1週目を体験教室としますので、
　お気軽においで下さい。

県西地域の花を満喫！
あしがら花巡りバスツアー

　あしがら広域圏ネットワーク（小田原市、南足
柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成
町）による、県西地域の花にまつわる催しや名所
を巡るバスツアーです。
　思わずため息が漏れるような、花の魅力を堪能
してください。

☆日　　　時　6月9日（月）9：00〜17：00

☆行　　　程　
　小田原駅西口 → 小田原フラワーガーデン →大

井町菖蒲園 → 開成町あじさい祭 → 南足柄市ハ
ナアオイまつり → 山北町神奈川県農協茶業セ
ンター → 松田町ハーブフェスティバル → 中井
町厳島湿生公園 → 小田原駅西口

☆費　　　用　4,200円（子ども同額）、昼食つき

☆申込み方法　5月29日（木）までに、JTB首都
圏小田原支店に電話または直接お
申込みください

☆申　込　み　JTB首都圏　小田原支店
　　　　　　　（☎22−7106）

☆問　合　せ　政策室（☎75−3651）



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、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3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5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7日（土）
 時　　間　10：00〜12：00
 場　　所　松田町保健センター
 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
※母子健康手帳、筆記用具、歯ブラシ、手鏡、　
　コップ、タオルをお持ちください。

3歳児健康診査
 月　　日　6月10日（火）
 受付時間　13：00〜13:15
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成17年3月〜5月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

みんなで愛の献血を
☆日　時　6月7日（土）
　　　　　10：00〜12：00
　　　　　13：00〜15：30

☆場　所　健康福祉センター

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）
※献血ができるのは、年齢が満16歳から69歳ま

でで、体重が男性45kg、女性40kgを超える方
です。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。）

　なお、献血手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

事業系一般廃棄物（事業系ごみ）処理
説明会および相談窓口

　事業系一般廃棄物処理の説明会を下記の日程で
開催します。また、相談窓口を設置します。

☆日　時　・山北・平山・共和地区
　場　所　　5月20日（火）19：00 〜 中央公民館
　　　　　・岸・向原地区
　　　　　　5月23日（金）19：00 〜 中央公民館
　　　　　・清水・三保地区
　　　　　　5月26日（月）19：00 〜 三保公民館

☆内　容　事業系一般廃棄物の処理について等

☆相　談　5月27日（火）〜5月30日（金）
　窓　口　8：30〜17：00
　　　　　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

くだかけ30周年記念
よくきたね交流会in山北

☆日　時　5月24日（土）10：30〜15：30
　　　　　（開場10：00）

☆場　所　中央公民館多目的ホール

☆内　容　午前　10：30〜12：30
　　　　　パネルディスカッション
　　　　　午後　13：30〜15：30
　　　　　小さなコンサート、川柳発表会など

☆参加費　無料

☆問合せ　ＮＰＯ法人くだかけ会
　申込み　（☎74−4770）

歯の衛生週間（フッ化物洗口普及事業）
「健康づくりは　お口のケアから」

☆日　時　6月5日（木）13：30〜16：00（受付）

☆場　所　足柄上地域県政総合センター2階
　　　　　大会議室

☆対　象　幼児、成人〜高齢者

☆内　容　歯科検診、歯科相談、歯みがき指導、
　　　　　フッ化物洗口体験

☆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）


