
山北町商品券が使える
お店がふえました
山北地区　ショップ　マハロ

☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

平成21年山北町成人式のご案内
☆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）

成人式第2部の実行委員を
募集します

☆対　　象	 町内在住で、昭和63年4月2日から
平成元年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）

住宅・土地統計調査にご協力を
　10月1日（水）を基準日に、住宅・土地統計調
査が全国一斉に行われます。
　住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人
が居住する建物に関する実態や、土地の保有状況
などに関する実態などを調査し、その現状と推移
を全国及び地域別に明らかにすることを目的とし
て実施されます。
　この調査は、統計法に基づいて実施される国の
重要な調査です。提出された調査票は、統計上の
目的以外に使用することはありません。
　9月下旬から調査員が調査票の記入のお願いに訪
問しますので、みなさまのご協力をお願いします。
　
☆調査地区	 馬場、宮地、尺里中、前耕地、宿、

平山、平山瀬戸、峰、谷戸、諸渕、
畑地区の一部

☆問 合 せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

合併浄化槽設置事業の受付
を行っています

　町では、7月1日より三保地区全域を対象に、地
域のみなさまに代わって、浄化槽の設置と維持管
理をお手伝いする「山北町町設置型浄化槽整備事
業」の受付を開始しています。
　平成20年度は一般住宅を対象に、30基の設置
を予定しています。ご希望される方は、早めにお
申込みください。また、不明な点がございました
ら、お問合せください。

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

第４４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！！
　秋の全国交通安全運動期間中、交通事故から子
どもやお年寄りを守るために、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。下記の時間帯に実施しますので、多く
の方の参加をお待ちしています。

☆日　時　9月26日（金）14：20〜15：20
　　　　　※雨天決行

☆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を配布します。

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　9月30日（火）14：00〜16：00

☆場　所　役場301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。
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２００８年F1日本グランプリ開催に伴うおしらせ
　2008年10月10日(金)〜12日(日)に、静岡県小山町の富士スピードウェイで、Ｆ１日本グランプリが
開催されます。この３日間は、日本はもとより、世界各国より延べ22万人という大変多くの観戦客が会
場周辺に集中することから、周辺の国道や県道	 [本町については、大雄山駅発のシャトルバスが通行する
県道74号（小田原山北線）及び、シャトルバスなどが集中する国道246号]	は、通常の行楽客に加え、本
イベント関係車両による混雑が予想されます。お出かけの際には、迂

う

回
かい

や時間帯を調整されるなど、ご
理解、ご協力をお願いします。

【足柄上地区の輸送計画】
　足柄上地区では、レール＆ライド指定駅の新松田駅と大雄山駅から、シャトルバスで会場まで輸送す
ることになっています。土曜・日曜日は大井松田ＩＣを利用するため、新松田駅から国道２４６号への
通行はありませんが、大雄山駅からは３日間とも宮地交差点を経由して国道２４６号を通行します。ま
た、小山町の指定駐車場などを利用する乗用車及びバイクも、大井松田ＩＣから国道２４６号の通行が
予想されます。そのほか、今回は小田急線渋沢駅がレール＆ライド指定駅となっており、3日間で延べ
約600台のシャトルバスが大井松田ＩＣ（金曜日は国道246号を通行）を利用することになります。
【町内（国道246号）F1関係車両通行予測】
　＜10月10日(金)＞
　　シャトルバス（大雄山駅・新松田駅・渋沢駅）：約190台、乗用車：約230台、バイク：280台
　＜10月11日(土)＞
　　シャトルバス（大雄山駅）：約140台、乗用車：約540台、バイク：約540台
　＜10月12日(日)＞
　　シャトルバス（大雄山駅）：約180台、乗用車：約1,000台、バイク：約800台
　※3日間全体で、シャトルバスは延べ約510台、乗用車は約1,770台、バイクは約1,620台の通行が予
想されます。混雑に伴い町道への迂回車両の増加など周辺にお住まいのみなさまは、交通安全に注
意されますようお願いします。

【交通のピーク時間帯】
　開催中の最大のピーク日は、11万人の来場が予想される10月12日(日)です。
　シャトルバスは5：00〜22：00まで運行しますが、来場時のピーク時間帯は7：00〜10：00、退場時
の16：00〜20：00頃と予想されます。
【通行規制】
　静岡県の会場周辺の道路について、交通規制が予想されていますので、ご注意ください。

☆問合せ　政策室政策班（☎75−3651）

農作物を鳥獣被害から守るために
　今年はシカやイノシシなどの大型獣による農作物被害が多数報告されています。また、全国的に鳥獣
被害対策が報じられている中で、農林水産省では「野生鳥獣被害防止マニュアル」を作成し、さまざ
まな取り組み方法を紹介しています。このマニュアルの中で、野生鳥獣による農作物被害を防ぐために
は、防護柵やネットの設置だけでなく、周辺環境の整備の必要性も示されているので、その内容を一部
紹介します。

○農地を野生鳥獣の餌場にしない
　・収穫しない野菜や果樹、すでに被害を受けた農作物なども放置せずに、ネットで囲んだり、土に埋
めるなど適切に処理しましょう。

　・林地に接している農地（特に耕作放棄地）はシカやイノシシにとって、
　　よい隠れ家になると言われていますので、除草をしましょう。
○放置された果樹を管理もしくは伐採する
　・所有者が不明の果樹や、だれも収穫せず放置された果樹は、
　　地域での合意の上、管理もしくは伐採しましょう。
○農道などの道路法面や畦

あせ

などの雑草を管理する
　・農道などの道路法面に生える雑草も、シカの餌やイノシシの隠れ家になりやすいので、除草しましょう。
　なお、上記の「野生鳥獣被害防止マニュアル」は、次のHPからご覧になれます。
　URL：	http://www.maff.go.jp/

☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75−3646）



【全国モーターボート競走施行者協議会助成事業】
山北町環境教育推進“エコ・リフレッシュ”事業

①環境研修会
☆日　　　時　9月30日（火）　午前の部　10：00〜11：30

午後の部　13：30〜15：00
☆場　　　所　中央公民館視聴覚室
☆対　　　象　町職員、教職員、環境推進協議会委員、環境審議会委員、一般の方
☆定　　　員　各20人
☆テ　ー　マ　『民意主導型の環境政策について』
☆内　　　容	 民意主導型実践行動プランである『かながわ新アジェンダ21』を参考に、その立ち上げ

までの経緯と今なぜ民意主導型が必要なのかについて学習します
☆講　　　師　拓殖大学　原嶋　洋平　准教授（新アジェンダ21検討委員会　小委員会委員長）
☆費　　　用　無料
☆持　ち　物　筆記用具
☆申込み締切り　9月26日（金）17：15まで
☆申込み方法　直接、生活環境課までお申込みください

②環境講演会
☆日　　　時　10月11日（土）13：30〜15：00（開場13：00）
☆場　　　所　中央公民館多目的ホール
☆対　　　象　一般の方
☆定　　　員　408人（先着順）
☆テ　ー　マ　『地球温暖化と身近な環境問題について』
☆内　　　容	 女優でありエッセイストとしてご活躍中の星野さんをお招き

し、海外での自らの体験談やエコに対する取り組みなどについ
て、ご講演いただきます

☆講　　　師　女優　星野　知子さん
☆費　　　用　無料
☆申込み期間　9月18日（木）〜10月3日（金）まで　※必着（当日消印有効）。
☆申込み方法	 直接、役場生活環境課、清水支所、三保支所に申し込むか、往復はがき、FAX(返信用

FAX番号明記)、Eメールに行事名、氏名、性別、年齢、住所、連絡先を明記して、以下
のあて先にお送りください

☆問　合　せ　〒258−0195　山北町山北1301−4
　申　込　み　生活環境課生活環境班（☎	75−3645　FAX	76−4564）
　　　　　　　Eメール：seikatu-kankyo@town.yamakita.kanagawa.jp
　　　　　　　※駐車場に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

平成２１年度入園予定者の保育園・幼稚園運動会参加のお願い
　町立保育園・幼稚園では、次の日程で運動会を開催します。来年度、各園に入園予定の保護者・園児
の方につきましては、該当競技にご参加いただきたいと思いますので、参加お待ちしています。

☆日　程

☆問合せ　保育園については、わかば保育園（☎75−1144）
　　　　　幼稚園については、山北幼稚園　（☎75−1530）

場　　所
わ か ば 保 育 園
向 原 保 育 園
山 北 幼 稚 園
岸 幼 稚 園

日　　時
9月27日（土）※雨天時10月	4	日（土）
10月 4日（土）※雨天時10月11日（土）
9月27日（土）※雨天順延
9月27日（土）※雨天順延

女優　星野 知子さん



丹沢湖ビジターセンタ－
秋のイベント案内

①自然教室「安全登山のススメ」
☆日　　　時　10月19日（日）9：00〜16：30
☆場　　　所　西丹沢自然教室周辺
☆内　　　容	 山で起こるアクシデントに備えよ

う！ケガの応急手当を学びます
☆講　　　師　足柄消防組合消防本部職員
☆対　　　象　高校生以上
☆定　　　員　20人
☆参　加　費　1人300円
☆申込み締切り　10月4日（土）まで　※必着。

②自然教室「樹木の名前を覚えよう」
☆日　　　時　10月26日（日）9：30〜15：00
☆場　　　所　県立丹沢湖ビジターセンター周辺
☆内　　　容	 目標20本！ビジターセンター周辺

を散歩しながら樹木の名前を覚え
てみませんか？

☆対　　　象　高校生以上
☆定　　　員　30人
☆参　加　費　1人300円
☆申込み締切り　10月11日（土）まで　※必着。

☆申込み方法	 行事名と参加者全員の氏名、年齢、
住所、電話番号を記入し、往復は
がき、またはFAX（返信用FAX番
号明記）にてお申込みください

※応募者多数の場合、抽選を行います。
☆問　合　せ　〒258−0202
　申　込　み　足柄上郡山北町玄倉515
　　　　　　　県立丹沢湖ビジターセンター
　　　　　　　（☎	78−3888）（FAX	78−3777）

無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会に是非一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、横浜弁護士会所属の弁護士
が、ご相談を受け付けます。
※横浜弁護士会は、神奈川県内に事務所を持つすべ
ての弁護士によって、組織されている公法人です。

☆日　　　時　10月9日（木）13：00〜16：00
※相談者1人につき、20〜30分の相談になります。
※予約制です。
☆場　　　所　役場301会議室
☆定　　　員　6人程度
☆費　　　用　無料
☆申込み受付　9月24日（水）8：30から
☆申込み方法　直接窓口でお申込みください
※電話での受付は行いません。
※定員になり次第、締め切ります。
☆問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75−3643）

10月1日（水）〜7日（火）は
「公証週間」です

　公証制度とは、契約や遺言の際に、法務大臣の
任命した公証人が、公文書である公正証書を作成
し、後日のトラブル防止、取引の安全と遺言の完
全な実現を図るものです。
　法律の専門家である公証人が、当事者に親身に
アドバイスしながら、法規にかなった公正証書を
作成します。
　不動産の売買、土地建物の賃貸借、金銭の貸借
など大切な契約や遺言には、公証制度をご利用に
なると安心で確実です。
　詳しくは、公証役場、または横浜地方法務局ま
でお問合せください。ご相談は無料で、各公証役
場で行っています。
　☆問合せ　横浜地方法務局（☎045−641−7423）

かながわ防災フェア２００８
　いつ起こるか分からない災害に対して、「自分
の身は自分で守る」日ごろの備えの大切さ、災害
の理解、災害時の対応などについて学びます。

☆日　時　10月19日（日）9：00〜15：00

☆場　所　神奈川県総合防災センター
　　　　　（厚木市下津古久280）

☆内　容	 救急体験教室、消防車・救急車試乗
会、耐震相談コーナー、防犯・交通安
全コーナー、各種イベントなど

☆問合せ　神奈川県総合防災センター
　　　　　（☎046−227−0001）

制服等のリサイクルにご協力を
　山北中学校PTAでは、10月11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します。

☆対象品目	 男女制服、体操服、ジャージ、通学
バッグ

☆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

☆収集期限　10月3日（金）

☆問 合 せ　山北中学校（☎75−0755）



入札結果　８月中

※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）

担当課

都市整備課

総務防災課

事　業　名

平成20年度	山北跨線橋耐震補強詳
細設計業務委託
平成20年度	全国瞬時警報システム
（J−ALERT）整備工事

落札事業所名

株式会社	復建エンジニヤ
リング	横浜事務所
三愛電子工業	株式
会社	横浜営業所

予定価格
（消費税込み）

11,781,000円

7,465,500円

契約額
（消費税込み）

6,930,000円

7,350,000円

精神保健福祉研修会
☆日　時　10月7日（火）19：00〜21：00

☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室

☆内　容	 「健康とアルコール」〜アルコールに
起因する身体的障害について〜

☆講　師　県立足柄上病院総合診療科部長
　　　　　加藤　佳央　医師

☆定　員　80人
※事前申込みは不要ですので、当日会場にお越し
ください。

☆費　用　無料

☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健予防課
　　　　　（☎83−5111　内線433）

ウォーキング開催！てくてく歩こう！！
　「健康ボランティアぱる」では、数年前に「山北町の新しい発見を」と作成したウォーキング冊子
「てくてく」を活用して、みなさまの健康増進と交流を深めるために、今年度4回シリーズで、ウォー
キングを計画しました。3回以上参加された方にはプレゼントを検討中ですので、ぜひご参加ください。

※2回目以降の詳細はおしらせ版に随時掲載します。
☆持ち物　飲み物、昼食
　　　　　※ウォーキングできる服装でお越しください。
☆費　用　無料
☆対　象　町内外問いません
☆問合せ　内田（☎75−1496）
　　　　　磯崎（☎75−1532）
※申込みは不要です。

女性の健康相談
　女性を対象に、女性医師が健康に関する相談を
お受けします。

☆日　時　10月9日（木）9：30〜11：30（予約制）
☆会　場　足柄上保健福祉事務所2階診察室
☆相談医　女性医師
☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
　申込み　（☎83−5111　内線465）

月　日

平成20年
9月30日(火)

平成20年
11月25日(火)
平成21年
2月24日(火)
平成21年
3月24日(火)

内　　　　　　　　　　容
「城山から台、萩原へ」　※9：00室生神社集合

盛翁寺	→	川村土功の碑	→	萩原地蔵堂	→	絹華豆腐	→	
介護用品ショップ「マハロ」	→	交流センター（昼食後解散）

開成町水辺スポーツ公園でパークゴルフ

岸いきいきセンターから河村城址へ

野仏めぐり（尺里編）



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

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　	10月2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　	10月4日（土）
	時　　間　	10：00〜12：00
	場　　所　	健康福祉センター
	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、タオルをお持ちください。
※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、配偶者間の暴力などの
相談を保健師がお受けします。
	月　　日　	10月7日（火）
	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　	10月10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。

縁側でポカポカタイム
元気な高齢者を目指そう！

☆日　時　10月8日（水）10：00〜15：00
　　　　　（9：30受付開始）
☆場　所　高齢者いきいきセンター
☆内　容　午前　手工芸（新聞紙エコバッグ）
　　　　　午後　運動療法（高齢者向き筋力トレーニング）
☆参加費　550円（昼食代、材料費など）
　　　　　※当日、徴収します。
☆持ち物　午前：はさみ、物差し（新聞紙はこちらで

用意します）、おしぼり、筆記用具
　　　　　午後：室内用運動靴（洗えば外用で

可）、汗拭きタオル、飲み物
☆申込み　10月3日（金）まで
　締切り
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

第26回わかりやすい医学講話
☆日　時　10月11日（土）13：30開演
☆場　所　松田町民文化センター大ホール
☆内　容　講演会

「インフルエンザ」〜現在、そして
新型ウィルス〜

☆講　師　横浜市立大学医学部
　　　　　横田　俊平　教授
☆入場料　無料
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

第28回永耕祭のお知らせ
☆日　時　10月18日（土）11：00〜15：00
　　　　　10月19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・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。また、地域との交流企画と
して、下曽我商工会の出店、アトラク
ションも行います

※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　永耕祭実行委員会
　　　　　小田原市曽我岸148永耕園内
　　　　　（☎42−2268）

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〜
　今年から、健康診査がメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）を早期に発見し、動脈硬化など
を予防することを重点とした内容に変わりました。
　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行いま
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

※同じ内容で2回実施します。
☆定　員　各50人（先着順）
☆講　師　山の手医院総合医　根本　佳和　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）

日　時

10月 7日（火）
13：30〜15：00
10月31日（金）
19：00〜20：30

場　所

健康福祉センター
多目的室1
健康福祉センター
会議室1・2

申込み
締切り
10月 1日
（水）
10月27日
（月）


