
とれたて山ちゃん 開店９周年記念セール
みなさんのご来店を、心よりお待ちしています。

日　時　4月29日（日・祝）、30日（月・振替休日）
　　　　9：00～17：00
出品物　・手作りの竹の子料理
　　　　・山菜料理等、多数の加工品
　　　　・山北町内や近隣の野菜・果物
※ご来店の方には手作りジュースを無料で配布し

ます。
問合せ　とれたて山ちゃん（☎75－3026）

4月・5月のごみ収集日について
ゴールデンウィークに伴い、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。

収集日 種　別 地　　　区
5月1日
（火） もえるごみ 三保、清水

共和、山北第1
5月2日
（水） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
※町民カレンダーに赤い★印が付いている日は、

収集日が変更されています。
※4月30日（月・振替休日）は収集しません。
※5月 3 日（木・祝）～5日（土・祝）は通常ど

おり収集します。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

住宅用太陽光発電システム
設置費補助の受付を開始します

町では、住宅用太陽光発電システムを設置する
方に、費用の一部を補助します。温室効果ガスの
排出を減らし、地球温暖化を防止するため、この
機会に設置をご検討ください。

受付開始　4月23日（月）から
※必ず設置工事着手前に申請をしてください。
補 助 額　　

次の①と②の合計金額です
①町の補助金

20,000 円×太陽電池モジュールの最大出力数（注）
（上限は６万円・千円未満は切捨て）

②県の補助金
15,000 円×太陽電池モジュールの最大出力数（注）
（上限は5万2千円・千円未満は切捨て）

（注）①②ともに、単位はキロワット､少数
点以下第3位を切捨て

補助件数　20件（先着順）
問 合 せ　環境農林課生活環境班
申 込 み　（☎75－3654）

大野山開き
日　時　4月29日（日・祝）11：00～
場　所　大野山山頂　※雨天決行。
内　容　山開き式など

（山菜等の物産販売、フォルクローレの
演奏・コーラス、先着1,000名に牛乳の
無料配布）

問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）

～大野山開きは、
　「やまなみ五湖 水源地域交流の里づくり計画」
　の「里の交流祭」に指定されています～

山北町などの水源地域は、神奈川県民の生活を
支える貴重な水がめとなっています。

県や水源地域市町村では、水源地域と都市地域
の住民が協力し、地域活性化と水源環境の理解促
進に向け、「やまなみ五湖　水源地域交流の里づ
くり計画」を進めています。
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東日本大震災被災者義援金募金について

東日本大震災被災者に対し、町民のみなさんからいただいた義援金が、平成 24 年 3 月 31 日時点で
14,338,735 円に達しました。この義援金は、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
いただきます。

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。
　
問合せ　福祉課福祉推進班（☎ 75 － 3644）

犬の登録と狂犬病予防注射
平成24年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後3か月を過ぎた犬には、生涯1回の登録と

毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていますので、すでに登録をしている犬は注射のみを、
まだ登録していない犬は登録と注射を行ってください。

なお、犬が死亡した時には登録抹消手続きをしてください。

対　象　生後3か月以上の犬
料　金　
　◎　登録済みで注射のみの犬　3,500円
　　　　注射料金　　　　　　　2,950円
　　　　注射済証交付手数料　　　550円

　◎　新規登録と注射をする犬　6,500円
　　　　注射料金　　　　　　　2,950円
　　　　注射済証交付手数料　　　550円
　　　　登録手数料　　　　　　3,000円
　
手続きに必要なもの　料金・愛犬手帳
注　意　

・犬が「元気でない」「妊娠、授乳、発情
中である」「下痢をしている」「注射後
具合が悪くなったことがある」「病気治
療中である」「１か月以内に他の予防注
射を受けている」等これらの項目が一つ
でも当てはまる犬は、予防注射を受けら
れません。

・犬が病気や高齢の場合は、事前にかかり
つけの獣医師に相談してください。

・転入してきた方は、前にお住まいだった
市町村で交付された鑑札と愛犬手帳を必
ずお持ちください。

・動物病院で注射された方は、その旨
（注射済証）を申し出てください。

※犬の新規登録をされる方は、犬の新規登録受付票に必要事項を記入し、当日お持ちください。

切り取り線
犬の新規登録受付票

飼い主について 犬について
住　　所 山北町 種類 生年月日 　年　月　日
氏　　名 毛色 性　　別 オス ・ メス
電話番号 名前 備　　考

狂犬病予防注射日程
月　日 時　　間 場　　所

5月9日
（水）

9：30～10：10 山北町役場

10：25～10：55 高齢者いきいきセンター

11：15～11：35 平山集会所

13：20～13：40 共和トレーニングセンター

14：20～14：35 畑集会所

14：45～14：55 役場三保支所

5月10日
（木）

9：30～ 9：40 ㈲丹沢交通駐車場

9：55～10：10 役場清水支所

10：25～10：45 谷ケ公民館

11：05～11：40 山北体育館

13：20～13：25 高松婦人ホーム

13：40～14：05 尺里東安洞集会所

14：20～14：50 下本村コミュニティセンター

問合せ　環境農林課生活環境班
申込み　（☎75－3654）



「足柄乃文化」第39号を刊行しました
山北町地方史研究会では、町の歴史や文化財に

ついての調査研究などを集録した機関紙「足柄乃
文化」第39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　生涯学習課窓口（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）

軟式野球大会を開催します
月　　　日　6月3日、10日、24日
※予備日は、7月1日、8日です。（予備日も含め

ていずれも日曜日）
場　　　所　山北町スポーツ広場
参 加 資 格  町内にお住まい又は在勤・在学の方

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
申込み期限　5月17日（木）まで
※代表者会議を5月18日（金）19:00から中央

公民館2階第3会議室で行いますので、申込み
チームは必ず出席してください。

問　合　せ　山北町体育協会野球部　
申　込　み　湯川靖法（☎090－8489－9403）

生涯学習活動モデル事業に助成します
町では、生涯学習活動に取り組む団体の積極的

な活動を推進するため、自治会や各種団体が行う
モデル事業の経費に対し、助成します。

助成対象　①地域の人との交流・和を深めるため
の活動

②教養を高めるために開催される講座
や教室

③施設等を利用して行う、日々の活動
の成果発表

助成金額　対象事業費の3/4以内で、上限は年額
15万円

助成期間　3年間まで
助 成 数　6モデル事業
※お申込みをいただいた中から、山北町生涯学習

推進協議会で決定します。
申 込 み　生涯学習課窓口で配布する申請書に必
方　　法　要事項を記入し、提出してください
申込み期限　5月11日（金）まで
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

食生活改善推進員になってみませんか
食生活改善推進員とは、食生活を通して健康づ

くりを行うボランティアです。食生活改善推進員
になるためには、次のカリキュラムを受講するこ
とが必要です。

日　　程　第1回：6月18日（月）
　　　　　9：30～12：00
※平成25年1月まで全13回の講義・実習と、食

生活改善推進団体の活動の見学実習が1日あり
ます。

※詳しい日程はお問合せください。
場　　所　・県足柄上合同庁舎
　　　　　・山北町健康福祉センターほか
内　　容　・食生活改善推進員の役割
　　　　　・栄養の基礎知識
　　　　　・年代別の食育
　　　　　・調理実習など
費　　用　4,000円程度
　　　　　（テキスト・調理実習材料代）     
申込み期限　5月7日（月）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み  （☎75－0822）

乙種防火管理講習会
日　時　6月1日（金）9：00～16：30
　　　　（受付　8：40～）
場　所　大井町生涯学習センター2階第1・2会議室
　　　　（旧大井町中央公民館）
定　員　40名（先着順、定員になり次第締切）
費　用　1,500円（テキスト代）
※証明写真2枚（縦3cm×横2.5cm）が必要です。
申込み　４月23日（月)から足柄消防組合消防本
方　法　部予防課窓口でお申込みください
※9：00～17：00（土・日曜日、祝日は除く）　
※郵送、電話、FAX等による申込みは受けられ

ません。
問合せ　南足柄市怒田40－1 
申込み　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎74－6663）



足柄ウィンドオーケストラ
第10回定期演奏会

日　時　4月22日(日) 13：30（開演）
場　所　南足柄市文化会館大ホール
曲　目　・レッド・アゲート

～ウィンドオーケストラのための
　コンサートマーチ～

　　　　・エル・カミーノ・レアル
　　　　・第六の幸福をもたらす宿
　　　　・魔女の宅急便コレクション
　　　　・カーペンターズ・フォーエバー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか
指　揮　齋

さいとう
藤　隆

た か お
夫

費　用　無料
問合せ　足柄ウィンドオーケストラ
　　　　（メール asigara_w_o@yahoo.co.jp）

古武道「杖
じょう

道
どう

」体験参加者募集中
「杖道」とは、杖

じょう
と呼ばれる白樫の棒を使う武

道で、千手観音の動きに似た美しい動作です。興
味のある方はぜひご参加ください。

曜　日 時　間 場　所
月・火・
木・金

10：00～
　　12：00 山北体育館

火・土 19：00～　
　　21：00 松田中学校体育館

講　師　林　映子
費　用　無料
持ち物　タオル、飲み物（武具は貸与します）
※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）

水中運動を始めてみませんか
健康福祉センターでは、22のサークルが水中

運動を楽しみながら健康づくりに励んでいます。
参加者の年齢は3歳から85歳以上と幅広く、水中
運動の種類も様々なので、誰でも安心して取り組
める運動です。

現在、各サークルでは会員を募集しています。
まずは水中運動を体験してみませんか。

曜日 時　　間 内　　容

月
14：30～15：30 幼児を対象にした水中運動
19：00～20：00 アクアフィットネス

火
11：00～12：00 アクアビクス
14：45～16：00

アクアフィットネス
19：00～20：00

水

11：00～12：00 水泳
13：00～14：00 アクアビクス
14：30～15：30 アクアフィットネス
19：00～20：00 水中ウォーキング

金
11：00～12：00 水中ウォーキング
19：00～20：00 アクアフィットネス

※詳しくはお問合せください。
※各サークルとも体験料が1回無料となります。
　（入浴料大人2時間400円は必要です）

場　所　健康福祉センター「さくらの湯」運動浴室
持ち物　水泳帽、水着、飲み物、タオル
※女性用の水着は、貸出用があります。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

山北ジュニアバレーボールクラブ　部員募集中
山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）で

は、部員を募集しています。気軽にいつでも練習
体験に参加してみてください。

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）
対　象　小学生男女
会　費　年額2,700円
指導者　小学生ジュニアバレーボール指導者等
問合せ　山北JVC　松田浩義（☎76－3481）
　　　　　　　　　加藤康智（☎75－3373）
　　　　　　　　　鈴木健市（☎76－3279）
　　　　　　　　　湯川英樹（☎75－2378）

（http://www.geocities.jp/katouyasutomo/）



○4月から総合診療科を開設しました
　　
　診療時間　毎週月・木曜日
　　　　　　午前中
　対　　象　診断が困難な症例や複数疾患の合併

で様々な角度からの診断が必要な方　
※初診の時には、開業医などからの紹介状が必要

です。

○1月から夜間外来会計を開始しました

　対　　象　夜間外来を受診する方
　会計方法　健康保険証と各種医療証をお持ちに

なり、診療後に会計を済ませてくだ
さい　

○次の診療科では紹介状が必要です

　対　　象　次の診療科に初めてかかる方、また
は過去3か月以内に受診のない方

　　　　　　・内科
　　　　　　・総合診療科
　　　　　　・心身医療科（要予約）
　　　　　　・耳鼻いんこう科
　　　　　　・整形外科
　　　　　　・心臓血管外科（要予約）

○非紹介患者初診料について

　対　　象　紹介状がなくても受診できる診療科
に、紹介状を持たず初めて受診する
方

　金　　額　1,630円　
　

問合せ　小田原市立病院　医事課（☎ 34 － 3175）

小田原市立病院からのお知らせ
小田原市立病院では、次のとおりの診療体制となっていますのでお知らせします。

入札結果3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）

企画財政課 平成24年度
広報やまきた・おしらせ版印刷

株式会社
ソーゴー 5,533,500円 5,502,000円

総務防災課 平成24年度
庁舎等清掃業務委託

株式会社
美装フジモト 26,218,500円 26,145,000円

総務防災課 平成24年度
庁舎設備管理業務委託

大成サービス
株式会社　横浜支店 3,118,500円 3,045,000円

健康づくり課
平成24年度
山北町健康福祉センター設備
管理業務委託

株式会社
綜合サービス 5,040,000円 5,008,500円

生活環境課 平成24年度
一般廃棄物収集運搬業務委託

有限会社
共和衛生工業 31,258,500円 30,429,000円

生活環境課 平成24年度
水質検査業務委託

株式会社
総合環境分析 6,541,500円 4,395,269円

議会事務局 平成24年度
やまきた議会だより印刷

株式会社
あしがら印刷 1,375,500円 1,110,375円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け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）



廃品回収を行います
障がい児親の会「まるやま・わかくさの会」で

は、廃品回収を行います。古新聞や雑誌などを回
収し、収益は活動資金にいたしますので、ぜひご
協力をお願いします。

また、ボランティアで、当日回収に協力してく
ださる方は、事前にご連絡ください。

日　時　4月21日（土）9：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐藤（☎090－2625－1231）

おはなし会を開催します
絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による

おはなし会を開催します。どなたでも自由に参加
できますのでお越しください。

日　時　5月2日（水）、5月18 日（金）
　　　　11：00～
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

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　5月１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　5月9日（水）
受付時間　9：30～10：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年8月～10月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

精神保健福祉相談
認知症、アルコール依存症、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10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　5月10日（木）
場　　所　健康福祉センター
時　　間　午前　10：00～12：00　 
　　　　　午後　13：30～15：30
内　　容　午前　妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　午後　歯の衛生、町の子育て支援事業
　　　　　の紹介、呼気一酸化炭素濃度測定
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※持ち物　母子健康手帳、筆記用具
　午前　エプロン、三角巾、米 0.5 合、食材料（実費）
　午後　歯ブラシ、手鏡、コップ、タオル

乳幼児ニコニコ相談
健康な生活をおくるために、保健師・助産師・

栄養士が相談をお受けします。
月　　日　5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
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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　4月24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

職員がお受けします。
※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　福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）


