
国道246号線山北・谷峨バイパス
通行止めのお知らせ

　集中工事により、山北・谷峨バイパスが夜間通
行止めとなるため、県道76号（旧国道246号線）
への迂回をお願いします。ご不便をおかけします
が、ご協力をお願いします。

通行止め日時
　11月6日（火）21：00～翌朝6：00
※予備日は11月7日、13日、14日の21：00から

翌朝6：00までです。

問合せ　横浜国道事務所厚木出張所
　　　　（☎046－221－0004）
　　　　東京舗装工業（株）秦野作業所
　　　　（☎0463－87－8190）
　　　　都市整備課管理計画班
　　　　（☎75－3647）

用水の使用についてのお願い
　町内を流れる用水は、農業・防火・生活排水及び
雨水排水などのために用いられる大切な『水』です。
　最近、用水路にゴミや油が流されることがあ
り、下流で利用されている方が、水が溢れる等の
多大な影響を受けています。
　各家庭のみなさまにもこの事情をご理解いただ
き、すべての方が気持ち良く用水を利用するため
に、ゴミや油などを流さないようにお願いしま
す。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

山北町自治基本条例（案）にご意見を!
　協働のまちづくりの一貫として、山北町自治基
本条例（案）に関するパブリックコメントを実施
しています。
　意見提出の方法は、町広報9月号又は、町ホー
ムページをご覧ください。

意見締切日　10月31日（水）まで

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

「山北のお峯入り」テレビ放送のお知らせ
　「山北のお峯入り」が地域活性化祭り応援番組
「ダイドードリンコ日本の祭り2012」に選定さ
れました。次のとおり放送いたしますので、ぜひ
ご覧ください。

日　時　11月4日（日）20：00～20：55
放送局　テレビ神奈川（デジタル3ch）
番組名　ダイドードリンコスペシャル
　　　　「歌舞をあやなすお峯入り
　　　　　　　　　　　　伝えてここに600年」
※詳細については、下記URLの「ダイドー祭り

ドットコム2012」をご確認ください。
　（URL　http：//www.dydo－matsuri.com）
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

消防団総合演習を実施します
　町では、ひだまりの里を会場に、消防団の総合
演習を行います。

日　時　10月21日（日）9：00～9：30
場　所　神縄地区
内　容　消防団員による放水訓練
※当日は、清水・三保地区でサイレンが鳴ります

が、火災とお間違えのないようにご注意くださ
い。また、訓練に伴い、一部で交通規制が行わ
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）
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「文学・歴史散歩」参加者募集
　文学や歴史に由来する名所旧跡を訪ね、文学や
歴史への関心をいっそう深めましょう。

日　時　11月8日（木）※雨天決行。
　　　　8：30～17：15
　　　　※役場裏駐車場に集合。

行き先　川崎市周辺（岡本太郎美術館、日本民家
園、総持寺など）

対　象　町内にお住まいの方又はお勤めの方

定　員　31名（定員になり次第締切り）

費　用　1人2,100円程度（通行料、入館料、写真
代、保険代など）

※人数により、金額が変わる場合があります。
※昼食は、各自でご用意ください。

申込み　10月25日（木）9：00から役場3階多目
開　始　的室で受付けます
※9：00以前には、お受けできません。
※申込みは、ご本人の分だけとします。
※電話での申込みは、25日の13：00から定員に

達していない場合に受付けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

下水道に接続しましょう
　町では、公共下水道の整備を行い順次接続でき
るエリアを拡大しています。山北・岸・向原・平
山で公共下水道の供用が開始されている地域にお
住まいの方は、下水道への接続をお願いします。
　下水道は、美しい自然や快適な生活環境を守る
大切な役割を果たしています。みなさんのご理解
とご協力をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

山北の観光写真コンクール作品募集
　山北町観光協会と山北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　・カラープリント四つ切（ワイド四つ
切も可）未発表の作品で、発表予定
のないものに限ります

　　　　　・平成23年12月26日から平成24年12
月25日までに撮影されたもの

※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。

表　　彰　神奈川県知事賞、山北町長賞、神奈川
県観光協会長賞、山北町観光協会長
賞、山北町環境整備公社理事長賞、中
川温泉旅館組合長賞

応募方法　直接、または郵便にてご応募ください
応募期限　平25年1月10日（木）
　　　　　（当日消印有効）
問 合 せ　〒258－0113
応 募 先　山北町山北1840－15
　　　　　山北町観光協会（☎75－2717）

廃品回収を行います
　障害児親の会「まるやま・わかさくの会」で
は、古新聞や雑誌などの廃品回収を行います。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、当日ボランティアで回収に協力してくだ
さる方は、事前にご連絡ください。
　前回の収益は11,886円でした。ご協力ありがと
うございました。

日　時　10月27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・わかさくの会
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

神奈川県最低賃金改定のお知らせ
　神奈川県最低賃金額

 ８４９円（時間額）
〔発効日〕平成24年10月1日

○10月1日から、神奈川県最低賃金は849円（13
円引上げ）となりました

※特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定め
られています。

○神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働
く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用
形態や呼称などを問わず、すべての労働者とそ
の使用者に適用されます

○次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含ま
れません

　①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
　②臨時に支払われる賃金
　③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
　④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

問合せ　神奈川県労働局労働基準部賃金課
　　　　（☎045－211－7354）
　　　　または最寄りの労働基準監督署　　



第17回南足柄市
ポピュラーミュージックフェスティバル
　南足柄市では南足柄市制40周年、南足柄市文化
会館20周年記念事業として、「第17回南足柄市
ポピュラーミュージックフェスティバル」を開催
いたします。
　ロック、フォーク、ポップス、ブルーグラス、
フュージョンなどのポピュラーミュージックを愛
する地元系音楽家の祭典です。幅広いジャンルの
出演者による熱い演奏をお楽しみください。

日　時　11月18日（日）
　　　　12：30～18：30（予定）

場　所　南足柄市文化会館大ホール
　　　　（南足柄市関本415－1）

入場料　無料（全席自由）

出演者　足 柄 合 唱 団 、 A i r & G r o o v e  3 r d 
Fusion Session、APEX、M･S･G、
K A M I G U N 、 カ ラ メ ル 、 川 崎 円 、
K&K、Gomen’s×Suman’s、ちえの
屋、馬場まどか、Making Plan

※出演者は変更になる場合があります。　

問合せ　南足柄市ポピュラーミュジックフェス
ティバル

　　　　実行委員会事務局（南足柄市文化会館内）
　　　　（☎73－5111）
　　　　（URL　http：//www.geocities.jp/pop_music_fes/）

岸幼稚園バザーのお知らせ
日　時　11月10日（土）
　　　　10：30～12：00
場　所　岸幼稚園遊戯室
駐車場　岸幼稚園、高齢者いきいきセンター
※駐車場が少ないので、徒歩・車の乗り合わせな

どにご協力ください。
内　容　手作り食品、入園・入学準備手作り品、

日用雑貨、園服などのリサイクル品・玩
具他の販売

持ち物　室内履き
問合せ　金

か ね こ
子　令

れ い か
香

　　　　（☎080－1143－4509）

Second 20th Anniversary
～次の20年へ再び中央公民館から!盛り上げよう山北～
　昭和47年4月2日から昭和48年4月1日生まれ
で、町内各中学校を卒業したみなさまを対象に、
2回目の成人式（同窓会）を開催します。40歳の
節目を、恩師、旧友と祝い、語らいましょう。ボ
ランティア活動も計画中。

日　時　11月17日（土）
　　　　17：00～19：00
場　所　山北町中央公民館多目的ホール
費　用　1人6,000円
※詳しくは、お問合せください。
問合せ　事務局　池谷
　　　　（☎76－3868又は27－0887）

ＡＳＨＩＧＡＲＡアートフェスティバル２０１２
　アートを通じて新しいつながりを生み出し、足柄上地域の魅力を発見・発信することを目指し、
「ASHIGARAアートフェスティバル2012」を開催します。地域とアートが融合した多彩なプログラム
を展開します。秋の足柄でアートを感じてみませんか。

主なプログラムの月日・内容・会場
月　日 内　容 会　場

11月3日（土・祝）から12月2日
（日）までの金・土・日曜日 足柄アーティストinレジデンス ブルックス大井事業所内

11月3日（土・祝）・4日（日） 元気旗プロジェクト ブルックス大井事業所内体育館
11月11日（日） 第2回神奈川チェンソーアート競技大会 丹沢湖ダム広場公園
11月11日（日）
12月1日（土） 自然の中のアートプログラム やどりき水源林

ブルックス大井事業所内
11月17日（土）・18日（日） サーカス芸体験ワークショップ MGGエスパースCirque
11月18日（日） 相模人形芝居公演 第一生命保険株式会社　新大井事業所
入場料　無料（一部有料プログラム有り）
※各プログラムへの参加方法などについては、公式サイトやポスター、チラシをご覧ください。
主　催　神奈川県県西地域県政総合センター
問合せ　ASHIGARAアートプロジェクト推進室
　　　　（☎０４５－６６４－３７３１　ＵＲＬ　http://ashigarart.jp）



結核検診のおしらせ
　町では、65歳以上の方を対象に結核検診を無料で行います。平成23年度に受診された方には、事前に
予診票を送付します。また、新たに受診を希望する方は、直接会場にお越しください。

月　日・時　間・会　場
月　日 時　間 会　場

11月1日（木）

9：30～10：30 清水ふれあいセンター
11：00～12：00 三保支所
13：30～15：00 高齢者いきいきセンター
15：30～16：30 健康福祉センター

11月2日（金）

9：30～10：30 健康福祉センター
11：00～12：00 秋葉神社（原耕地）
13：30～15：00 下本村コミュニティセンター
15：30～16：30 山北町社会福祉協議会（旧農協向原支店）

対　象　65歳以上で、平成24年度中に肺がん検診を受けていない方

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月21日（日）10：00～16：00

場　所　JR小田原駅ビル2階二宮金次郎像前広場

内　容　・労働問題（労働時間、賃金、雇用、労
　　　　　　　　　　災、安全衛生）
　　　　・社会保険（健康保険、年金）
　　　　　など

照会先　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　担当　小畑（☎42－0437）

下水道ふれあいまつりを開催します
　神奈川県下水道公社では、下水道事業PRの一環
として、住民の方々に下水道への理解と関心を深
めていただくため、下水処理場の施設を開放する
「下水道ふれあいまつり」を開催します。

日　時　10月20日（土）
　　　　10：00～15：00
場　所　酒匂川流域下水道公社　酒匂管理セン

ター内　酒匂きらり広場
　　　　（小田原市西酒匂1丁目1番54号）
入場料　無料
内　容　・下水処理場施設見学
　　　　・下水道学習室
　　　　・模擬店
　　　　・ゲーム
　　　　・地元演奏団体の発表
　　　　・PRビデオコーナー
問合せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
　　　　（☎0463－55－7438）

森のキノコを探してみよう
～食べれるキノコと毒キノコ～
日　時　10月28日（日）
　　　　10：00～15：00　※小雨決行。
場　所　足柄森林公園丸太の森
定　員　小学生以上（先着30名）
内　容　森林インストラクターの解説で、園内に

自生するキノコの観察と食毒の鑑定を行
います。昼食は、キノコ入りそばをいた
だきます。

費　用　1人1,500円
　　　　（昼食代、テキスト代、保険代）
持ち物　山歩きの服装、軍手、レジ袋、筆記用具
問合せ　足柄森林公園丸太の森
申込み　（☎74－4510）
※申込み受付け中ですので、9：00以降にお電話

ください。

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業などによる有料
広告を掲載することができます。掲載を希望され
る方は、企画財政課にお申込みください。

掲載対象　・広報やまきた
　　　　　・広報やまきたおしらせ版
　　　　　・ホームページ（バナー広告）
　　　　　・町民カレンダー
　　　　　・町内循環バス
※掲載対象ごとに規格や料金がありますので、詳

しくはお問合わせください。
※広告内容により、掲載できないことがあります。
問合せ　企画財政課企画班
　　　　（☎75－3652）



11月から4種混合ワクチンが導入されます!
　4種混合ワクチンとは、現在の3種混合ワクチン（ジフテリア・百日せき・破傷風）に不活化ポリオワ
クチンを組み合わせたワクチンで、11月から定期予防接種に導入される予定です。
　4種混合ワクチン導入後は、接種状況に応じて接種するワクチンが異なりますので、以下の点にご注意
ください。
　①3種混合及びポリオワクチンのいずれも接種していない方は、4種混合ワクチンを接種します。
　②3種混合及びポリオワクチンの接種をすでに開始されている方は、3種混合及び不活化ポリオワクチ

ンを残りの回数分接種します。（原則4種混合ワクチンは使用しません）

4種混合ワクチンの接種方法等
対　　象　生後3か月から90か月未満
接種回数　3種混合ワクチンと同様のスケジュールで4回接種
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属する医療機関
費　　用　無料
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75-0822）

おわびと修正
　広報やまきた10月号の記事に誤りがありました。おわびして修正させていただきます。

11ページ「山北町あんしんメール」

　　　　　　　空メール送信先　宛先
　　　　　　　　【誤】　cfm@io.dateeast.jp　　　　　　【正】　cfm@io.dataeast.jp

※あんしんメールでは、防災や犯罪情報などを配信しています。

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）

環境農林課 平成24年度
孫子沢災害復旧工事 株式会社　荻野工業 2,226,000円 2,100,000円

都市整備課 平成24年度
神縄地区内道路改良工事 有限会社　野木建設 3,034,500円 2,992,500円

上下水道課 平成24年度
向原地区（下本村）下水道整備工事 株式会社　荻野工業 6,447,000円 6,037,500円

定住対策室 平成24年度
町営山下テラス環境整備工事 今泉建設　株式会社 5,691,000円 5,512,500円

学校教育課 平成24年度
川村小学校印刷機賃貸借 株式会社　武書店 1,354,500円 1,323,000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）



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。
　手遊びと絵本で一緒に楽しく過ごしましょう。
　どなたでも自由に参加できます。

日　時　10月19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）

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　11月1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6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　11月9日（金）
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）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がい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　10月23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、直接お越しくださ

い。
問合せ　福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）

インフルエンザ予防接種のおしらせ
　町では、インフルエンザ予防接種を実施してい
ます。希望者は医療機関で接種を受けてくださ
い。

接種期限　平成25年2月28日（木）まで
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属す

る医療機関
※その他の医療機関で接種をご希望の方は、問合

せ先までご連絡ください。
対 象 者　町内に住民登録がある方で、①又は②

に該当する方
　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・

腎臓・呼吸器・免疫機能障害があっ
て身体障害者手帳1級に相当する方

接種回数　1回
費　　用　1,000円
※生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受

給者は無料です。受給していることがわかるも
のを医療機関で提示してください。

持 ち 物　健康保険証
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

心肺蘇生法及び乳幼児蘇生法講習会
日　時　11月10日（土）
　　　　13：30～15：30
場　所　開成町福祉会館多目的ホール
内　容　・緊急時における医療と応急処置につい

ての講演
　　　　・SIDS（乳幼児突然死症候群）等に対

する応急処置についての講演
　　　　・モデル人形、AEDを使用した蘇生法の

実技指導
講　師　県立足柄上病院　
　　　　・救急担当医
　　　　　　羽

は し ば
柴克

かつたか
孝　医師（循環器内科）

　　　　・小児科医
　　　　　　奥

おく
　典

のりひろ
宏　医師（小児科）

　　　　足柄消防組合
　　　　　　消防本部救命救急担当（実技指導）
費　用　無料
問合せ　足柄上医師会
　　　　（☎83－1800）


