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ごみの収集日について
　ゴールデンウィークに伴い、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。

※町民カレンダーに★印が付いています。
※4月29日（月・祝日）、5月6日（月・振替休日）は
　収集しません。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

森林セラピー体験ツアー
「目に青葉…リラックス（町民向け）プラン」参加者募集

　青葉かおる季節に、心身共にリラックスするた
め町民向けプランをご用意しました。お誘い合せ
のうえご参加ください。

日　時　5月12日（日）
　　　　9：30　集合、受付開始

場　所　セラピーロード「河村城跡コース」

集　合　健康福祉センター

内　容　 9：30 ・集合、受付開始
 ・ストレス度チェック
　　　　10：00 ・保健師によるリラックス講話、 
 　運動
　　　　10：30 ・森林セラピー体験ウォーク
 　「河村城跡コース」
 ・昼食「セラピー弁当」
　　　　13：30 ・ストレス度チェック
 ・保健師による振り返り
　　　　14：00 ・解散
※天候などにより、やむを得ず中止・変更の場合
　があります。

定　員　15名（定員になり次第締切り）
※参加者が5名以上で開催します。

参加料　1名1,000円（昼食代など）

持ち物　ウォーキングができる服装、着替え、　
　　　　リュックサックなど

申込み　参加申込書により、直接、ＦＡＸまたは
方　法　メールにてお申込みください
※申込書は、役場または健康福祉センターで配付
しています。また山北町ホームページからもダ
ウンロードできます。
　（ＵＲＬ　http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
※参加申込受付完了後、後日申込代表者へ詳細を
　お知らせします。

問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822　FAX76－4592）
　　　　（メールkenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

大野山開き
　登山者の安全を祈願して大野山山頂にて山開き
式などが行われます。

日　時　4月29日（月・祝）11：00から
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。

地　区
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原
山北第２・第３、
岸、向原
山北第1、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原

収集日
4月30日
（火）
5月1日
（水）
5月3日
（金・祝）
5月7日
（火）
5月8日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

種　別



社会教育委員会議「研究報告書」を発行しました
　平成23・24年度の社会教育委員会議「研究報告書」を発行しました。

【研究テーマ】
家庭の教育力再生へのアプローチ～家庭における幼・保育園児、及び小学生の読書環境の調査を通して～

研究報告書は、中央公民館図書室または教育委員会生涯学習課窓口にて閲覧ができますので、ご覧ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

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
注意事項　
・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」など
これらの項目が１つでも当てはまる犬は受け
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。

問合せ　環境農林課生活環境班
申込み　（☎75－3654）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成25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。

※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。

時　間
 9：30～10：10

10：25～10：55

11：15～11：35

13：20～13：40

14：20～14：35
14：45～14：55
 9：30～ 9：40 
9：55～10：10
10：25～10：45
11：05～11：40

13：20～13：25

13：40～14：05

14：20～14：50

場　所
山北町役場
高齢者いきいきセ
ンター
平山集会所
共和トレーニング
センター
畑集会所
役場三保支所
田中モータース㈲
駐車場
役場清水支所
谷ケ公民館
山北体育館
旧高松分校グラウ
ンド
安洞集会所
下本村コミュニティ
センター

月　日

5月9日
（木）

5月10日
（金）

狂犬病予防注射日程

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

氏　名

電話番号

山北町 種類

毛色

名前

生年月日

性　別

備　考

　　年　　月　　日

オス ・ メス



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22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　20,000円×太陽電池モジュールの最大
出力数（注）

　　　　　（上限は6万円で千円未満は切捨て）
（注）単位はキロワット、小数点以下第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）

くみとり式トイレ
各種手続きのお願い

　くみとり式トイレをお使いの方で、次のような
場合は手続きが必要ですので、上下水道課までご
連絡ください。

・くみとりを初めて依頼する場合
・くみとりをやめる場合
・引越しをする場合
・使用者名義（支払者名義）を変更したい場合

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

マダニによる感染症に注意しましょう
○マダニは、家庭内にいるダニとは種類が異な
り、森林や草むらに多く生息します。

○「重症熱性血小板減少症候群」というウイルス
を保有するマダニに咬まれると、発熱や腹痛を
発症し、重症化すると死亡することもあります。

○農作業など野外で活動する際には、長そで、長
ズボンなどを着用し、肌の露出を少なくするよ
うに心がけましょう。

○吸血中のマダニに気が付いた場合は、無理に引
き抜こうとせず、できるだけ医療機関で処置し
てもらってください。

問合せ　神奈川県保健福祉局保健医療部
　　　　健康危機管理課
　　　　（☎045－210－4791）

鳥獣被害対策制度について
　町では、次の鳥獣被害対策制度を設けています。

①鳥獣被害対策補助制度
　鳥獣被害防止のための柵・網の資材購入費につ
いて補助を行っています。今年度から補助率を3／4
に拡充しました。

補助対象　鳥獣被害防止に使用する柵・網（電気
を伴わないもの）の資材購入費

対 象 者　町内に農地を所有する方や耕作してい
る方（組合などでの共同購入も申込み
できます）

補 助 額　資材購入費の3／4以内で、1人あたりの
上限は10万円（100円未満は切捨て）

必要書類　購入費の分かる領収書、設置状況の分
かる写真

②有害鳥獣追い払い用ロケット花火配付
　農作物に被害を与える有害鳥獣を追い払うこと
を目的に、ロケット花火を無料で配付しています。

問合せ　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

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施設などを利用して行う、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　5月10日（金）まで期 　 限

申 込 み　役場２階生涯学習課窓口で配付する申
方　　法　請書に必要事項を記入し、提出してく
　　　　　ださい

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）



ダム洪水対応などの演習を行います
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流
に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り
人などへの警報、ダム操作などを的確に行うため
演習を行います。

【三保ダム洪水対応演習】

日　時　4月26日（金）10：00～16：00

場　所　三保ダムから酒匂川河口に至る区域

内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー
による放送、ダム放流中の電光表示を行
います（実際にはゲート放流は行いませ
ん）

【玄倉ダム・熊木ダム管理演習】

日　時　5月15日（水）9：15～16：00

場　所　熊木ダムから玄倉第1発電所まで

内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー
による放送を行います（実際にはゲート
放流は行いません）

問合せ　神奈川県三保ダム管理事務所
　　　　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所
　　　　（☎78－3711）

乙種防火管理講習会
日　時　6月14日（金）
　　　　9：00～16：30（受付8：40から）

場　所　足柄上合同庁舎 本館2階大会議室

定　員　80名（先着順、定員になり次第締切り）

費　用　1,500円（テキスト代など）
※証明写真２枚（縦3cm×横2.5cm）が必要です。

申込み　5月7日（火）から小田原市消防本部、又は
方　法　足柄消防署の窓口でお申込みください
※10：00～16：00（土・日曜日、祝日は除く）
※郵送、電話、FAXなどによる申込みは受けられ
　ません。

問合せ　小田原市消防本部
申込み　（小田原市前川183－18）
　　　　（☎49－4410）
　　　　足柄消防署（南足柄市怒田40－1）
　　　　（☎74－0119）

軟式野球大会を開催します
月　　日　5月12日、6月2日、6月9日
※予備日は、7月7日、7月14日です。
　（予備日も含めて、いずれも日曜日です）
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険加入チーム
参 加 費　10,000円
申 込 み　4月25日（木）まで期　　限
※代表者会議を4月26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）

ゆ かわ やすのり

山北少年野球クラブ
部員募集中!!

　山北少年野球クラブでは、部員を募集していま
す。体験練習もできますので、気軽に見学にお越
しください。

練習日　毎週土曜・日曜・祝日
※時間は、お問合せください。
場　所　スポーツ広場又はぐみの木近隣公園
対　象　町内にお住まいの小学生（男女）
問合せ　佐藤（☎75－2417）

大正琴無料教室
　童謡からＪポップまで、あらゆるジャンルの曲を
ソプラノ琴・アルト琴でアンサンブル演奏にチャレ
ンジしてみませんか。

日　時　5月16日、23日、30日、6月6日、
　　　　6月20日（いずれも木曜日です）
　　　　14：00～16：00
※1日だけの参加も可能です。
※無料貸琴もあります。
※参加される方は、事前にお申込みください。
場　所　中央公民館
問合せ　琴修会　栗山　多栄子
申込み　（☎73－3838）（携帯090－9806－3549）

くりやま た　え　こ



株式会社
セトプリント
株式会社
美装フジモト
大成有楽不動産
株式会社横浜支店

第一設備工業
株式会社横浜支店

有限会社
共和衛生工業
株式会社
総合環境分析
株式会社
セトプリント

落札事業所名

5,533,500円

27,216,000円

3,223,500円

5,376,000円

31,269,000円

7,045,500円

1,302,000円

予定価格
（消費税込み）

5,523,000円

26,250,000円

3,045,000円

5,250,000円

30,492,000円

5,091,345円

1,102,500円

契約額
（消費税込み）

平成25年度
広報やまきた・おしらせ版印刷
平成25年度
庁舎等清掃業務委託
平成25年度
庁舎設備管理業務委託
平成25年度
山北町健康福祉センター設備
管理業務委託
平成25年度
一般廃棄物収集運搬業務委託
平成25年度
水質検査業務委託
平成25年度
やまきた議会だより印刷

事　業　名

企画財政課

総務防災課

総務防災課

保険健康課

環境農林課

上下水道課

議会事務局

担当課

入札結果３月中

※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）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。
　広告内容により掲載できない場合もありますの
で、企画財政課にお問合せください。

広告の種類・規格及び掲載期間・掲載料

問合せ　企画財政課企画班
　　　　（☎75－3642）

種　類 規格及び掲載期間 掲載料
（裏表紙）
30,000円
（本稿下段）
15,000円

5,000円

5,000円

1,000円

1,500円

1,000円

50,000円

6㎝×9㎝
1号につき1件

6㎝×9㎝
1号につき1件
縦50ピクセル×横150ピクセル
1～12か月（1か月単位）
A4以内（車内ステッカー
2枚）、1か月
B4以内（バックステッ
カー2枚）、1か月
A1以内（車内ポスター2
枚）、14日間
車内放送（放送制作費
含む）、1年間

広　　報
やまきた

おしらせ版

ホームページ
（バナー広告）

町内循環バス

「さかなまつり」参加者募集
　町では、5月4日（土）に新潟県村上市（旧山北町）
で開催される「さかなまつり」で町の物産などの
ＰＲを行います。
　この機会に町民の方も「さかなまつり」に行って
みませんか。（PRなどのお手伝いはありません。）

日　　時　5月3日（金）早朝　出発
　　　　　5月4日（土）深夜　解散
※移動については、大型バスに同乗していただき、
　片道10時間程度を予定しています。

集合場所　農協山北支店

定　　員　12名
※町内にお住まいで、中学生以上の方に限ります。
※18歳未満の方は、保護者と一緒にご参加ください。
※定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。

参 加 費　1人8,000円（宿泊費、保険料）
※参加費は、当日に徴収します。
※参加費には、3日の夕食・4日の朝食以外の食事
　代は含まれていません。

申 込 み　4月21日（日）まで期　　限

問 合 せ　山北町観光協会
申 込 み　（☎75－2717）

さんぽく



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　4月23日（火）14：00～16：00
場　所　役場403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）

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19日（水）9：30～12：00
※平成26年2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。
※詳しい日程については、お問合せください。
会　　場　・神奈川県足柄上合同庁舎
　　　　　・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10日（金）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

月　　日
受付時間
場　　所

5月2日（木）
9：30～10：30
健康福祉センター

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
受付時間
場　　所

5月7日（火）
9：30～10：30
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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

5月10日（金）
9：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児

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。

※母子健康手帳をお持ちください。

月　　日
時　　間

場　　所
内　　容

対　　象
持 ち 物

5月9日（木）
午前　10：00～12：00
午後　13：30～15：30
松田町健康福祉センター
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
　　　・一酸化炭素濃度測定
妊婦とそのご家族
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

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

5月8日（水）
9：30～9：45
健康福祉センター
平成24年8月～11月生まれの乳児

※母子健康手帳をお持ちください。

離乳食講習会

対　象　町内にお住まいの方
内　容　・自分や家族の健康について
　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　用　無料
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。

　9：30
10：15
11：00

※時間予約制

場　所

健康福祉センター1階
内科・歯科診察室

実施日

4月24日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所


