
大人の風しんの予防接種費用を助成します
　現在、神奈川県では風しんの報告件数が昨年の同じ時期と比較すると「100倍」もの件数となっており、
現在も増加し続けています。
　町では、地域での風しんの流行を防ぎ、妊婦と赤ちゃんの健康を守るために、緊急対策として次のとお
り風しん予防接種の費用の助成をしています。

実施期間　平成26年３月31日（月）まで

医療機関　町内医療機関、足柄上医師会又は小田原医師会に属する医療機関

助成対象　・妊娠を予定している女性及びその配偶者
　　　　　・妊娠している女性の配偶者
※妊娠中の女性は、予防接種を受けられません。また、予防接種後２か月間は妊娠を避けていただく必要
があります。すでに、風しんの予防接種を２回受けている方は、接種の必要はありません。
※平成25年4月1日以降、すでに接種を受けた方も助成の対象となりますので、お問合せください。

助 成 額　・麻しん風しん混合（MR）ワクチン 8,000円〔接種費用11,000円前後〕
　　　　　・風しん単独ワクチン 4,000円〔接種費用 6,000円前後〕
※自己負担額は、接種を受けた医療機関で助成額を差し引いた金額をお支払いください。

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

“山北町町民レポーター”を募集しています
　町では、町の広報媒体（広報やまきたなど）にボランティアで記事・写真を寄稿していただける町民の
方を募集しています。

応募資格　・町内に居住し、「町民レポーター」として記事を寄稿していただける方
　　　　　・応募時点で満16歳以上の方
　　　　　・カメラを所有し、写真を撮影してデータなどの提供ができる方
　　　　　・レポーターとしての取材活動をボランティア活動として認識し、協力できる方
　　　　　・年に１～２回程度開催する企画や編集などの会議に出席できる方

応募方法　・郵送またはメールによりご応募ください
・氏名（ふりがな）、住所、電話番号、職業、簡単な応募動機を記入してください
・メールの場合は、件名に「町民レポーター募集」と記入し、本文に氏名などの必要事項を記
入の上、kikaku-zaisei@town.yamakita.kanagawa.jpまで送信してください
・郵送の場合は、氏名などの必要事項を記入（書式は問いません）の上、役場企画財政課企画
班（〒258－0195 山北町山北1301－4）までお送りください

※応募者多数の場合、居住地域や男女構成などを考慮して選考します。

応募期限　５月31日（金）まで

問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
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公共下水道
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下水道管

雨
ど
い

道　　路

側
溝

公
私
境
界
線

公
共
汚
水
ま
す

便所浴室台所

雨水

汚水管汚
水
ま
す

汚
水
ま
す

汚
水
ま
す

排水設備
個人が作る施設（各家庭で管理）

省エネ対策として
ご理解ご協力をお願いします

　現在、昨年に引き続き電力不足対策として、庁
舎など公共施設の室内温度の28℃設定と室内照明
の省エネを実施しています。
　これに伴い、事務効率の向上を図るために町職
員の服装を、ノーネクタイ及び白いポロシャツな
ど軽装対策をしています。町民のみなさんが気軽
に話しができる爽やかで、開かれた職場体制づく
りに心がけてまいりますので、ご理解ご協力をよ
ろしくお願いします。

実施期間　10月31日（木）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

平成26年山北町成人式のご案内
　平成26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12日（日）
　　　　※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30
　　　　（受付開始10：00）
場　所　中央公民館１階
　　　　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）

やまきた夕市を開催します
日　時　６月１日（土） 14：00～18：00
※雨天決行。（一部内容を変更することがあります。）
場　所　山北駅前商店街
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、各種余
　　　　興ほか
※買い物中のマイカーの駐車は、山北町役場の駐
　車場をご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

用水の使用についてのお願い
　用水路は農業用水だけでなく、雨水の排水路と
しての役割も担っている大切な水路です。最近の
雨は局地的に非常に多くなる傾向があり、大量の
雨水が流れる用水路に、ごみなどがつかえて流れ
が止まってしまうと、水が溢れて大事な家屋まで
浸水する可能性があります。
　用水路は地域のみなさんの管理に委ねられてい
ますので、ごみなどは絶対に流さないでくださ
い。また、「せき板」などで用水を引き込んで使用
している方は、溢れる原因となりますので、雨天
時には「せき板」などを必ず外していただき、水
を止めないようにお願いします。
　みなさんの住宅周辺にある用水路については、
常日頃からきれいに保つように心がけてください。

問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

下水道に接続しましょう
　「山北」、「岸」、「向原」、「平山」の各地域で公
共下水道が供用開始されている区域にお住まいの
方は、早めに下水道に接続するようお願いします。
公共下水道は、美しい自然や快適な生活環境を守
り、改善していくために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）

浴衣の着付け無料体験教室
　この夏、浴衣の着付けにチャレンジしてみませ
んか。

日　時　５月31日（金）18：30～20：30
場　所　向原児童館
定　員　10名（先着順）
※持ち物は不要です。
※持ち込みの方は、浴衣・半巾帯・小物一式をお
　持ちください。
主　催　ハクビ京都きもの学院 町田校
問合せ　湯川　恵
申込み　（☎0120－029－891）
　　　　（☎090－4753－7876）
※平日の9：00～18：00の間にご連絡ください。

ゆ かわ めぐみ



西丹沢アドベンチャーランが行われます
　西丹沢アドベンチャーランとは、山北町を舞台
に森林の中や川を走る新しいスタイルのランニン
グレースです。選手の応援のため新緑豊かな西丹
沢に出かけてみませんか。

開 催 日　６月８日（土）
スケジュール 10：00 スタート
  玄倉「ふれあいランド」
 16：00 表彰式
 19：00 レース終了
コ ー ス　玄倉「ふれあいランド」→ユーシン→
　　　　　玄倉「ふれあいランド」→秦野峠分岐
　　　　　→大野山→八丁→秦野峠→ブッツェ峠
　　　　　→玄倉「ふれあいランド」
種　　目　「42キロラン」ソロ・ペア
　　　　　「21キロラン」ソロ
問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）ふれあい農園の利用者募集

　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的にふれあ
い農園を開設しています。自分で野菜を作ってみ
たいと思う方は、ぜひ応募してください。

募集区画　岸地区１区画（約65㎡）
　　　　　向原地区１区画（約40㎡）
　　　　　（先着順）
契約期間　契約日から平成27年3月31日まで
　　　　　（以降の更新も可能）
使 用 料　岸地区年額　　　3,500円
　　　　　向原地区年額　　2,000円
応募資格　町内にお住まい又はお勤めで非農家の方
問 合 せ　環境農林課農林振興班
申 込 み　（☎75－3654）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

月　日・時　間・場　所

献血ができる方
　・年齢が男性17歳・女性18歳から69歳まで、体重

が50kg以上の方。（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。）
※初めて献血される方は、免許証などの身分証明
　書をお持ちください。
※献血カードをお持ちください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

男性のための料理教室
日　　時　６月８日（土）9：30～
場　　所　健康福祉センター調理実習室
内　　容　肉じゃが
定　　員　30名
費　　用　実費（当日徴収します）　　　　　　
持 ち 物　エプロン・三角巾
申込み期限　６月６日（木）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

「いちじく塾」塾生募集
　JAかながわ西湘いちじく運営委員会では、これ
からいちじくの栽培を始めて、JAの共同販売に参
加していただける方を対象に、「いちじく塾」を開
講します。
　次のとおり「いちじく塾」の説明会を開催しま
すので、参加される方は事前に電話でお申込みく
ださい。

日　時　5月25日（土）10：00～12：00
場　所　JAかながわ西湘　福沢総合選果場２階会
　　　　議室（南足柄市怒田1332番地）
問合せ　JAかながわ西湘 福沢総合選果場
申込み　（☎74－2611）

今日から始める！30歳からの健康講座
「若さを保つ生活習慣」を開催します
　小田原市の内科医清水典子氏を迎えて心身健康
で、若々しく過ごせる秘訣を学びます。

日　時　６月６日（木）13：30～15：00
会　場　健康福祉センター２階 会議室
※申込みは不要ですので、直接お越しください。
内　容　・「若さのカギ」である血管の若さを保つ
　　　　　方法について
　　　　・日常生活でできる足腰の筋力アップに
　　　　　ついて　　など
講　師　清水内科クリニック院長
　　　　清水　典子　氏
費　用　無料
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
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「食品衛生責任者養成講習会」
開催のお知らせ

　飲食店などの営業を行う場合は、食品衛生法に
基づく営業の施設基準等に関する条例により、必
ず食品衛生責任者の資格のある人を設置しなけれ
ばなりません。この養成講習会は、食品衛生責任
者の資格を取るための講習会です。受講希望の方
は、事前にお申込みください。

【受講申込み】
日　　時　５月28日（火）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
会　　場　足柄上保健福祉事務所２階 研修室
定　　員　100名 
受 講 料　10,000円
　　　　　（納入後の返金はいたしません）
受講資格　満15歳以上の方（義務教育履修中の方
　　　　　を除く）で日本語が理解できる方
持 ち 物　証明写真2枚（縦3.6㎝又は4㎝×横3㎝）、
　　　　　受講料
※申込みは、代理の方でも可能です。

【講習会】
日　　時　６月19日（水）
　　　　　10：00～17：00
会　　場　足柄上合同庁舎２階大会議室

問 合 せ　足柄食品衛生協会
申 込 み　（足柄上保健福祉事務所内）
　　　　　（☎85－3730）

山北町パークゴルフ場
開場時間延長のお知らせ

　6～9月の期間中は、次のとおり開場時間を延長
しますので、ぜひご利用ください。
　なお、2,000円で11回プレイできる回数券も販
売しておりますので、ご利用ください。

延長期間　6月1日（土）～ 9月30日（月）
開場時間　9：00～18：00（受付けは、16：30まで）
問 合 せ　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）
　　　　　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

甲種防火管理講習会の実施
日　時　7月11日（木）、12日（金）の2日間
　　　　9：00～16：30
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）
費　用　4,000円
持ち物　受講申込書、写真１枚（無帽、無背景、正
　　　　面上半身像の縦3.5㎝×横3㎝）
※受講申込書は、小田原市消防本部のホームペー
　ジからダウンロードできます。
申込み　6月3日（月）から7月10日（水）までに
方　法　小田原市消防本部又は足柄消防署の窓口
　　　　でお申込みください
※受付けは、9：00～17：00（土・日曜日を除く）です。
※郵送、電話、FAXによる申込みは受付けられま
　せん。
問合せ　小田原市消防本部（小田原市前川183－18） 
申込み　（☎49－4410）
　　　　足柄消防署消防課（南足柄市怒田40－1）
　　　　（☎74－6663）

労働保険（労災保険・雇用保険）のお知らせ
　平成25年度の労働保険（労災保険・雇用保険）の
年度更新期間は、6月3日（月）～7月10日（水）です。
電子申請に関しては、6月1日（土）より申告可能です。
　年度更新申告書は、5月末に発送予定ですので、
早めの準備をお願いします。
※労災保険と併せて石綿健康被害救済のための一
　般拠出金も申告・納付となります。

問合せ　神奈川県労働局労働保険徴収課
申込み　適応第1係・第2係・第3係
　　　　（☎045－650－2803）

木造建築物耐震診断補助事業
　町では、地震に強い安全な街づくりをめざすた
め、建築してから一定の期間が過ぎた木造個人住
宅の「耐震診断」に助成します。

補助対象　以下の条件を満たす建築物などに限り
　　　　　ます
①木造の個人住宅（自己用）
※一部店舗兼用の住宅、２世帯住宅は対象となり
ますが、ツーバイフォー建築やアパート、長屋
は対象外となります。

②２階建以下のもの
③昭和56年以前に建築されたもの
※昭和56年6月1日以降に増築されたものは、対象
　となりません。
④町民自らが所有し住居するもの

補助金額　診断費の2／3（上限2万円）
申込み方法　申請される方は、事前に相談が必要です
※事前相談の際、希望される建築物が補助対象とな
るか確認させていただきますので、住宅の建築年
度、構造・規模などを調べておいてください。

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）



若者のための働き方相談
　就職活動の悩みや不安について、かながわ若者就職支援センターのキャリアカウンセラーがアドバイス
します。応募書類の添削や面接練習もできます。（求人の紹介はいたしません。）

日　時　５月17日（金）・６月７日（金）・７月５日（金）・８月２日（金）・９月６日（金）
　　　　各日とも①10：00～ ②11：00～ ③13：00～ ④14：00～ ⑤15：00～ ⑥16：00～（1人1時間程度）
場　所　小田原市役所
対　象　39歳以下の方
定　員　各日６人（先着順）
申込み　平日8：30～17：15の間で、小田原市産業政策課（４階）に直接又は電話でお申込みください方　法　
問合せ　小田原市産業政策課（☎33－1514）申込み

NECキャピタル
ソリューション
株式会社神奈川支店
有限会社
杉本自動車整備工場

落札事業所名

9,145,500円

2,016,000円

予定価格
（消費税込み）

5,914,440円

2,016,000円

契約額
（消費税込み）

平成25年度
庁内資産管理システム及び
ファイルサーバ機器等賃貸借
平成25年度
庁用自動車賃貸借

事　業　名

企画財政課

総務防災課

担当課

入札結果４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。

掲　載　料
（裏表紙）　　30,000円
（本稿下段）　15,000円

   5,000円
   5,000円

50,000円
25,000円
14,000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）
5㎝×9㎝、6か月分以内
2.5㎝×9㎝、6か月分以内
2.5㎝×5㎝、6か月分以内
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

規格及び掲載期間

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

種　　類

問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75－3652）



月　　日
受付時間
場　　所

6月6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

6月4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
時　　間
場　　所

内　　容

対　　象
持 ち 物

6月8日（土）
10：00～12：00
健康福祉センター
・新生児の育て方（講話）
・赤ちゃんのお風呂（デモンストレ
　ーション・実技）
妊婦とそのご家族
母子健康手帳、筆記用具

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

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　５月28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）

歯の衛生週間
～健康づくりは　お口のケアから～
日　時　6月6日(木)13：30～16：00
※申込みは不要です。
場　所　足柄上合同庁舎2階 大会議室
対　象　幼児から高齢者
内　容　・歯科検診

・歯科相談
・歯磨き指導
・フッ素塗布
・フッ化物洗口体験
・プラークテスト（むし歯への耐性力テスト）
・ペリオスクリーン（歯周病テスト）
その他

費　用　無料　　　　　　　　　　　　　
問合せ　足柄歯科医師会事務所（☎74－1180）　
　　　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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

5月22日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所

特設人権相談所を開設します
　町では、人権擁護委員がさまざまな人権相談を
お受けします。相談の内容は堅く守られ、費用も
無料ですのでご相談ください。
※人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間
の人たちで、人権相談、人権啓発活動などを
行っています。

日　時　６月３日（月）13：00～15：00
場　所　役場301会議室
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


