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夏休み期間中の
放課後児童クラブの運営について
　町では、保護者が仕事や家庭の事情などで昼間
家庭にいない児童のため、放課後児童クラブを運
営しています。小学校が夏休み期間中は、次のと
おり運営しますので、ご利用ください。

開所日時　７月22日（月）～8月31日（土）
　　　　　８：00～19：00
※日曜日、祝日（振替休日含む）及び８月13日（火）～
　16日（金）までは、閉所します。

場　　所　川村小学校　A棟１階

対　　象　町内の小学校に通う１年生から４年生
　　　　　までの児童

申込み条件　①保護者が仕事や家庭の事情などによ
　　　　　　り昼間家庭にいない児童
　　　　　②保護者の長期疾病などで、保護者に
　　　　　　代わる方がいない児童

定　　員　70名

利 用 料　月額8,000円（基本料）
　　　　　月額2,000円（おやつ代、雑費など）
※昼食は、各自お弁当を用意してください。

申 込 み　６月28日（金）までに福祉課までお問
方　　法　合せください。書類審査及び保護者面
　　　　　接のうえ入所を決定します

問 合 せ　福祉課福祉推進班
申 込 み　（☎75－3644）

お　し　ら　せ　版

山北町子ども・子育て会議
委員を募集します

　町では、新たな子ども・子育て支援制度を進め
るために、「山北町子ども・子育て会議」を設置し
ます。この会議において、ご意見やご提言をいた
だく委員を募集します。

任　　期　委嘱の日から平成27年３月まで

対　　象　町内にお住まいで20歳以上の方

募集人数　若干名

受付期間　６月17日（月）～７月１日（月）

応募方法　役場１階福祉課窓口で配付、または町
ホームページからダウンロードした応
募用紙に必要事項を記入し、提出して
ください

※郵送での提出も可能です。

問 合 せ　福祉課福祉推進班
応 募 先　（☎75－3644）

青少年健全育成大会
　家庭・地域・学校が一体となって、次の時代を
担う青少年の健全育成を推進するため、青少年健
全育成大会を開催します。多数の方の参加をお待
ちしています。

日　時　６月29日（土）
　　　　13：00～16：00（12：30開場）

場　所　中央公民館多目的ホール

内　容　・「少年の主張」作文の入選者表彰と作文
　　　　　発表
　　　　・大会アピール
　　　　・講演
　　　　　演題「愛と優しさで人は育つ」
　　　　　講師　永山　友美子　氏

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

ゆ み こながやま



平成25年度
神奈川県中小企業制度融資のご案内
　神奈川県では、県内の中小企業者を金融面から
支援するため、低利融資の「中小企業制度融資」を
金融機関と協調して実施しています。融資には、
売上が減少している中小企業向け「景気対策特別
融資」、経営革新等支援機関の支援を受けながら経
営改善や経営力強化に取り組む中小企業向け「経
営力強化サポート融資」などがあります。また各
融資には対象となる事業者、融資条件などがあり
ますので詳しくはホームページをご覧いただくか、
県金融課までお問合せください。

ＵＲＬ　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5782/

問合せ　神奈川県産業労働局金融課融資グループ
　　　　（☎045－210－5677）

長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、９月16日（月・祝）の「敬老の日」に長寿
をお祝いして、結婚50年・60年・70年を迎えるご夫
妻に記念品（金盃と記念写真）をお贈りします。
　平成25年９月15日現在で１年以上町内にお住
まいのご夫妻で該当される方は、6月28日（金）ま
でに福祉課へ電話でご連絡ください。

【結婚50年】
　昭和37年9月16日～昭和38年9月15日に結婚
し、結婚後50年に達する夫妻

【結婚60年】
　昭和27年9月16日～昭和28年9月15日に結婚
し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
　昭和17年9月16日～昭和18年9月15日に結婚
し、結婚後70年に達する夫妻

※この場合の結婚期間とは、婚姻届による期間で
はなく、事実上夫妻として50・60・70年を経過
している方が対象となります。

※記念写真の撮影は、７月24日（水）～ 28日（日）
9：00～ 16：00の都合のよい日時で行います。

問 合 せ　福祉課福祉推進班
連 絡 先　（☎75－3644）

防災行政無線戸別受信機設置の助成
　町では、町の防災行政無線放送を屋内で受信す
る戸別受信機の設置に助成をしています。

助成対象　町内にお住まいの方

本　　人　①戸別受信機のみを設置する場合
負 担 額　　6,650円
　　　　　②戸別受信機および外部アンテナが必
　　　　　　要な場合
　　　　　　14,650円
※本人負担額は、町の助成額（設置費用の2／3）を
　控除した後の額です。
※外部アンテナは、設置時に受信調査を行い、電波
　の状況により必要となるか決まります。
※昨年から機種が変更になり、録音機能はありま
　せん。

申 込 み　７月31日（水）まで期　　限　

問 合 せ　総務防災課防災消防班
申 込 み　（☎75－3643）

道の駅「山北」
リニューアルオープン

　昨年12月から始めた道の駅「山北」の増改築工
事では、みなさんに大変ご迷惑をおかけしており
ましたが、このたび増改築工事が終了し、リニュー
アルオープンを迎える運びとなりました。
　オープン当日には、お客様に粗品（数に限りあ
り）をご用意していますので、ぜひ新しくなった
道の駅「山北」へお越しください。

日　時　６月23日（日）10：00オープン

問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

DVD「湖底のふるさと」
の貸出しを無料で行います

　三保ダム建設前後の映像を記録したDVD「湖底
のふるさと」の貸出しを無料で行います。
　このDVDは、町外在住の代田則高氏が個人的に
収集されていた8ミリフィルムで撮影した記録映
像をDVDに編集し、町に寄付していただいたもの
です。収録時間は、約20分です。
　希望される方は、企画財政課までご連絡ください。

貸出し　１か月以内期　間

記　録　昭和47年から54年までの三保ダム建設に
内　容　おける、三保地域の様子や地域住民の姿

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

のりたかしろ た



防災気象講演会を開催します
　県西地域２市８町で構成する「神奈川県西部広域行政協議会」では、地域住民の自然災害に対する防災
意識の高揚と防災対策の向上を図るため、防災気象講演会を開催します。

日　時　７月27日（土）13：30～16：00

場　所　小田原市生涯学習センターけやき ２階ホール（小田原市荻窪300番地）

内　容　・講演Ⅰ「局地的大雨にどう備えるか」
　　　　　　　　　　　　　株式会社ウェザーマップ　気象予報士　岡村　真美子　氏
　　　　・講演Ⅱ「神奈川県周辺の地震活動と最近の箱根火山」
　　　　　　　　　　　　　神奈川県温泉地学研究所研究課長　宮岡　一樹　氏

定　員　300名（先着順）

費　用　無料

申込み　６月17日（月）～７月16日（火）
期　間　８：30～17：00（土・日曜日、祝日は除く）

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）申込み

ジュニア初心者テニス教室＆レディーステニス教室を開催します
日　時　7月27日（土）、30日（火）、8月3日（土）、6日（火）、10日（土）、20日（火）、24日（土）の全７回
　　　　（予備日は8月27日（火））
　　　　○ジュニア初心者 　９：00～10：30（　８：55までに受付）
　　　　○レディース 10：45～12：30（10：40までに受付）

場　所　小田原テニスガーデン（小田原市蓮正寺83－1）
　　　　※８月３日、10日、20日、予備日。
　　　　小田原市営城山庭球場（小田原市城山3－10－20）
　　　　※７月27日、30日、８月６日、24日。

対　象　○ジュニア初心者 小学校４年生～中学校３年生の男女
　　　　○レディース 高校生以上の女性（初心者～中級者）

内　容　レベルに応じたクラス分けを行い、一通りの技能指導をします

定　員　各40名（先着順）

費　用　4,000円（傷害保険料など）※初日にお支払いください。

その他　・必ずテニスシューズを着用してください（ジョギングシューズなどは不可）
　　　　・硬式テニスラケットをご用意ください
　　　　・雨天などの中止は、当日会場で決定します

申込み　○ジュニア初心者
期　限　　7月16日（火）～7月25日（木）の8：30～17：00の間に、電話でお申込みください（土・日曜日を除く）
　　　　○レディース
　　　　　7月1日（月）～7月25日（木）までに電話、はがき、メールのいずれかでお申込みください。
　　　　　氏名・住所・電話番号をお伝えください

問合せ　○ジュニア初心者 ○レディース
申込み　　（公財）小田原市体育協会事務局 　小田原テニス協会　杉山　正洋
　　　　　（☎38－3310） 　〒258－0113　山北町山北527
 　（☎76－3814）
 　（メール　masahiro-s@ra3.so-net.ne.jp）

おかむら ま み こ

みやおか かず き

すぎやま まさひろ



普通救命講習Ⅰを行います
日　時　７月28日（日）9：00～12：00

場　所　南足柄市福沢コミュニティセンター
　　　　（南足柄市千津島941番地）

対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町に在住・在勤・
在学の中学生以上の方

内　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱い

定　員　20名（定員になり次第締切り）

申込み　７月１日（月）～18日（木）期　間　

申込み　電話にて予約後、期限までに申請書を最
方　法　寄りの消防署・出張所へ提出してくださ
　　　　い
※平日の9：00～17：00の間で受付けます。
※申請書は、消防署・出張所又は小田原市消防本
　部のホームページからダウンロードできます。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

問合せ　小田原市消防本部足柄消防署消防課
申込み　（☎74－6663）

山林をお持ちのみなさんへ
　神奈川県では、山を元気にするため、山の手入
れに関する様々な支援制度などを用意しています。

・山林を持っているけれど、どうしたら良いのか？
・自分で手入れができない。

などのお悩みがありましたら、お気軽にご連絡く
ださい。みなさんがお持ちの山林にぴったりの制
度をご提案させていただきます。

連絡先　神奈川県県西地域県政総合センター
　　　　森林部森林保全課
　　　　（☎83－5111　内線324）

松田から栢山までの歴史ウォーキング
～二宮尊徳先生と真珠王・御木本幸吉との関わり合いを学ぶ～

の参加者を募集します
日　　時　７月６日（土）9：00～15：00
※雨天中止。中止の場合は、当日7：00までに連絡します。

集　　合　JR御殿場線　松田駅前　9：00
※解散は、13：00に小田急線栢山駅を予定しています。

内　　容　JR御殿場線　松田駅→寒田神社→十文字橋→祖師堂→坂口堤→善栄寺→二宮尊徳生家→
　　　　　尊徳記念館（昼食、館内見学）→捨苗栽培地跡→油菜栽培地跡→小田急線　栢山駅

定　　員　30名程度（先着順）

費　　用　１名500円（尊徳記念館入館料、資料代、傷害保険代）

持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、健康保険証（コピー可）

申 込 み　７月３日（水）まで期　　限

問 合 せ　足柄観光ガイドの会　事務局　高橋
申 込 み　（☎090－7700－9489　 FAX0463－88－0750）

チームなでしこ メンバー募集！！
　チームなでしこでは、ソーラン山北を一緒に踊
るメンバーを男性・女性問わず募集しています。
　現在、チームなでしこは15名で活動しており、
日頃の運動不足、ストレス解消にと、とても楽し
い時間を過ごしています。一緒に踊り、一緒に楽
しみましょう。

問合せ　下東　千代（☎76－4682）
しもひがし ち よ



入札結果５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。
※指名業者など、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）

落札事業所名

9,125,550円

10,500,000円

5,754,000円

2,467,500円

1,858,500円

1,262,100円

4,494,000円

1,806,000円

2,814,000円

予定価格
（消費税込み）

7,634,340円

10,290,000円

5,040,000円

1,386,000円

1,386,000円

1,249,500円

4,200,000円

1,417,374円

2,625,000円

契約額
（消費税込み）事　業　名

企画財政課

総務防災課

総務防災課

保険健康課

保険健康課

環境農林課

上下水道課

会　計　課

生涯学習課

担当課

平成25年度
職員用パソコン賃貸借
平成25年度
小型動力ポンプ付積載車購入
（第７分団）
平成25年度
地籍調査事業測量等業務委託
平成25年度
山北町転倒骨折予防教室業務委託
平成25年度
自動体外式除細動器（AED）賃貸借
平成25年度
管理用車両賃貸借
平成25年度
皆瀬川第２配水池耐震診断
業務委託
平成25年度
用紙（再生紙）一括購入
平成25年度
山北町プール一般開放管理運営委託

富士通リース株式会社
横浜支店

有限会社
イケダオート

株式会社
ケンセイコンサルタント
東海体育指導
株式会社
セコム
株式会社
有限会社
原自動車商会
株式会社
東洋設計事務所
神奈川営業所
株式会社
スワベ商会小田原支店
株式会社
市川総業小田原支店



女性の健康相談
日　時　７月２日（火）9：30～11：30

場　所　足柄上保健福祉事務所　２階診察室

内　容　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
※予約制ですので、電話でお申込みください。

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464）

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　６月25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）

熱中症の早期警戒について
　近年、神奈川県内で労働者の方が亡くなる災害が多発しています。中でも、職場における熱中症の死亡
災害は６月中に多く発生しています。初夏は気温の変動が大きく、熱への体の順応も不十分です。熱中症
の早期警戒のため、次のことに気を付けるようにお願いします。
○夏は暑くなくても作業中は水分と塩分を十分補充してください。十分な休息を取ることも大切です。
○体に変調を感じたら、又は変調を訴える人が出たら、すぐに医師の診断を受けましょう。熱中症が疑わ
　れたら、氷で体を冷やし、躊躇せず救急車を要請しましょう。一人にしないことも大切です。

参　考　厚生労働省ホームページ　労働者の安全と健康の確保：職場における労働衛生対策
　　　　（URL　http://www.whlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html）

問合せ　神奈川県労働局健康課（☎045－211－7353）

「知っていますか？新しい胃の検査
～胃がんリスク検査について～」

講演会を開催します
　胃がんリスク検査は、身体に負担の少ない血液
検査により、胃の健康度を調べる検査です。
　胃がんにならないために、まずは検査について
知りましょう。

日　時　７月５日（金）13：30～15：00

場　所　健康福祉センター ２階201会議室

講　師　足柄上病院　総合診療科医長
　　　　國司　洋佑　氏

費　用　無料

問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）　　　　

ようすけくに し

月　　日
受付時間
場　　所

７月４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

７月２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）


