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山北町の幼稚園・保育園のあり方基本方針（案）
へのご意見をお寄せください

　町では、幼稚園・保育園の環境の整備や運営の
方法などを検討し、基本方針（案）を策定しました。
　この基本方針（案）につきまして、みなさんか
らのご意見をお寄せください。

公表期間　８月12日（月）～25日（日）　
意見受付期限　８月25日（日）到着分まで
公表方法　・山北町ホームページ
　　　　　　（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
　　　　　・学校教育課または福祉課の窓口にて資
　　　　　　料配付
ご意見の　学校教育課へ郵送、FAXまたはメール
提出方法　にてご提出ください
　　　　　〒258－0195　山北町山北1301-4
　　　　　山北町教育委員会学校教育課
　　　　　幼稚園・保育園あり方基本方針担当者宛
　　　　　（FAX 75－3661）
　　　　　（メール kyoiku@town.yamakita.kanagawa.jp）
問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

消防団同時多発火災訓練を実施します
　防災訓練に併せ町内３か所で、消防団による同
時多発火災訓練を行います。
日　時　９月１日（日）９：25～９：50
※悪天候などにより防災訓練が中止になった場合
　は、この訓練も中止します。
場　所　山下地区（向原児童館付近）
　　　　鍛冶屋敷地区（㈱山本工業付近）
　　　　玄倉地区（丹沢森林館付近）
内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、サイレンが鳴りますが、火災と間違え
　ないようご注意ください。
※訓練に伴い一部で交通規制が敷かれますので、
　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）

お　し　ら　せ　版

サンライズ東山北の入居者を募集します
募集住宅　下本村中堅所得者住宅（サンライズ東

山北）１戸　401号室
間 取 り　２LDK
入居資格　①入居者と同居親族の平成24年の月あ

　たりの合計所得が月額15万8千円以
　上48万7千円以下の方

　　　　　②町内、町外を問いません
家 賃 等　62,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用でき
る場合があります。

受付期限　８月30日（金）まで
応募方法　入居申請書に必要事項を記入して定住

対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付しています。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消
しとなります。

※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定
となります。

問 合 せ　定住対策室定住対策班
申 込 み　（☎75－3650）

成人式第２部の実行委員を募集します
　町では、平成26年１月12日（日）に開催する成
人式の実行委員を募集しています。
対　　象　町内にお住まいで、平成５年４月２日か

ら平成６年４月１日までに生まれた方
内　　容　成人式第２部の企画・運営（４回程度

会議に出席していただきます）
募集人員　若干名
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

第1回 山北町町民パークゴルフ大会
日　　時　10月26日（土）※雨天決行。
会　　場　山北町パークゴルフ場
対　　象　町内在住及び在勤の方
　　　　　（小学校３年生～中学生は保護者同伴）
定　　員　150名（定員になり次第締切り）
参 加 料　１名500円（プレー代・賞品代・傷害
　　　　　保険料など）
申込み期間　９月１日（日）～30日（月）
　　　　　水曜を除く各日9：00～16：30まで
※申込後のキャンセルの場合は、参加費の払い戻
　しはできません。
申込み方法　パークゴルフ場に備え付けの申込用紙

に必要事項を明記し、参加料を添えて
パークゴルフ場にてお申込みください

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）



放課後子ども教室の
安全管理員を募集します

　町では、放課後子ども教室の児童を見守ってい
ただける方を募集します。

日　　時　毎週水曜日（給食のある日に限る）
　　　　　放課後～17：00（10月から3月は16：
　　　　　00まで）
場　　所　川村小学校
応募資格　元気で体力があり、子どもを見守り育
　　　　　んでいく意欲のある方
謝　　金　920円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

山北町文化財講座を開催します

※都合により、内容が変更になる場合があります。

時　間　10：00～12：00
場　所　中央公民館２階 第２・３会議室
定　員　40名（先着順）
申込み　生涯学習課窓口または電話でお申込み
方　法　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）

森林セラピー体験ツアー
「隠れ滝めぐりプラン」参加者募集
　西丹沢西沢コースを体験し、木々の間から降り
注ぐ木漏れ日や、近くを流れる清らかな水のせせ
らぎを肌で感じ、残暑で疲れた心も体も癒やして
みませんか。

日　時　９月29日（日）９：30～15：30
場　所　西丹沢西沢コース（健脚コース）
集　合　西丹沢自然教室（中川867－1）
内　容　９：30 集合・受付開始
 ストレス度チェック
　　　　10：00 森林セラピー体験ウォーク
 「西丹沢西沢コース」
 滝めぐり
　　　　12：00 昼食「郷土食　みほ弁」
　　　　14：00 ストレス度チェック
　　　　14：30 郷土文化体験（箒沢地区）
　　　　15：30 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　10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。
費　用　１名3,000円（交通費別途）
持ち物　ウォーキングができる服装（防寒）、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）

「山北町商品券」をご利用ください
　お祝いやお返し、贈り物に「山北町商品券」を
ご利用ください。

種　　類　500円券・1,000円券の２種類
※町内の商品券取扱い事業所でのみご利用いただ
　けます。
※おつりは出ませんのでご注意ください。
購入場所　役場会計課及び清水・三保支所
有効期限　１年間
※有効期限の近づいている商品券をお持ちの方は、
　お早めにご利用ください。

特定事業者のみなさんへ
　商品券の換金期限は、有効期限日の翌月から２
か月となりますので、小額でもお早めに換金して
ください。

問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646） 

講　師月　日 内　容

８月31日
（土）

オオカミをめぐる
習俗について

杉山　博久（幾一）氏
（元　南足柄市郷土
資料館　館長）

すぎやま ひろひさ き いち

９月14日
（土）

高遠石工の石仏
を訪ねて～郷土に
残る石造文化財～

澤田　五十二氏
（郷土史家・神奈川県
文化財協会会員）

さわ だ い そ じ

９月21日
（土）

丹沢で発見され
たオウムガイ化石
群～約1,500万年
前の熱帯サンゴ
礁が山の中に！～

門田　真人氏
（神奈川県立生命の
星・地球博物館外来
研究員、元神奈川地
学会　会長）

かど た まさひと



町民文化祭　一般参加者を募集します
開催月日　展　　示 ： 11月2日（土）～4日（月）
　　　　　芸能発表 ： 11月10日（日）
対　　象　町内にお住まいの方
部　　門　展　　示 ： 絵画、書、手工芸、などの作 

  品展示
　　　　　芸能発表 ： 町内で活動する個人または 

  団体で、15分以内の発表
申込み期限　９月12日（木）まで
※プログラム作成のため、期限厳守でお願いします。
問合せ申込み　山北町文化団体連絡協議会
　　　　　滝本（77－2646）

あすぽ・サンフィッシュ＆オーシャンスイミング
「夏休みお泊まり会」申込み受付中
　星空の下、夏の夜を一緒に過ごしましょう。
日　　時　８月27日（火）19：00から
　　　　　　　28日（水）10：00解散
場　　所　丹沢湖キャンプサイト（現地集合・解散）
対　　象　山北町内及び周辺地域に在住・在学の

小学校５年生～高校生
定　　員　50名（定員になり次第締切り）
費　　用　4,000円（宿泊、食事、保険料）
申込み方法　メールにて、タイトルに「夏休みお泊

まり会」、本文に「参加者の学年と名前、
連絡先の電話番号」を記載してお申込
みください

　　　　　（メール asupo2010jr@yahoo.co.jp）
※3日以内に返信がない場合は、お電話ください。
問合せ申込み　藤原（☎090－2559－5538）

８月30日（金）から「特別警報」の発表を開始します
　気象庁はこれまで、大雨や津波、高潮などにより重大な災害が起こるおそれがある時に、警報を発表
して警戒を呼びかけていましたが、より強い大雨や大きな津波などが予想され、重大な災害による危険
性が高まっていることをお知らせし、特別な警戒を呼びかけるために、８月30日（金）から新たに「特
別警報」を発表します。特別警報の対象とする現象は「東日本大震災」、観測史上最高の潮位を記録した「伊
勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらした「平成23年台風第12号」の豪雨などが該当します。
　特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。
屋外の状況や、避難指示・勧告などに留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
　また、大雨などの被害を防ぐには、時間を追って発表される注意報、警報やその他の気象情報を活用
して、早め早めの行動をとることが大事です。
　特別警報の詳細については、気象庁のホームページでご確認ください。
　（URL http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html）
問 合 せ　気象庁横浜地方気象台防災業務課（☎045－621－1999）

ジュニア初心者バドミントン教室を開催します
日　時　９月７日（土）・21日（土）・28日（土）の３回
　　　　13：00～17：00
場　所　清水中学校体育館
対　象　ジュニア（小学生以上）・初心者
内　容　楽しくバドミントンのコツをお伝えします
　　　　（ラケットの握り方・基本ストローク・試合まで）
定　員　30名（先着順）
費　用　3,000円（シャトル代・保険代）
※初日にお支払ください。
持ち物　ラケット、バドミントンシューズ
※シューズがない方は体育館履きでも可。ソック
　スを必ず履いてください。
申込み　８月20日（火）～８月27日（火）
期　限　（土曜・日曜日を除く）9：00～19：00
申込み　氏名、住所、年齢、電話番号を明記して
方　法　FAXにてお申込みください
問合せ　山北町体育協会バドミントン部
申込み　鳥海　信吉（☎・FAX 75－2644） 

とりうみ よしのぶ

第５回「歌のかけはし」
　三世代のコーラスが、世代を越えて歌い継がれ
る曲を歌います。ぜひお越しください。
日　時　８月25日（日）13：30開演
場　所　中央公民館多目的ホール
入場料　無料
問合せ　山崎　美恵子（☎75－0783）

やまざき み え こ

紙ふうせん first concert
　10周年を迎える女声コーラスが感謝の気持ちを
歌にのせて合唱するコンサートを開催します。
日　時　９月29日（日）13：30開演
場　所　中央公民館多目的ホール
入場料　無料
問合せ　山崎　美恵子（☎75－0783）

やまざき み え こ



建設業退職金共済制度（建退共制度）について
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建
設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企
業の振興を目的として設立された退職金制度です。
加入できる事業主　建設業を営む方
対象となる労働者　建設業の現場で働く方
掛　け　金　日額310円
※詳しくはホームページをご覧ください。
問　合　せ　建退共神奈川支部
　　　　　　（☎045－201－8454）
　　　　　　（URL：kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）

中小企業退職金共済制度（中退共制度）について
　中退共制度は、中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。
○掛金の一部を国が助成します
○掛金は全額非課税で手数料も不要です
○外部積立型で管理が簡単です
○パートタイマーや家族従業員の方も加入できます
※詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　中小企業退職金共済事業本部
　　　　（☎03－6907－1234）
　　　　（URL：chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）

ペットの糞尿害について～マナーを守りましょう～
　最近、犬、猫などのペットの糞尿（排泄物）の不始末による悪臭、散乱などで困っているとの苦情が
町内各所から寄せられています。ペットが他人の土地などで糞尿（排泄物）をすることによるトラブル
も発生していますので、他人に迷惑がかからないように、適切に処理してください。
※「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」には、飼い主の遵守事項として「動物を訓練し、又は運
動させるときは、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、または汚物で汚さないこ
と」と定められ、ペットの糞の放置は条例違反となり、悪質な場合には罰則規定が適応されます。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

胃がん・大腸がん・肺がん検診（集団検診）のおしらせ
　お勤めの方が受診しやすいよう、土曜日、日曜日の検診日を設けました。がんの早期発見のためにも、
がん検診を受けましょう。

※65歳以上で身体障害者手帳１・２級をお持ちの方、生活保護・町民税非課税世帯の方は、申請により、
自己負担が免除されますので、保険健康課健康づくり班までご連絡ください。
※町で実施した胃がんリスク検診を受けた方は、今回の胃がん検診（バリウム検診）を受けることができません。
検 査 結 果　郵送により全員に通知します。※11月上旬発送予定。
申込み方法　平成24年度に受診された方は、申込みは不要です。9月中旬までに「受診票」をご自宅へ

送付しますので、必要事項を記入して当日お持ちください。
　　　　　　　新たに検診を希望される方、平成24年度に受診していない方、検診の追加・変更をした

い方は、保険健康課健康づくり班へお申込みください。
申込み期限　８月30日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

検診内容・対象者・自己負担額
検診内容

バリウムによるレントゲン間接撮影
※前日夜から検診終了まで飲食ができません。
便による潜血検査
レントゲン直接撮影
　※必要な方は、喀痰検査を実施します。

対象者

40歳以上
の方

70歳以
上 の方
は、自己
負担なし

自己負担額検診名

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

1,000円

600円
300円

喀痰検査600円かくたん

日　時・場　所・対象地区
会　　場

健康福祉センター
清水ふれあいセンター
高齢者いきいきセンター
下本村コミュニティセンター
健康福祉センター
健康福祉センター

対象地区
山北地区
清水地区・三保地区
岸地区
向原地区
山北地区・平山地区・共和地区
全地区

受付時間

8：00～10：30

月　日
10月８日（火）
10月９日（水）
10月10日（木）
10月11日（金）
10月12日（土）
10月13日（日）
※対象地区の日に都合の悪い方は、別の日でも受診できます。



入札結果７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）

落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

882,000円平成25年度
庁用自動車購入

有限会社
和田自動車工業 871,500円総務防災課

平成25年度
「仮称」なえぎの学校木質化
工事実施設計業務委託

株式会社
秀総合設計 1,428,000円 892,500円環境農林課

平成25年度
川村小学校門扉等設置工事

今泉建設
株式会社 2,068,500円 1,995,000円学校教育課

平成25年度
河村城址歴史公園配水施設
設計業務委託

株式会社
東洋設計事務所
神奈川営業所

3,265,500円 2,940,000円都市整備課

平成25年度
峰山農道排水施設設置工事

有限会社
籔田組 1,753,500円 1,680,000円環境農林課

平成25年度
高松地区町有林整備工事

有限会社
湯山林業 8,673,000円 8,610,000円環境農林課

平成25年度
谷峨跨線橋耐震補強及び補修
設計業務委託

株式会社
東光コンサルタンツ
横浜営業所

10,237,500円 9,975,000円都市整備課

平成25年度
公共下水道（安洞）実施設計
業務

日本水工設計
株式会社
湘南事務所

2,772,000円 2,415,000円上下水道課

まつだの四季フォトコンテスト作品募集
　松田町では、町の大切な歴史・文化や安らぎと
潤いのある四季の風景を通して町の魅力を再認
識・再発見することを目的に「まつだの四季フォ
トコンテスト」を開催します。

受付期間　平成26年１月６日（月）～31日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）8：30～17：15
応募内容　平成25年３月以降に撮影した、松田町
　　　　　の四季をテーマにした作品
応募対象　アマチュアの方限定
　　　　　・一般部門（高校生以上）
　　　　　　【写真サイズは、六つ切り判】
　　　　　・ジュニア部門（小・中学生）
　　　　　　【写真サイズは、2L判】
応募方法　応募票に必要事項を記入の上、ご応募
　　　　　ください
※応募票は、松田町ホームペーシにてダウンロー
　ドできます。
※原則として、応募作品の返却はいたしません。
応 募 先　〒258－8585
　　　　　足柄上郡松田町松田惣領2037番地
　　　　　まつだの四季フォトコンテスト担当宛て
※詳しくは、松田町ホームページをご覧ください。
　（URL http://town.matsuda.kanagawa.jp/）
問 合 せ　松田町企画財政課（☎83－1222）

FM熱海湯河原公開収録
観覧者募集

　湯河原町立湯河原美術館では、15周年を記念し
て、日本画家・平松礼二氏から湯河原町にゆかり
のある作品を34点いただきました。この寄贈して
いただいた作品の展示会に先立ち、平松氏と冨田
湯河原町長の対談を公開収録します。観覧をご希
望の方はお申込みください。

日　時　９月13日（金）14：00～15：00

場　所　湯河原町立湯河原美術館1階展示コーナー
　　　　（足柄下郡湯河原町宮上623－1）

定　員　60名（先着順）

費　用　無料

申込み　９月１日（日）から開　始

申込み　湯河原町立湯河原美術館へ電話にてお
方　法　申込みください

問合せ　湯河原町立湯河原美術館
申込み　（☎63－7788）

ひらまつれい じ



障がいのある方の歯科検診
　障がいのある方の歯科検診を無料で行います。

日　時　９月５日（木）13：00～15：00
場　所　足柄歯科医師会歯科保健センター
　　　　歯科診察室
　　　　（南足柄市班目1547 足柄衛生センター内1F）
対　象　身体、知的、精神に障がいのある方
内　容　・歯科医師会による検診、相談
　　　　・行政による栄養相談、その他
費　用　無料
申込み　８月23日（金）まで期　限
申込み　福祉課窓口又は電話でお申込みください方　法　
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）申込み

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成24年度敬老のつどいの祝金品として配付し
ました山北町商品券の有効期限は、８月31日（土）
までです。
　例年、商品券の有効期限が切れて使えなくなっ
てしまう事例が発生していますので、有効期限に
ご注意ください。
　なお、山北町商品券が使用できる商店・事業所
は、祝金品に同封の一覧表をご覧ください。

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　９月７日（土）９：30から
場　　所　健康福祉センター調理実習室
内　　容　親子丼
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　９月４日（水）まで
問合せ申込み　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　８月27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）

 月　　日
受付時間
場　　所

９月５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

９月３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

９月５日（木）
10：00～12：00、13：30～15：30
健康福祉センター
10：00～12：00
・妊娠中の栄養、調理実習
13：30～15：30
・歯の衛生、町の子育て支援事業の
　説明、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、調理実習（エ
プロン、三角巾、米0.5合、食材料費＜実
費＞）、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。


