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国道246号
夜間全面通行止めのお知らせ

　国道246号、山北・谷峨バイパスにおいて、集
中工事を行うため夜間全面通行止めとなりますの
で、県道76号に迂回をお願いします。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力
をお願いします。

交通止日時　11月12日（火）21：00～翌朝6：00
※予備日は、11月13日（水）・19日（火）・20日（水）
　です。

場　　所　山北・谷峨バイパス
　　　　　（安戸交差点～谷峨駅入口）

迂 回 路　県道76号
※大型車両は、道幅が狭く通行しにくい個所があ
　りますので、ご注意ください。

問 合 せ　国土交通省横浜国道事務所厚木出張所
　　　　　（☎046－221－00004）
　　　　　東京鋪装工業株式会社秦野作業所
　　　　　（☎0463－83－8190）

お　し　ら　せ　版

ONE DAY SHOP

●日時　10月27日（日）10：00 ～ 16：00
●場所　CARROT（山北町岸765-1）
　　　　グミの木公園前の黄色いおうち

皆様のご来店をお待ちしています。

有料広告

パッチワーク　布小物
アクセサリー　小型の犬服
トールペイント　……etc

手作り品の
販　売

ごみの収集日について
　祝日に伴い、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。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原

収集日
11月５日
（火）
11月６日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

平成26年度
幼稚園と保育園の入園説明会
　平成26年４月から町立の幼稚園・保育園に入園・
入所を希望される方への説明会を開催します。

場　所　中央公民館３階 視聴覚室
※説明会の参加申込みは不要ですので、直接お越
　しください。

入　園　幼稚園・保育園
申込み　11月５日（火）～ 15日（金）
※土曜・日曜を除く、8：30～ 17：15に各園で
　受付けます。

問合せ　幼稚園については、学校教育課教育班
　　　　（☎75－3648）
　　　　保育園については、福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）

日　程

月　日

11月１日
（金）

13：30

14：30

開　始
時　間

3歳
  ～5歳
10か月
  ～5歳
2か月
  ～5歳
3歳
  ～5歳

入　園
対象児対象園名

幼 稚 園

わかば保育園

向原保育園

清水保育園

至）静岡

至）東京

新鞠子橋交差点
谷峨駅入口
交差点

安戸交差点



メロディ放送は16：00に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、10月までは17：00ですが、11月から２月まで
の間16：00になります。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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26日（土）10：00～15：00
場　所　酒匂川流域下水道扇町管理センター内
　　　　「扇町しらさぎ広場」
　　　　（小田原市扇町6丁目819番地）
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・アトラクション・入賞作品展示
問合せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
　　　　（☎0463－55－7438）

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさの会」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ご協力してく
ださる方は、事前にご連絡ください。
　前回の収益は11,275円でした。ご協力ありがと
うございました。

日　時　10月26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・わかくさの会
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

消防団総合演習を実施します
　町では、日向活性化施設を会場に、消防団の総
合演習を行います。

日　時　10月20日（日）9：00～9：30
場　所　岸（日向・高瀬）地区
内　容　消防団員による放水訓練
※当日は、山北・岸・向原・共和地区でサイレン
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）

キッズカーニバルを開催します
　今年度のキッズカーニバルは、山北町産業まつ
りと同日に開催します。

日　時　11月23日（土・祝）10：00～14：00
会　場　健康福祉センター
　　　　（主にセンター内東側、多目的室１付近）
対　象　乳幼児～就学前のお子さんとその家族
内　容

※絵本のリサイクルコーナーを実施します。ご自宅に
眠っている絵本などがありましたら11月21日（木）
までに健康福祉センターまでお持ちください。
※事前予約は、11月1日（金）より受付けます。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

「文学・歴史散歩」
参加者を募集します

　文学や歴史に由来する名所旧跡を訪ねて先人の
残した作品などに接することで、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（金）※雨天決行。
　　　　８：30～17：30（役場西側駐車場に集合）
行き先　山梨県南アルプス市
　　　　（御勅使川沿い堤防、ふるさと文化伝承
　　　　館、信玄堤など）
内　容　地域ガイドと一緒に、人々の暮らしを守る

治水について考えます。また、希望者は
簡単な体験活動ができます

対　象　町内にお住まいの方またはお勤めの方
定　員　29名（定員になり次第締切り）
費　用　2,000円程度（通行料、写真代、保険代など）
※昼食は、各自でご用意ください。
※人数により、金額が変わる場合があります。
申込み　10月28日（月）9：00から、役場３階
方　法　多目的室でお申込みください
※９：00以前には、お受けできません。
※申込みは、ご本人の分のみとします。
※電話でのお申込みは、28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（☎75－3649）

み　だ　い がわ

・手作りおもちゃ
・体をつかってあそぼう
・塗り絵、お面作り
・スタンピング
・小麦粉粘土
・子育て応援マッサージ
　（成人対象）
など

・歯科検診
・フッ素塗布
・調理実習「白玉だんご作り」

　自由参加
（内容は変更
　する場合が
　あります）

事前予約



親子がそれぞれ楽しめる「あすぽ」
3周年イベントを開催！

日　時　11月17日（日）9：30～11：30
場　所　川村小学校　体育館

○ダブルダッチ教室＆パフォーマンス
内　容　２本のロープを使って跳ぶダブルダッチを

元世界チャンピオンからご指導いただきま
す。パフォーマンスもご覧になれます

対　象　年中～中学生
参加費　1,200円（あすぽ会員1,000円）

○セルフ整体＆ストレッチ（お子さん同伴可能）
内　容　調子を整える各部のマッサージとストレ
　　　　ッチ
　　　　①９：40～ ②10：10～ ③10：40～
※各回10名、20分程度。
対　象　18歳以上
参加費　500円

※キッズコーナーもあります。

申込期限　11月8日（金）まで
問合せ　あすぽ秋葉（090－8013－5541）
　　　　メール（asupo2010jr@yahoo.co.jp）
　　　　ホームページ（URL http://asupo1.com）

直売所合同イベント開催
　足柄上地域４町の小さな里の直売所をめぐりませ
んか。イベント期間中は各直売所でさまざまな企画
を予定していますので、ぜひお越しください。

イベント開催期間　11月２日（土）～４日（月・祝）

※中井町里やま直売所は、11月４日（月・祝）は休
業となります。
※内容などの詳細については、お問合せください。

問合せ　県西地域県政総合センター農地課
　　　　（☎32－8000）

向原保育園バザーのお知らせ
日　時　11月９日（土）9：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作り小物、お菓子、家庭用品、子供用品、

リサイクル品など
主　催　向原保育園保護者会
問合せ　成澤（☎090－1502－4105）
　　　　荻野（☎080－3396－0398）

住　所
山北町
向原1823－1

中井町
比奈窪580番地

大井町
柳265番地

松田町
松田惣領2951

直売所

とれたて山ちゃん

中井町
里やま直売所

大井町
四季の里

松田町
ハーブガーデン

9：00～
17：00

9：30～
15：00

8：00～
15：00

9：00～
16：00

営業時間

マカロニや木の実で
クリスマスツリーを作ってみませんか
日　時　11月17日（日）10：00～11：45
場　所　足柄上合同庁舎第２別館３階大会議室
対　象　小学生以下
※小学校低学年以下の場合は、保護者が同伴して
ください。

内　容　・作品は１個30分ほどで出来上がります
　　　　・作品は１人２個までとさせていただきます
講　師　足柄観光ガイドの会の会員
定　員　40名程度（先着順）
費　用　１作品につき300円（材料費など）
持ち物　作品を持ち帰るための紙袋など
主　催　足柄観光ガイドの会
申込み期限　11月９日（土）まで
問合せ　足柄観光ガイドの会事務局　高橋　博
申込み　（☎090－7700－9489）
　　　　（FAX0463－88－0750）

たかはし ひろし

仏像彫刻教室・デッサン教室
１１月生徒募集

　11月から仏像彫刻やデッサンを始めたい方を募
集します。無料体験（要予約）もありますので、
お気軽にお越しください。

○仏像彫刻教室
開催日　・火曜日 ①14：00～16：00
　　　　　　　　 ②19：00～21：00
　　　　・木曜日 ③14：00～16：00
　　　　　　　　 ④19：00～21：00
※火曜日初日は11月5日、木曜日初日は11月7日です。
月　謝　5,000円（材料費、彫刻刀レンタル代など）

○デッサン教室
開催日　・11月16日（土）
　　　　　①10：00～13：00　②14：00～17：00
　　　　・11月30日（土）
　　　　　③10：00～13：00　④14：00～17：00
月　謝　5,000円（画材レンタル代、画用紙代など）

場　所　ボイス工房（旧農協山北支店）
定　員　各教室20名
問合せ　NPO法人ウッドボイス　蘭二朗
　　　　（☎・FAX 0465－43－6033）

らん じ ろう



経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）のご案内
　経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借
入れることができる制度です。無担保・無保証人で、積み立てた掛金の10倍の範囲内（最高8,000万円）で被
害額相当の共済金が借入れ可能です。ぜひこの機会に『経営セーフティ共済』を利用することをご検討ください。
問 合 せ　（独）中小企業基盤整備機構（☎050－5541－7171）（URL http://www.smrj.go.jp/tkyosai/）
※平日9：00～19：00、土曜日10：00～15：00で受付けます。

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26年２月28日（金）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。
持 ち 物　健康保険証
※費用が免除される方は、生活保護等を受給されていることを証明できるものをお持ちください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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24年度に受診された方には、事前に
受診票を送付します。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

対　　象　65歳以上で、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）

神奈川県最低賃金改定のお知らせ

○10月20日（日）から、神奈川県最低賃金は868円（以前より19円引上げ）となります
○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）又は最寄りの労働基準監督署

神奈川県最低賃金額　868円（時間額）
〔発効日〕平成25年10月20日

月　日

10月31日（木）

11月１日（金）

時　　間
　9：30～10：30
11：00～12：00
13：30～15：00
15：30～16：30
　9：30～10：30
11：00～12：00
13：30～15：00
15：30～16：30

会　　　場
清水ふれあいセンター
三保支所
高齢者いきいきセンター
健康福祉センター
健康福祉センター
秋葉神社（原耕地）
下本村コミュニティセンター
山北町社会福祉協議会（旧農協向原支店）



予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）

2,635,500円 2,406,600円

1,249,500円 1,165,500円

1,921,500円 1,837,500円

1,732,500円 1,638,000円

32,634,000円 27,300,000円

事　業　名

平成25年度
住民基本台帳ネットワーク
システム関連機器賃貸借
平成25年度
山北町子ども・子育て支援
新制度施行事前調査業務委託
平成25年度
山北町地域水源林森林調査
業務委託
平成25年度
深沢地区獣害防止柵設置工事
平成25年度
皆瀬川水系地下水調査
業務委託
平成25年度
検定満期メーター器交換工事

落札事業所名

株式会社
ＪＥＣＣ営業本部

株式会社
サーベイリサーチ
センター静岡事務所

山北町森林組合

静和建設株式会社

株式会社
東洋設計事務所
神奈川営業所
若林電工業
有限会社 1,984,500円 1,953,000円

担当課

町民税務課

福　祉　課

環境農林課

環境農林課

上下水道課

上下水道課

入札結果９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）

NHK「にっぽん縦断　こころ旅」お手紙を募集しています

放送日時　神奈川県内が放送される予定日は、12月16日（月）～ 22日（日）です。
　　　　　①月～金曜日７：45～８：00　②土曜日11：00～ 11：59　③日曜日11：30～ 12：29

放送媒体　NHK－BSプレミアム

お 手 紙　11月25日（月）必着募集期限　
※早めにお手紙をお寄せいただけると、番組で取り上げられるチャンスが増えます。

応募方法　はがき、FAX又はホームページにて
　　　　　①住所　②名前　③電話番号　④性別　⑤年齢
　　　　　⑥思い出の場所　⑦場所にまつわるエピソード
　　　　　を記入して、ご応募ください

応 募 先　【はがき】〒150－8001　NHK「こころ旅」係
　　　　　【ＦＡＸ】03－3465－1327
　　　　　【ホームページ】http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/

問 合 せ　NHKふれあいセンター（☎0570－066－066）

　「にっぽん縦断こころ旅」は、個人のこころの中にある思
い出の場所、また心に残っている風景など、その場所にま
つわる個人のエピソードを紹介する番組です。
　みなさんの心にある身近な忘れられない風景や景色を、
エピソードを添えてご紹介ください。寄せられたお手紙を
元に、旅人「火野　正平」が、こころの風景を訪ねます。

ひ の しょうへい



かながわ若者就職支援センター
「若者のための働き方相談」
　若者のための働き方相談を小田原市役所内で実施
します。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

場　所　小田原市役所
対　象　40歳未満の方
定　員　各日６名（先着順）
申込み　平日８：30から17：15までに、直接または
方　法　電話でお申込みください
問合せ　小田原市産業政策課
申込み　（☎33－1514）

10月21日（月）～27日（日）は
行政相談週間です

　役場内に行政相談所を開設しますので、この機
会にお気軽にご利用ください。

日　時　10月21日（月）13：00～16：00
場　所　役場301会議室
内　容　国の行政機関の業務、特殊法人の業務、

国立病院などの独立行政法人の業務、国
の補助に係る業務、県・市町村が国から
法定受託している業務などについて苦情
や業務運営の改善を求める意見・要望の
相談に応じ、問題解決の促進をお手伝い
します。

※相談は、秘密・無料です。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談員２
名と法務大臣から委嘱された人権擁護委員５名
が相談をお受けします。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

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22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）

「ひざ痛腰痛なんて怖くない！」
調理実習講習会

　「立つ」「歩く」といった動作に自信を持って歳
を重ねられるように調理実習と簡単な体操をしま
す。骨を丈夫にする効果も期待できる料理を作り
ます。若い方、男性もぜひご参加ください。

日　時　11月12日（火）９：30～12：30
会　場　健康福祉センター２階 栄養指導室
内　容　調理実習と簡単な体操
講　師　食生活改善推進員「いくみ会」、保健師
費　用　400円程度
持ち物　エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具
申込み　11月７日（木）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

備　考

１人
１時間程度

日　程
10月18日（金）
11月 1日（金）
12月 6日（金）
1月17日（金）
2月 7日（金）
3月 7日（金）

①10：00～
②11：00～
③13：00～
④14：00～
⑤15：00～
⑥16：00～

時間（各日とも）

月　　日
受付時間
場　　所

11月５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。

月　　日
受付時間
場　　所

11月７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
対　　象
持 ち 物

11月８日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児
母子健康手帳

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）


