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消防団教養訓練を実施します
日　時　12月１日（日）9：00～12：00
場　所　役場西側駐車場
※訓練に伴い、役場西側駐車場は午前中一般の方
　の利用ができませんので、ご注意ください。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

お　し　ら　せ　版

「やまきたLove婚」
参加者を募集しています

　やまきたLove婚実行委員会では、独身者の出会
いの場を提供するために、婚活モデル事業として
「やまきたLove婚」を開催します。開催に伴い、参
加者を募集していますので、ぜひご参加ください。

日　時　12月15日（日）11：00～14：30
場　所　健康福祉センター
内　容　良縁祈願“タッチウッド”ストラップづく
　　　　り、ビンゴゲーム、立食パーティー、フ
　　　　リートークなど
募集対象　25歳～45歳の独身者
募集人数　男女各20名（予定）
※先着順により、定員になり次第締切り。
参加費用　男性3,000円、女性2,000円
申込み期限　11月30日（土）まで（必着）
申込み　申込み用紙に必要事項を記入の上、FAX
方　法　またはメールにてお申込みください
※申込み用紙は、定住対策室で配布または町ホー
　ムページからダウンロードできます。
　（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
問合せ　やまきたLove婚実行委員会事務局（定住対策室定住対策班）
申込み　（☎75－3650　FAX75－3661）
　　　　（メールteijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

人権問題講演会
日　時　12月７日（土）13：30～15：20
　　　　（13：00受付・入場開始）
場　所　中央公民館多目的ホール
テーマ　「生まれてきてよかったと思える社会を」
講　師　湯浅　誠　氏
入　場　無料
※申込みは不要ですので、当日会場で受付を行ってください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

ゆあさ まこと

成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成26年1月12日（日）の成
人式に参加される方の名簿を作成します。該当す
る方は、平成5年4月2日から平成6年4月1日まで
に生まれた方です。
　町内に住民登録がある方については、12月中旬
に成人式の案内状が送付されますが、町内に住民
登録がない方で、山北町の成人式に参加を希望さ
れる方は、11月29日（金）までに生涯学習課まで
ご連絡ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

山北町産業まつりのおしらせ
　山北町産業まつり実行委員会では、町内の産業
を町民に広く紹介するとともに、イベントなどを
通じて産業に従事する人たちと交流を深め、町内
産業の振興を図ることを目的に「山北町産業まつ
り」を開催します。みなさんぜひご参加ください。

日　時　11月23日（土・祝）
　　　　９：30～15：00
場　所　健康福祉センター駐車場・鉄道公園
内　容　・農産物、特産物などの販売
　　　　・新潟県旧山北町の海産品などの販売
　　　　・キャラクターショー
　　　　・ソーラン山北
　　　　・陸上自衛隊富士学校音楽隊＆山北中吹
　　　　　奏楽部演奏
　　　　・福餅まき
※チラシの福引券で福引抽選に参加できます。
問合せ　山北町産業まつり実行委員会事務局
　　　　（環境農林課農林振興班）（☎75－3654）

さんぽくまち



小児用肺炎球菌ワクチン予防接種のおしらせ
　平成25年11月１日から、小児用肺炎球菌ワク
チンが７価から13価へ切り替わります。13価ワ
クチンには、新たに６種類の肺炎球菌の成分が含
まれていますので、従来よりも多くの肺炎球菌の
種類に対して予防効果が期待されます。
　また、接種のスケジュールは従来と同じですが、
追加（最終）接種の時期について一部変更があり
ます。これまで「初回接種後60日以上の間隔で接
種」としていましたが、「生後12か月以降で、初
回接種後60日以上の間隔で接種」となります。新
たに13価ワクチンは、生後12か月に至るまで追
加接種ができませんのでご注意ください。
※接種時期など詳細については、町ホームページ
　をご覧ください。
　（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

ごみ減量再資源化と環境美化の推進について
環境農林課生活環境班（☎75－3654）

コンポストあっ旋・助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、コ
ンポストのあっ旋・助成をしています。
　希望される方は、印鑑と振込口座情報をお持ち
のうえ、お申込みください。ただし、あっ旋・助
成は1世帯1基とします。
助 成 額　190リットル以下のもので購入金額の
　　　　　1／2（上限は3,000円）
※件数に限りがありますので、事前にお申込みく
　ださい。
※品物は、現金と引き換えに直接お届します。
※助成額は品物の受け取り確認後、指定口座に振
　込みます。

生ごみ処理機購入費の助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、家
庭用電動式生ごみ処理機を購入される方に助成を
しています。
　希望される方は、印鑑と振込口座情報をお持ち
のうえ、お申込みください。
助 成 額　購入価格の1／2（購入価格が60,000円
　　　　　以上の場合は一律30,000円）
※100円未満は切捨てとなります。
※助成額や件数に限りがありますので、事前にお
　申込みください。
※助成額は購入設置を確認後、指定口座に振込み
　ます。

資源回収団体に奨励金を交付しています
　町では、資源ごみ回収を実施している町内の団
体に、奨励金を交付しています。該当する団体
は、お申込みください。
　なお、対象となる品目は次のとおりです。
対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、古着、
　　　　　アルミ缶、ビール瓶など
※申請には、受入れ業者などの証明が必要です。

「花いっぱい運動」に助成しています
　町では、環境美化の推進やごみの散乱・不法投
棄の防止のため、花や緑があふれる空間づくりを
進めています。
　参加希望の団体などには、花の種・苗の費用な
どを助成していますのでお申込みください。
※助成額や件数には限りがありますので、事前に
　お問合せください。

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）



第32回小学生の税の書道展
公開展示・表彰式のおしらせ

　国税庁で行う税を考える週間（11月11日～17
日）に伴い、第32回小学生の税の書道展公開展示
並びに表彰式を行います。

展示日程

※入賞全作品5,554点を展示します。
表彰式日程
　開催日　12月１日（日）
　会　場　小田原市民会館大ホール
　第１部　（受付） ９：30（開会）10：00
　第２部　（受付）12：00（開会）12：30
　第３部　（受付）14：20（開会）14：45
※山北町内の小学校は第2部です。
応募総数　13,562点
対　　象　小田原市、南足柄市、足柄上・下郡の小学生
主　　催　社団法人小田原青色申告会
問 合 せ　㈳小田原青色申告会事務局管理課
　　　　　（☎24－2611）

空き家バンクへの登録について
ご協力をお願いします

　やまきた定住相談センターでは、町内外からの
定住希望者に対して、空き家・貸家・売り地など
の情報提供や相談などを実施しています。
　毎年、当センターに100件以上の問合せがあり、
ご案内できる物件が不足しています。現在、町内
で所有している空き家物件がありましたら、空き
家バンクへの登録のご協力をお願いします。

問合せ　やまきた定住相談センター（定住対策室内）
　　　　（☎75－3650　FAX75－3661）
　　　　（メールteijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

平成25年度  神奈川県中小企業制度融資
「経営安定資金」のご案内

　県では、中小企業制度融資として経営環境の変
化などに直面している中小企業の事業活動の維
持・安定を図ることを目的とする「経営安定資金」
を設け、経営の状況に応じた融資を実施していま
す。融資には、

①売上が減少している中小企業向け「景気対策特
　別融資（一般枠）」
②国が指定する不況業種に該当している中小企業
　向け「経営安定融資」
③上記①と②の両方に該当している中小企業向け
　「景気対策特別融資（セーフティ別枠）」

があります。
　また、各融資で対象となる事業者、融資条件が
異なりますので、詳しくはホームページをご覧い
ただくか、神奈川県金融課までお問合せください。
※国が指定する不況業種については、中小企業庁
　のホームページで確認できます。
（URL http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html）

問合せ　神奈川県産業労働局金融課融資グループ
　　　　（☎045－210－5677、5695）
　　　　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5782/）

会　場
小田原市民会館
１階・３階ロビー
・３階小ホール

日　　時
・11月29日（金）～30日（土）
　９：00～18：00
・12月１日（日）
　９：00～17：00

林業退職金共済制度（林退共制度）
のお知らせ

　林業の仕事をしていたことがありませんか？
　林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受
け取っていない方をさがしています。
　以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退共
へ加入していたか分らない方についてもお調べします。
　また、罹災された共済契約者及び被共済者のみな
さんに対し、各種手続き（共済手帳の紛失、退職金
の請求など）の必要が生じた場合はできうる限りの範
囲において速やかに対応したいと考えていますので、
最寄りの支部又は本部へお問合せ、ご相談ください。
※詳しくは、ホームページでもご案内しています。
　（URL　http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/）

問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　林業退職金共済事業本部
　　　　〒170－8055
　　　　東京都豊島区東池袋１－24－１
　　　　ニッセイ池袋ビル
　　　　（☎03－6731－2887　FAX03－6731－2890）

りさい

町民カレンダー掲載広告を
募集しています

掲 載 料

　

掲載位置　各月面（６か月を限度とします）
※広告内容により掲載できない場合があります。

問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75－3652）

掲載料
（1枠）50,000円

（1枠）25,000円

（1枠）14,000円

規　　格
5.0cm×9.0cm

2.5cm×9.0cm

2.5cm×5.0cm



犬や猫は責任を持って
正しく飼いましょう

　近年、ペットとして犬や猫を飼う人が増えてい
ますが、飼い主はまずペットの習性をよく理解し、
近隣に迷惑をかけないように心がけましょう。

・犬を飼ったら必ず登録し、毎年狂犬病予防注射
　を受けましょう。
・ペットの「ふん」は、飼い主が責任をもってあ
　とかたづけをし、公共の場や他人の土地・建物
　を汚さないように気をつけましょう。
・ペットの散歩は、必ずリードをつけましょう。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）「減塩」と「あと一皿の野菜を食べよう」
調理実習講習会を開催します

　塩分の摂り過ぎによる高血圧を防ぐために、お
いしく減塩し、あと一皿の野菜を食べる工夫が身
につく講習会を開催します。参加者には、減塩レ
シピと腹囲測定用メジャーを差し上げます。

日　　時　12月８日（日）
　　　　　９：30～12：30（受付９：15開始）
場　　所　健康福祉センター２階 調理実習室
内　　容　生活習慣病予防について、調理実習と
　　　　　試食、味噌汁の塩分測定
講　　師　食生活改善推進員「いくみ会」、保健師
費　　用　400円程度（材料費など）
持 ち 物　エプロン、三角巾、手拭き、筆記用具
申込み期限　12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）

水源の森の恵みを感じるツアー
参加者募集

月　日　12月14日（土）
集　合　小田原駅西口（北条早雲公像前）
内　容　・森林散策（白銀山：箱根町）
　　　　・木工体験
　　　　・ちくわ、かまぼこづくり体験
※雨天時は別メニューになります。
対　象　小学校4年生以上（小学生は保護者同伴）
定　員　40名（先着順）
持ち物　軍手、飲み物、お弁当、防寒着、スニー
　　　　カーまたは安全靴
主　催　神奈川県西部広域行政協議会
申込み期限　11月29日（金）まで
問合せ申込み　小田原市環境政策課（☎33－1472）

野鳥観察会を開催します
　神奈川県内広域水道企業団では、施設見学も含
めた野鳥観察会を開催します。ぜひご参加ください。

日　時　11月30日（土）10：00～15：00
場　所　飯泉取水管理事務所（小田原市飯泉884）
※駐車台数には限りがあります。
※ペットを連れての参加は、ご遠慮ください。
内　容　飯泉取水施設の見学、野鳥観察、巣箱作
　　　　り実習など
問合せ　神奈川県内広域水道企業団（☎48－1102）

第18回おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域のみなさんとの“農業を通じ
たふれあい”を大切に考えています。安心、安全な地
場産品の販売や体験コーナー、へろくり倶楽部（三保）
の出品などがありますので、お気軽にお越しください。

日　時　12月１日（日）※雨天決行。
　　　　10：00～14：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店（堂山）
内　容 ・葉ぼたん、寄せ植え、野菜、果物、自然

薯、炊き込みごはん、赤飯、フィッシュナ
ゲット、アメリカンドック、焼き芋の販売

 ・バザー
 ・ハンドマッサージ
 ・ドライフラワーを使ったリース作り体

験（当日申込み受付）
　　　　　など
※おれんじ会の手作り味噌を使った豚汁の無料サー
　ビスがあります。（先着200名）
問合せ　おれんじ会代表　渡辺　悦子
　　　　（☎75－0896）

わたなべ えつこ

ＤＶＤ「湖底のふるさと」の
無料貸出しを行ってます

　三保ダム建設前後の映像を記録したＤＶＤ「湖底
のふるさと」を無料で貸出しています。
　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か月間期　間
提　供　代田　則高　氏
問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

しろた のりたか



第32回県西地区障害者文化事業を
開催します

日　時　12月７日（土）９：30～15：00
場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ
　　　　３階ホール・301会議室
テーマ　つなごうみんなの心
内　容　○作品展・手作り製品販売
　　　　・県西地区の障害福祉関係機関や団体な
　　　　　どの作品展示及び手作り作品の販売
　　　　・「キラッっとひかれ！わたしのアート
　　　　　（第２回）県西地区アート作品コンクー
　　　　　ル」の開催
　　　　○交流会
　　　　・楽器演奏、踊りなど
問合せ　中井やまゆり園（☎81－0288）

「女性の人権ホットライン」強化週間を
実施します

　夫・パートナーからの暴力やセクハラなど、女
性をめぐるさまざまな人権問題について、神奈川
県人権擁護委員連合会所属の人権擁護委員及び法
務局職員が電話で相談をお受けします。相談は、
無料で秘密は厳守します。

日　時　11月18日（月）～24日（日）
　　　　８：30～19：00
※土・日曜は、10：00～17：00となります。
相談先　女性の人権ホットライン（☎0570－070－810）
問合せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　（☎045－641－7926）

予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

平成25年度
滝沢・高松作業道整備工事（第1工区） 36,361,500円 33,600,000円環境農林課

平成25年度
滝沢・高松作業道整備工事（第2工区） 33,033,000円 31,395,000円環境農林課

平成25年度
河村城址歴史公園整備工事（近藤郭） 14,217,000円 14,122,500円都市整備課

平成24年度町営山下テラス環境整備工事（繰越明許）
平成25年度町営山下テラス環境整備工事 9,009,000円 8,022,000円定住対策課

平成25年度　三保中学校体育館改修
工事（太陽光発電設備・屋根改修） 34,587,000円 28,297,500円学校教育課

平成25年度
岸幼稚園改築基本・実施設計業務委託

落札事業所名

今泉建設
株式会社
株式会社
荻野工業
株式会社
山崎組

湯川建築

東海林工
株式会社
有限会社
中津川建築設計
コンサルタント

5,827,500円 1,575,000円学校教育課

入札結果10月中

スマイル講演会を開催します
　障がいのある方自身が、「地域づくり」に協働参
画し、地域住民に対して障害者福祉の理解の促進と
周知を図ることを目的として講演会を開催します。

日　時　11月23日（土）13：00～16：00
場　所　開成町町民センター３階大会議室
　　　　（開成町延沢773）
内　容　講演会「わたしのしごと（表現力で働く
　　　　ハンディキャップを持った方々の活動）」
講　師　関根　幹司　氏（スタジオクーカ　施設長）
問合せ　南足柄さつき会自立サポートセンタースマイル
申込み　（☎71－0117）

せきね もとし

平成25年度肝臓疾患講演会を
開催します

　肝臓疾患について正しい知識や予防法、最新の
治療情報を学び、患者・家族の療養上の不安や悩
みを軽減するための講演会を開催します。

日　　時　12月４日（水）14：00～16：00
場　　所　小田原合同庁舎4階 実習室・多目的室2
内　　容　B・C型慢性肝炎の最新治療について
講　　師　東海大学医学部消化器内科
　　　　　准教授　加川　建弘　氏
参 加 費　無料
申込み期限　11月27日（水）まで
申込み方法　電話またはFAXにてお申込みください
問 合 せ　足柄上保健福祉事務所保健予防課
申 込 み　（☎83－5111内線432　FAX82－8408）

かがわ たてひろ

※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）



おはなし会「クリスマススペシャル」を
開催します

　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。クリスマスにちなんだ
絵本や手遊び、歌で一緒に楽しく過ごしましょう。
　どなたでも自由に参加できます。

日　時　12月４日（水）11：00～11：30
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

男性のための料理教室
日　時　12月７日（土）９：30から
場　所　健康福祉センター
内　容　正月料理
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　12月３日（火）期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎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　11月26日（火）14：00～16：00
場　所　役場 404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）

≪人権行政相談≫
12月4日（水）から10日（火）は

人権週間です
12月４日（水）10：00～15：00

役場３階　301会議室
相談内容　プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・

養育放棄・いじめなど）の問題や、行
政に対する苦情や要望など

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　　日
受付時間
場　　所

12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。

月　　日
受付時間
場　　所

12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。

「健康福祉センター」から
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
内科診察室

実施日

11月27日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所

月　　日
時　　間
場　　所

内　　容

対　　象
持 ち 物

12月５日（木）
10：00～12：00
健康福祉センター
妊娠中の過ごし方、母乳育児につい
て、お産の進み方
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。


