
『ヘアークラブ スポーク』
スペシャルメニュー「ヘナ」ご紹介、第２弾 !!

　☆本物のヘナはこんな方におすすめです☆

● パーマ・ヘアカラーでダメー
　 ジ毛となりパサパサになった
● 白髪をオレンジ色に染め目立
　 たなくしたい
● フケ・かゆみ・白髪
● 頭皮が赤くなってきている
● 年とともに薄くなってきた、
　 細くなってきた
● クセ毛、縮毛

● 白髪を身体に害のないもの
　 で染めたい
● 脳疲労を癒したい
● 頭がかちこちに固い
● ストレスをスッキリさせたい
● 髪にツヤがない
● 更年期
● いつまでも美しい髪を維持
     したい　   その他・・・。

詳しくは、「HAIR CLUB スポーク」
　　　　　　　　　　ホームページをご覧ください。

「ヘナ」「ハーブ」はインドから
直輸入しております。

山北町岸 1540-20 ☎0465-76-4319 予 約 制 検 索HAIR CLUB スポーク

有料広告

地域密着型のグループホーム、小規模多機能型の施設で、
ご利用者様が楽しく、元気で、明るい日常を送って頂け
るように一緒に働きませんか？

職 員 募 集

　少人数の施設ですので、ご利用者様の希望に添った日常を職員みんなで支
えていきたいと思います。家に閉じこもりの方、お話し相手がいない方や、
仕事で介護に不安のある方などもご相談に乗っております。
　詳しくは、お問合せください。

山北駅前 すずらん、アミーゴ ☎0465-20-3340     担当 小宮山

有料広告

川村用水が断水します
　東京電力㈱による山北発電所水路構築物工事の実
施に伴い、次の期間中に川村用水を断水します。
　地域のみなさんには大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解ご協力をお願いいたします。

断水予定期間　4月21日（月）12：00から
　　　　　  　23日（水）17：00まで
工事担当　東京電力㈱小田原支社
　　　　　松田制御所土木保守グループ
　　　　　（平日8：00～17：00 ☎87－3013）
　　　　 （土・日曜日、祝日、夜間 ☎83－2976）
問 合 せ　上下水道課工務班（☎75－3645）
※各家庭の町営水道（飲料水）は断水しません。

大野山開き
　登山者の安全を祈願して、大野山山頂にて山開
き式などが行われます。

日　時　4月29日（火・祝）11：00から
場　所　大野山山頂　※雨天決行。
内　容　山開き式など（先着1,000名に牛乳の無料
　　　　配布、山菜等の物産販売、フォルクローレ
　　　　の演奏・コーラス）
問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）

～大野山開きは、
「やまなみ五湖 水源地域交流の里づくり計画」の
「里の交流祭」に指定されています～

　山北町などの水源地域は、神奈川県民の生活を
支える貴重な水がめとなっています。
　町では、水源地域と都市地域の住民が協力し、
地域活性化と水源環境の理解促進に向け、「やま
なみ五湖　水源地域交流の里づくり計画」を進め
ています。

ごみの収集日について
　ゴールデンウィークに伴い、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。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

住宅用太陽光発電システム
設置費補助の受付を開始します
　町では、住宅用太陽光発電システムを設置する
方に、費用の一部を補助します。温室効果ガスの
排出を減らし、地球温暖化を防止するため、この
機会に設置をご検討ください。

受付開始　4月21日（月）から
※必ず設置工事着手前に申請をしてください。
補  助  額　20,000円×太陽電池モジュールの最大
　　　　　出力数（注）
　　　　　（上限は6万円で千円未満は切捨て）
（注）単位はキロワット、小数点以下第３位を切捨て。
補助件数　10件（先着順）
問 合 せ　環境農林課生活環境班
申 込 み　（☎75－3654）

    収 集 日　　  種　別 　　地　区
 4月30日(水) もえるごみ　山北第2・第3、岸、向原
 5月  6日(火) もえるごみ　山北第1、共和、清水、三保
 5月  7日(水) もえるごみ　山北第2・第3、岸、向原
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狂犬病予防注射日程

問合せ　環境農林課生活環境班
申込み　（☎75－3654）

　町では、高齢者の見守りや簡単な
お手伝いをしていただける介護予防
塾のボランティアの方を常時募集し
ています。
※介護予防塾とは、将来介護が必要な
　状態にできるだけならないために
　実施している予防事業の一つです。

問 合 せ　保険健康課保険年金班
申 込 み　（☎75－3642）

ボランティアの概要
塾　名 　　さくら塾 　  ふれあい塾 　  いきいき塾
日　時 毎週月曜日 毎週水曜日 毎週金曜日
 ※10：00～15：00で都合のいい時間。
場　所 健康福祉センター 清水ふれあい 高齢者いきいき
  センター センター

内　容 午前：ゲームや音楽活動などの認知症予防教室の手伝い
 午後：簡単な体操などの体力づくりの手伝い
※時間や詳細については、お気軽にご相談ください。

介護予防塾ボランティアを募集しています

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成26年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後3か月を過ぎた犬には、生涯1回の登録と
毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。すでに登録をしている犬は、今回注射のみとなりま
すが、まだ登録していない犬は、登録と注射を行ってください。

※犬の新規登録をされる方は、犬の新規登録受付票に必要事項を記入し、当日お持ちください。

時　　間
  9：50～10：10
10：20～10：35
11：15～11：35

13：20～13：40
14：00～14：30

14：45～15：25
  9：40～  9：50

10：05～10：20
10：30～10：50
11：20～11：40
13：20～13：25

13：50～14：15
14：30～15：00

月　日

5月8日
（木）

5月9日
（金）

場　　所
役場三保支所
畑集会所
共和トレーニング
センター
平山集会所
高齢者いきいき
センター
山北町役場
田中モータース(有)
駐車場
役場清水支所
谷ケ公民館
山北体育館
旧高松分校
グラウンド
安洞集会所
下本村コミュニティ
センター

切り取り線

犬の新規登録受付票
　　　　　　　　飼い主について　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬について
住　　所　 山北町 種　類 生年月日 年　月　日
氏　　名 毛　色 性　別　　オス ・ メス
電話番号 名　前 備　考 

 

 

対　象　生後3か月以上の犬
料　金　登録済みで注射のみの犬　3,600円
　　　　　注射料金　　　　　　　3,050円
　　　　　注射済証交付手数料　　　550円

　　　　新規登録と注射をする犬　6,600円
　　　　　注射料金　　　　　　　3,050円
　　　　　注射済証交付手数料　　　550円
　　　　　登録手数料　　　　　　3,000円
　
手続きに
必要なもの　料金・愛犬手帳

注　意　・犬が「元気でない」、「妊娠、授乳、
　　　　　発情中である」、「下痢をしている」、
　　　 　「注射後具合が悪くなったことがある」、
　　　 　「病気治療中である」、「１か月以内に
　　　　　他の予防注射を受けている」、これらの
　　　　　項目が1つでも当てはまる犬は受けられ
　　　　　ません。
　　　　・犬が病気や高齢の場合は、事前にかかり
　　　　　つけの獣医師に相談してください。
　　　　・転入してきた方は、前にお住まいだった
　　　　　市町村で交付された鑑札と愛犬手帳を
　　　　　必ずお持ちください。
　　　　・動物病院で注射された方は、その旨
　　　　 （注射済証）を申し出てください。



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）

山北町地域福祉計画策定委員を公募します
　平成20年に策定された「山北町地域福祉計画」
を見直し、新たに計画の策定を行う委員を公募し
ます。

任　　期　委嘱の日から平成27年3月まで
応募資格　町内にお住まいで20歳以上の方
会　　議　年3回（予定）
募集人数　若干名
募集期間　4月18日（金）～5月2日（金）
応募方法　役場福祉課窓口で配付している応募用
　　　　　紙に記入し、提出してください
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

①鳥獣被害防止柵等補助制度
　鳥獣被害防止のための柵・網の資材購入費につ
いて補助を行います。今年度から電気柵について
も対象となりました。

補助内容　鳥獣被害防止に使用する柵・網の資材購入費
対　　象　町内の農地を所有する方や耕作している方
　　　　 （個人又は組合等の共同で申込みできます）
補 助 額　資材購入費の3／4以内（電気を供給する
　　　　　ための装置については1／3以内）で、
　　　　　1人あたりの上限は10万円（100円未満
　　　　　は切捨て）
必要書類　購入費の分かる領収書、設置状況の分かる写真

問 合 せ　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

②農業用ビニールハウス等補助制度
　農業用ビニールハウス設置の際の資材購入費に
ついて、新たに補助を行います。

補助内容　農地に設置する農業用ビニールハウス
　　　　　等の資材購入費
対　　象　町内の農地で耕作している方や耕作
　　　　　しようとする方
補 助 額　資材購入費の1／2以内で、1人あたりの
　　　　　上限は5万円（100円未満は切捨て）
必要書類　購入費の分かる領収書、設置状況の分かる写真

③有害鳥獣追い払い用ロケット花火配付
　農作物に被害を与える有害鳥獣を追払うことを
目的に、ロケット花火を無料で配付しています。

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　田屋敷住宅4階　404号室　2LDK
　　　　　新根下住宅4階　402号室　2LDK
　　　　　※共同エレベーター完備。
主な入居資格　・町内在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・現在、住宅に困窮していること

これらの条件をすべて備え、次の①又は②を満たす方
①一般世帯の場合
　夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とした
　家庭で、平成25年の月あたりの所得が158,000円
　以下であること
②高齢者世帯や障がいのある方の世帯の場合
　入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・
　知的に障がいのある方で、平成25年の月あたりの
　所得が214,000円以下であること（ただし、昭和
　31年4月1日以前に生まれた方も緩和措置により
　入居資格があります）

※犬、猫その他の動物は飼えません。
※入居資格の詳細については、定住対策室へお問合
　せください。

受付期間　4月16日（水）～30日（水）
応募方法　入居申請書に必要事項を記入して役場
　　　　　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
　します。

問 合 せ　定住対策室定住対策班
申 込 み　（☎75－3650）

農業支援策のご案内
　町では、次のとおり農業支援策を設けていますので、ご活用下さい。



高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の
費用を一部助成します

　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかか
る費用の一部助成を実施しています。希望者は、接
種前に健康福祉センターで申請をしてください。

対　　象　過去5年以内に肺炎球菌の予防接種をしたこと
　　　　　がない方で、次のいずれかに該当する方
　　　　　①満75歳以上の方
　　　　　②満65歳以上75歳未満で、心臓・腎臓・
　　　　　　呼吸器・免疫機能障害があり、身体障
　　　　　　害者手帳1級の方
接種期限　平成27年3月31日（火）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希望される方は、お問合せください。
接種回数　1回
接種方法　・接種を受ける前に申込みが必要となります
　　　　　・申請書を提出していただき、その場で
　　　　　　予診票などをお渡しします
費　　用　3,000円（助成後の金額）
※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。受給していることがわかるも
　のを申請時に提示してください。
持 ち 物　・健康保険証
　　　　　・費用が免除される方は、生活保護等を
　　　　　　受給していることを証明するもの
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）部員募集
　山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）で
は、部員を募集しています。気軽にいつでも練習
体験に参加してみてください。

練 習 日　毎週水曜日18：00～20：00
　　　　　（川村小学校体育館）
　　　　　毎週土曜日17：00～19：30
　　　　　（山北中学校体育館）
対　　象　小学生男女
会　　費　年額2,700円
指 導 者　日本小学生バレーボール指導者
　　　　　有資格者など

バレーボール（体験）教室を開催します
日　　時　4月27日（日）9：00～12：00
場　　所　川村小学校体育館
※参加費無料、自由参加ですので、直接会場にお
　越しください。
問 合 せ　山北JVC
　　　　　松

まつだ
田 浩

ひろよし
義（☎76－3481）、加

かとう
藤 康

やすとも
智（☎75－3373）

　　　　　鈴
すずき

木 健
けんいち

市（☎76－3279）、湯
ゆかわ

川 英
ひでき

樹（☎75－2378）
山北JVCホームページ
（URL  http://www.geocities.jp/katouyasutomo/jvc.html）

生涯学習活動モデル事業に助成します
　町では、生涯学習活動に取り組む団体の積極的
な活動を推進するため、自治会や各種団体が行う
モデル事業の経費に対し、助成します。

助成対象　①地域の人との交流・和を深めるための活動
　　　　　②教養を高めるために開催される講座や
　　　　　　教室
　　　　　③施設などを利用して行う、活動の成果
　　　　　　発表　など
助成金額　対象事業費の3/4以内で、上限は年額
　　　　　15万円
助成期間　3年間
助 成 数　8モデル事業
※お申込みをいただいた中から、山北町生涯学習
　推進協議会で決定します。
申込み期限　5月9日（金）まで
申込み方法　役場生涯学習課窓口で配付する申請書に
　　　　　必要事項を記入し、提出してください
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

軟式野球大会を開催します
月　　日　5月25日、6月1日、6月15日
※予備日は、6月22日、6月29日です。
 （予備日も含めて、いずれも日曜日です）
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険加入チーム
参 加 費　10,000円
申込み期限　5月8日（木）まで
※代表者会議を5月9日（金）19：00から生涯学習
　センター（旧中央公民館）2階第3会議室で行い
　ますので、申込みチームは必ず出席してください。
問 合 せ　山北町体育協会野球部
申 込 み　湯

ゆ か わ
川 靖

やすのり
法（☎090－8489－9403）

歴史ウォーキング
「八重桜の里と矢倉沢往還を訪ねて」参加者募集
日　　時　5月10日（土）9：00～15：30
※小雨決行、荒天の場合は翌日に延期します。
※延期の場合は、当日7：00までにご連絡します。
集　　合　渋沢駅改札　 9：00
解　　散　新松田駅　　15：30（予定）
定　　員　30名程度（先着順）
費　　用　1名500円（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）
申込み期限　5月6日（火）まで
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）



日　　時　7月5日（土）  8：00出発
　　　　　　  6日（日）23：00解散
※移動については、貸切バスにて、片道7時間程度
　の予定です。
※6日は、「海の縁日」で笹川流れ見学、活魚つかみ
　取り、ソーメン流し、ビンゴ大会などに参加
　予定です。
※内容については、変更になる場合があります。
集合場所　JAかながわ西湘山北支店
対　　象　町内に在住・在勤・在学で、中学生以上の方
※18歳未満の方は、保護者と一緒に参加してください。

日　　時　5月11日（日）9：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
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）
受 講 料　無料
申込み期限　5月1日（木）まで

定　　員　30名（定員を超えた場合は抽選）
参 加 費　総額10,500円（宿泊費（5日夕食・6日
　　　　　朝食代含む）、笹川流れ見学・活魚つ
　　　　　かみ取りの有料イベント代（希望者の
　　　　　み）、保険料等）
申込み期限　5月7日（水）まで
申込み方法　山北町観光協会に参加費を添えてお申込
　　　　　みください
問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）
　　　　　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

申込み方法　電話にて予約後、期限までに申請書を
　　　　　最寄りの消防署・出張所へ持参又はFAX
　　　　　にて提出してください
※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　小田原市消防本部救急課
申 込 み　（☎49－4441　FAX49－2591）

入札結果3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）

「笹川流れ海の縁日」に参加しませんか
　町及び観光協会では、新潟県村上市（旧山北(さんぽく)町）との交流の一環として、山北(さんぽく)地
区を身近に感じていただくため、7月6日（日）に桑川漁港で開催される海開きイベント、「海の縁日」
に参加するツアーを企画しました。国の名勝及び天然記念物に指定されている笹川流れの見学もありま
すのでぜひご参加ください。

普通救命講習Ⅰを行います

担 当 課

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

環境農林課

上下水道課

議会事務局

落札事業所名

株式会社ソーゴー

株式会社美装フジモト

大成有楽不動産
株式会社横浜支店

株式会社綜合サービス

東海体育指導株式会社

有限会社共和衛生工業

富士通リース
株式会社横浜支店

株式会社総合環境分析

株式会社あしがら印刷

予 定 価 格
(消費税込み)

5,832,000円

27,496,800円

3,294,000円

5,518,800円

1,447,200円

32,270,400円

1,968,840円

7,171,200円

1,317,600円

契 約 額
(消費税込み)

5,562,000円

27,000,000円

3,132,000円

5,475,600円

1,447,200円

31,363,200円

1,749,600円

5,062,122円

1,117,584円

事　業　名

平成26年度
広報やまきた・おしらせ版印刷
平成26年度
庁舎等清掃業務委託
平成26年度
庁舎設備管理業務委託（山北町役場庁舎）
平成26年度
山北町健康福祉センター設備管理業務委託
平成26年度
山北町転倒骨折予防教室業務委託
平成26年度
一般廃棄物収集運搬業務委託
平成26年度
大型デジタルカラー複合機賃貸借
平成26年度
水質検査業務委託
平成26年度
やまきた議会だより印刷



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　5月1日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　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　5月13日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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。
月　　日 5月9日（金）
受付時間 9：00～10：30
場　　所 健康福祉センター
持 ち 物 母子健康手帳

おはなし会を開催します
　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。絵本や手遊びで一緒に
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　5月21日（水）11：00から
場　　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
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　4月22（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）

食生活改善推進員養成講座の受講生を募集します
　食生活改善推進員とは、食生活を通して健康づ
くりを行うボランティアです。食生活改善推進員
になるためには、カリキュラムを受講することが
必要です。
日　　時　第1回目の講義・実習
　　　　　6月18日（水）9：30～12：00
※平成27年2月まで全13回の講義・実習と食生活
　改善推進団体の活動の見学実習が1日あります。
　詳しくは、お問合せください。
会　　場　・小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　 （旧足柄上保健福祉事務所）
　　　　　・健康福祉センター　ほか
内　　容　食生活改善推進員の役割、栄養の基礎知識、
　　　　　年代別の食育、調理実習など
費　　用　4,000円程度（テキスト・調理実習材料代）
申込み期限　5月14日（水）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
　

山北幼稚園アルミ缶回収のお願い
　山北幼稚園保護者会では、活動の一環としてア
ルミ缶の回収を行い、その収益を子どもたちへの
教育環境の向上のために役立てています。
　アルミ缶の回収にご協力をお願いします。
日　　時　常時回収しています
場　　所　山北幼稚園プール側、倉庫横
方　　法　洗った後、つぶしてからビニール袋に
　　　　　入れて回収場所に出してください
問 合 せ　山北幼稚園（☎75－1530）

パパママクラス
月　　日　5月1日（木）
場　　所　健康福祉センター

内　　容

　10：00～12：00
　　　　　・妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　13：00～15：30
　　　　　・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
対　　象　妊婦とそのご家族

持 ち 物
    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、タオル
※動きやすい服装でお越しください。

とれたて山ちゃん開店記念セール
　「とれたて山ちゃん」は、4月で開店11周年を迎
えました。そこで、日頃のご愛顧に感謝し、記念
セールを開催します。みなさんのご来店をお待ち
しています。

日　時　4月26日（土）、27日（日）9：00～17：00
出品物　野菜、果物、山菜、農産物加工品、その他
※ご来店の方全員に、手づくりの「みかんジュース」
　を無料で配布します。
問合せ　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」
申込み　（☎75－3026）


