
町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　田屋敷住宅3階　1戸（301号室 2DK）
　　　　　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 2 5 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者世帯の場合
　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、役場定住対策室に 
　お問合せください。
受付期間　8月18日（月）～9月1日（月）
応募方法　入居申込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。
入居可能時期　10月頃（予定）
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

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4か所で、消防団による同
時多発火災訓練を実施します。

日　時　８月31日（日） 9：22～9：50
※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　・台地区（新安戸トンネル付近）
　　　　・村雨地区（村雨橋付近）
　　　　・谷ケ地区（谷峨駅付近）
　　　　・畑地区（ハイツ＆ヴィラなかがわ跡地）
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）

町民文化祭　一般参加者を募集します
開催月日　展　示：11月1日（土）～3日（月・祝）　　　　　　
　　　　　芸能発表：11月9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11日（木）
※プログラム作成のため、期限厳守でお願いします。
問 合 せ　山北町文化団体連絡協議会
申 込 み　滝本（☎77－2646）
　　　　

防災講演会を開催します
～GPSによる地震予測の最先端を学ぶ～
　足柄上地域1市5町で構成する防災講演会実行委
員会では、広域的な被害をもたらす地震や風水害
などについて、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、防災講
演会を開催します。

日　時　9月9日（火）14：00～16：00
※予約は不要ですので、直接お越しください。
場　所　大井町生涯学習センター　ホール
　　　　（大井町金子1995、大井町役場隣）
講　師　村

む ら い
井　 俊

しゅん
治
じ

　氏
　　　　・東京大学名誉教授　
　　　　・1939年東京都生まれ　
　　　　・測量学の世界的権威
　　　　・GPSの観測データを詳細に分析するという 
　　　　 手法で地震予測に取り組んでいる
入場料　無料
主　催　防災講演会実行委員会
問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　（☎75－3643）
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成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、平成27年1月11日（日）に開催する成
人式の実行委員を募集します。

対　象　町内にお住まいで、平成6年4月2日から 
　　　　平成7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（会議に4回 
　　　　程度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）

小田原市火災予防条例の一部が
改正されました

　平成25年4月より広域消防体制の開始に伴い、
町では小田原市消防本部の条例が適用されてい
ます。
　このたび、平成25年8月に発生した京都府福知
山市の花火大会会場での火災を踏まえ、同じよ
うな火災による被害を防止するために、小田原
市火災予防条例が改正されました。
　この条例改正により、祭礼、縁日、花火大会
など多数の人が集合する催しで、コンロや発電
機などを使用する場合には、消火器を準備した
上で使用することが義務付けられました。
　対象となるのは、一時的に一定の場所に不特
定多数の人が集まる催しです。自治会や近親者
の集まりによる催しのように、お互いに面識の
ある者同士が参加する催しなどは対象外となり
ます。
　なお、この規定に違反した場合でも、特に罰
則などは設けられておりませんが、火災予防の
一環として、コンロなどを使用する場合には、
極力消火器などの準備をお願いします。

問合せ　小田原市消防本部予防課（☎49－4427）

町職員を募集します！！
　町では、平成26年11月1日及び平成27年4月1日採用の職員を募集します。

募集内容
採用予定日 職　種 採用人数 応　募　資　格

平成26年11月1日 保健師 １名 昭和39年4月2日以降出生で保健師の資格をお持ちの方、
又は採用期日までに取得見込みの方

平成27年 4月1日 管理栄養士 １名 昭和59年4月2日以降出生で管理栄養士の資格をお持ち
の方、又は採用期日までに取得見込みの方

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたものを１通）、エントリーシート（町指定のもの）、
　　　　　成績証明書、卒業証明書又は卒業見込証明書、健康診断書（1次試験合格者のみ）
※山北町職員採用試験案内及び申込書は、役場総務防災課で配付しています。また、町ホームページから 
　もダウンロードできます。　
給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付期間　8月25日（月）～27日（水）8：30～17：15
※郵送などによる申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
試験日程　第1次試験：9月1日（月）9：00～13：00（予定）
試験会場　第1次試験：山北町役場4階　402会議室
試験内容　第1次試験：一般的な知識についての筆記試験、作文、適正検査
　　　　　第2次試験：第1次試験の合格者について、面接試験など
※第2次試験の日程・会場については、各試験の合格者に直接連絡します。
※詳細は、「山北町職員採用試験案内」をご覧ください。
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

PTA環境整備作業での協力者を
募集します

　川村小学校PTAでは、２学期を気持ちよく迎え
るために環境整備作業を行います。
　校地内の草刈りなど、お手伝いしてくださる方
を募集しています。
　斜面は草刈機による除草となりますので、草刈
機をお持ちの方は持参してください。

日　時　8月30日（土）8：00～11：00
※雨天時は9月6日（土）に延期します。
場　所　川村小学校
内　容　校地内の除草作業、草刈機を使っての作業　　　
問合せ　川村小学校（☎75－1142）



あしがり学校シニアコース
～身近な地域の歴史を掘り起こして～
場　所　瀬戸屋敷土蔵
定　員　40名（定員になり次第、締切り）
受講料　無料
申込み　8月19日（火）から、あしがり郷瀬戸屋敷へ
方　法　電話でお申込みください
問合せ　あしがり郷瀬戸屋敷
申込み　（☎84－0050）　

第3回どんぐりんフェスティバル
　舞台ではコーラス、フラダンス、メロディベル
が披露されます。
　ポップコーンの無料配布や、カレーライス、
じゃがバター、ナゲットなどのほか、飲み物や
グッズの販売もあります。
　最後はビンゴ大会で盛り上がりましょう！

日　　時　9月6日（土）10：30から
場　　所　どんぐりん（山北595）

○作品展とパネル展も同時に開催します
開催期間　9月1日（月）～5日（金）10：00～14：00

問 合 せ　どんぐりん　佐藤（☎070－6635－5134）

移動支援事業　どんぐりんてくてく
　NPO法人山北なないろでは、移動支援事業
「どんぐりんてくてく」を始めました。
　近隣にお出かけしたい方、お買い物に行きたい
方、ご相談いただければどなたでもサポートをし
ます。お宅まで迎えに行き、お出かけをしてお宅
までお送りします。
　料金は送迎料と、1km毎に50円をいただきます。
　詳細は、お問合せください。

営業時間　9：30～14：00　
問 合 せ　どんぐりん　佐藤（☎070－6635－5134）

「こどもコンサート2014」を開催します
　今年もこどもコンサートを開催します。ぜひご
参加ください。

開催日時　8月24日（日）13：00～17：00
開催場所  生涯学習センター1階　多目的ホール
参加団体　・山北ジュニアコーラス
　　　　　・ハラウ.フラ.オ.カナニ
　　　　　・山北舞踏隊
　　　　　・川

かわむらばやし
村囃子山北保存会

　　　　　・くっきーず
　　　　　・チーム「Kawamura3to4」
　　　　　・洒水太鼓を守る会
入 場 料　無料
問 合 せ　こどもコンサート2014実行委員会
申 込 み　幹事長　田代
　　　　　（☎76－3111又は090－3203－5940）
　　　　　（メール kktasiro@triton.ocn.ne.jp）

「第3回絆コンサート」を開催します
日　時　8月17日（日）開演13：30（開場13：00）
会　場　生涯学習センター1階 多目的ホール
曲　目　・果てない空／コーラス
　　　　・太陽がくれた季節／ウクレレ
　　　　・マンマ／カンツォーネ
　　　　・星に願いを／トロンボーン
　　　　・アニーローリー／コーラス
　　　　・ショパン幻想即興曲op.66／ピアノソロ
　　　　・残酷な天使のテーゼ／エレクトーンソロ
　　　　ほか
入場料　無料
問合せ　コールひまわり事務局
　　　　兵藤（☎75－0449）
　　　　和田（☎76－3872）
　　　　武藤（☎75－2844）

日　　時 内　　容 講　　師

１ 9月5日（金）
13：30～15：30 「再発見！日本各地の禹

う お う
王（文命）たち」

足柄の歴史再発見クラブ
佐
さ く ま

久間 俊
としはる

治さん

２ 9月12日（金）
13：30～15：30

「あしがらの民話とむかしばなし」
金太郎伝説（小山＆南足柄）、
線
せんもりいなり

守稲荷、北条五代、八
や お び く に

百比丘尼
※あしがらの史跡を巡るウォーキングマップの紹介など

酒匂川ネットワーク会議（SNK)
の皆さん

３ 9月17日（水）
13：30～15：30 「小田原藩と小田原藩主」

東海大学非常勤講師
下
しげじゅう

重 清
きよし

さん

４ 9月30日（火）
13：30～15：30 「佐

さ な だ
奈田の与

よ い ち
一と佐奈田霊社」

小田原史談会
松
まつしま

島 俊
と し き

樹さん



「声のたより」を聞いてみませんか
　ふきのとう録音友の会では、広報やまきた・社
協やまきた・議会だよりなどの町の配付物をテー
プに録音してお届けしています。
　テープは無料で貸し出していますので、目の不
自由な方、小さい文字が読みにくくなった方は、
ぜひお試しください。
　詳細は、お問合せください。

問合せ　社会福祉協議会（☎75－1294）

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25年度敬老のつどいの祝金品として配付し
た山北町商品券の有効期限は、8月31日（日）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、祝金品と同封の一覧表をご確認ください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「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）

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4日（木）13：00～15：00
場　所　足柄歯科医師会歯科保健センター1階
　　　　歯科診察室
　　　　（南足柄市班目1547、足柄衛生センター内）
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22日（金）期　限
申込み　役場福祉課窓口又は電話で
方　法　お申込みください
問合せ　福祉課福祉推進班
申込み　（☎75－3644）

合併処理浄化槽を設置しましょう
　衛生的で快適な生活と河川や水路などの水環境
の保全を図るために、合併処理浄化槽を設置しま
しょう。
　また、下水道処理区域の方は、公共下水道に接
続するようお願いします。

【合併処理浄化槽設置補助金について】
○共和・清水地域にお住まいの方へ
　新築や改築により、合併処理浄化槽を設置する
場合や、単独処理浄化槽・くみ取りから合併処理
浄化槽へ切替えを行う場合は、町からの補助があ
ります。

○三保地域にお住まいの方へ
　高度処理型合併処理浄化槽の設置を希望する方
は、町が設置工事を行います。
　町が設置した高度処理型合併処理浄化槽につい
ての維持管理は町が行いますが、設置の次の年度
より分担金、使用開始と共に浄化槽使用料が必要
となります。

※補助金などについては、国の基準改定などによ 
　り変更となる場合があります。
※補助金申請についての詳細は、役場上下水道課 
　へお問合せください。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）



男性のための料理教室
日　　時　9月6日（土）9：30から
場　　所　健康福祉センター2階　調理実習室
内　　容　パスタ料理
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
申込み期限　9月3日（水）
申 込 み　健康福祉センターへ直接又は電話で
方　　法　お申込みください
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

丸太の森　イベント参加者募集
足柄上森林公園丸太の森

（☎ 74 － 4510）
　
アドベンチャー体験とネイチャークラフト 
月　日　9月6日（土）～7日（日） 1泊2日
場　所　足柄森林公園丸太の森
定　員　30名（定員になり次第、締切り）
費　用　小学生以上 8,000円
　　　　（宿泊費・活動費・食事代・保険代など）、
　　　　未就学児 4,000円、2歳以下無料
※小学生以下の参加の場合、保護者の方が同伴して 
　ください。
申込み　8月17日（日）9：00から、電話でお申込み
方　法　ください
※準備・スケジュールの詳細は、申込み後に案内を送 
　付します。

オリジナル箸と箸袋作り
日　時　9月13日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森
対　象　小学生
定　員　30名（定員になり次第、締切り）
費　用　500円（材料費・保険代など）
持ち物　弁当、飲み物、タオル、雨具、軍手、汚れて 
　　　　もよい服装
申込み　8月31日（日）9：00から、電話でお申込み
方　法　ください

入札結果7月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

環境農林課 平成26年度地域水源林管理業務委託 山北町森林組合 1,587,600円 1,512,000円

※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）

ひざ・腰 楽ちん！水中運動体験教室
　さまざまな健康効果が期待できる水中運動を始め
てみませんか。

日　時　①9月 2日（火）10：30～12：00
　　　　②9月 9日（火）10：45～12：00
　　　　③9月16日（火）10：45～12：00
場　所　健康福祉センター3階　運動浴室
対　象　水中運動の経験が少ない成人の方
費　用　3回で1,200円
※貸出用の水着（女性用のみ）あります。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

安全登山教室「山でのトラブル対処法」
を開催します

　事故発生時にできるだけ被害を少なくする方法
と、道迷いを防ぐ方法を学び、実際に周辺の登山道
を歩きます。

日　時　10月4日（土）10：00～16：00頃
※雨天決行、荒天の場合は翌日に延期します。
場　所　西丹沢自然教室（中川867）　
対　象　高校生以上
定　員　20名（応募者多数の場合は、抽選）　　
費　用　1,500円（保険代・資料代など）
申込み　9月22日（月）必着期　限
申込み　往復はがき又はFAXにて、行事名・参加者 
方　法　全員の氏名・年齢・住所・電話番号・FAX 
　　　　番号（FAXで申込みの場合）を明記し、
　　　　丹沢湖ビジターセンターへ送付してください　　
※詳細は、後日お知らせします。
応募先　〒258-0202 玄倉515
問合せ　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター
　　　　（☎78－3888　FAX 78－3777）



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　9月2日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　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　9月4日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

ママパパクラス
日　　時　9月4日（木）10：00～15：30
場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族

内　　容

　10：00～12：00
　　　　　妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　13：30～15：30
　　　　　歯の衛生について、町の子育て支援事
　　　　　業について、一酸化炭素濃度測定

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。

３歳児健康診査
月　　日　9月9日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年6～8月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、3歳児健診セット
　　　　　（視力・聴力のアンケート、尿検査）

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26日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階　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。
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

小田原市立病院の診療体制
　初診又は過去3か月間に受診のない方が、次の
診療科で受診する時は、開業医などからの紹介状
が必要です。

●内科　●総合診療科　●整形外科　
●耳鼻いんこう科　●婦人科　●リハビリ科
●心臓血管外科（要予約）
●心身医療科（要予約、火曜日の認知症外来は紹介状不要）　
●泌尿器科（他にかかりつけ医のある時）
※紹介状がなくても受診できる科に、紹介状がなく、
　初めて受診される場合は、非紹介患者初診料 
　（1,720円）がかかります。
問合せ　小田原市立病院医事課（☎34－3175）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康ついて、お気軽
にご相談ください。

実施日・時間・場所
実施日 時　間 場　所

9月24日（水）

  9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター1階
内科診察室

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・申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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。
　手遊びと絵本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　9月17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　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）


