
上下水道工事に伴い交通規制を行います 
　上下水道工事のため、次の箇所で交通規制（国道
片側交互通行・その他車両通行止め）を行います。
　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。

期　間　10月初旬～平成27年2月末
場　所　国道246号線（下図　　　　　区間）
施工業者　上水道　若林電工業(有)（☎74－0569）
　　　　下水道　㈱荻野工業　　（☎76－3434）
問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

平成27年山北町成人式のご案内
　平成27年山北町成人式を次のとおり開催しま
す。町に住民登録がある新成人の方については、
12月中旬に案内状を発送します。

日　時　1月11日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（10：00受付開始）
場　所　生涯学習センター1階　多目的ホール
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

橋
きょうりょう

梁工事に伴い交通規制を行います
　次の箇所で橋梁の耐震補強・補修工事を実施し
ます。
　工事中は施工内容により、一時通行止めとなる
場合があります。通行止めとなる際には、前後に
設置する交通案内板でお知らせしますので、迂回
路をご利用ください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

期　間　9月下旬～平成27年2月下旬（予定）
施工業者　㈱磯部組（☎77－2341）
問合せ　都市整備課整備班（☎75－3647）

西丹沢もみじ祭り開催のお知らせ
　山北町観光協会では、次のとおり西丹沢もみじ
祭りを開催します。多数の方の参加をお待ちして
います。

日　時　11月15日（土）11：00から
　　　　※雨天決行。　
場　所　中川バーベキューセンター前
定　員　1,000名（定員になり次第、締切り）
参加費　1人3,400円（前納制）
　　　　※山北駅からのバス利用者は3,700円。
　　　　※新松田駅からのバス利用者は4,200円。
申込み期限　10月31日（金）
問合せ申込み　山北町観光協会（☎75－2717）

山北の観光写真コンクール作品募集
　山北町観光協会と山北町環境整備公社では、観
光宣伝に広く活用できる町内の風景・史跡・行事
などの写真を募集します。

作品規格　平成26年中に撮影された未発表作品で、 
　　　　　発表予定のないもの
　　　　　※大きさは、一般部門（高校生以上） 
　　　　　　は写真サイズ六つ切り版以上。ジュ 
　　　　　　ニア部門（小・中学生）は写真サイ 
　　　　　　ズ2L版以上。
※入賞された方は、ネガ又はデジタルデータの 
　提出をお願いします。また版権は主催者に属し、 
　作品は返却しません。
応募方法　直接又は郵便にてご応募ください
応募期限　平成27年1月10日（土）※当日消印有効。　
問 合 せ　〒258－0113
応 募 先　山北町山北1840－15
　　　　　山北町観光協会（☎75－2717）
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町営住宅の入居者募集
募集住宅　新根下住宅 3階　1戸（302号室 2LDK）
　　　　　共同エレベーター完備
主な入居資格　・町内に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、定住対策室にお問 
　合せください。
受付期間　9月29日（月）～10月10日（金）
応募方法　入居申込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　11月頃（予定）
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

10月から水痘（水ぼうそう）ワクチンが定期接種化されます
　水痘（水ぼうそう）は、ウイルスによって引き起こされる感染症です。感染力が強く、5歳までに約
80%の子どもがかかるといわれています。発しん・発熱が主な症状で、一般には軽症で済みますが、中
には重症化したり合併症を起こしたり死亡したりする場合もあるので注意が必要です。

平成26年度 
やまきたLove婚を開催します！！
　昨年度、多くの方に参加していただき、盛況に
行われた“やまきたLove婚”を今年度も次の日程
で行います。
　素敵な出会いを求めて参加してみませんか。

日　　時　11月2日（日）10：30～15：00（予定）
場　　所　健康福祉センター
定　　員　男性・女性　各20名
　　　　　※定員を越えた場合は、抽選を行います。
参 加 費　男性4,000円　女性2,000円
募集年齢　25歳以上50歳以下の独身の方
　　　　　※開催日時点での年齢とします。
申込み方法　役場本庁舎、清水・三保支所、生涯学習 
　　　　　センター、健康福祉センターなどで配 
　　　　　付している“参加申込書兼チラシ”に 
　　　　　必要事項を記入し、直接又はFAX、 
　　　　　メールにて、やまきたLove婚実行委員 
　　　　　会事務局へお申込みください
※ メ ー ル の 場 合 は 、 町 ホ ー ム ペ ー ジ よ り 
　“参加申込書兼チラシ”をダウンロードし、 
　件名を“やまきたLove婚参加希望”として 
　申込書をメールに添付してください。
※当日のスケジュールや必要事項の詳細について 
　は、“参加申込書兼チラシ”をご確認ください。
問合せ申込み　やまきたLove婚実行委員会事務局
　　　　　（定住対策室定住対策班内）
　　　　　（☎75－3650　FAX　75－3661）
　　　　　（メール teijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

対象年齢　①1歳以上3歳未満の幼児
　　　　　②3歳以上5歳未満の幼児
　　　　　　（②は平成26年度のみ対象）
標準的な　初回接種：1歳から1歳3か月に至るま 
接種年齢　　　　　　での期間
　　　　　追加接種：初回接種終了後6か月から 
　　　　　　　　　　12か月に至るまでの間隔を 
　　　　　　　　　　おく
接種回数　2回接種（3か月以上の間隔をおく）
　　　　　※3歳以上5歳未満の幼児は、1回接種。
接種費用　無料
接種方法　各医療機関に事前にご予約の上、接種 
　　　　　してください
※医療機関によっては予約不要の場合もあります。
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

対象外となる方　・すでに水痘にかかったことがある幼児
　　　　　・すでに2回接種している1歳以上3歳 
　　　　　　未満の幼児
　　　　　・すでに1回接種している3歳以上5歳 
　　　　　　未満の幼児
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）



第50回足柄上地区交通安全
総ぐるみ推進大会街頭キャンペーン

　交通事故から子どもやお年寄りを守るために、
一人ひとりが交通安全について考え、交通ルール
の遵守と交通マナーの向上に取り組むよう、秋の
全国交通安全運動期間中にイベント・街頭キャン
ペーンを行います。多くの方々の参加をお待ちし
ています。

日　時　9月22日（月）10：00～11：40
　　　　※雨天中止。　
場　所　松田自動車学校　
内　容　式典、県警教育隊とヤマト運輸㈱による 
　　　　幼児交通安全教室、白バイによる走行演 
　　　　技、啓発物品の配布
※式典終了後、松田自動車学校から各町会場へ 
　パレードを実施します。

【キャンペーン場所】
・山北会場（山北町役場駐車場）12：10～13：00
・南足柄会場（大雄山駅）　　　12：10～13：00
・松田会場（富士急操車場）　　12：10～13：00
※キャンペーン会場では式典を実施した後、啓発 
　物品を配布します。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

2014あしがらアートの森・日本つながっ展 
絵画作品募集

　県西地域の方を対象とした、アートによる地域
づくり・元気づくりを目的に開催される「2014
あしがらアートの森・日本つながっ展」の作品を
募集します。

部　　門
【個人部門】保育園・幼稚園児、小学生、中学生 
　　　　　　が描いた絵画作品
【家族部門】家族の共同による絵画作品、又は、 
　　　　　　家族の一人ひとりが描いた絵画作品
提出期限　11月7日（金）
応募方法　作品に指定の応募票を貼付け、郵送し 
　　　　　てください
※応募票は2014あしがらアートの森ホームページ 
　よりダウンロードできます。
　（http://www.ac.auone-net.jp/~ashi_art/）
郵 送 先　〒250－0150南足柄市関本156
　　　　　南足柄郵便局留　　
　　　　　「アートあしがら」中野　裕一
※「2014あしがらアートの森・日本つながっ展」は、 
　11月16日・22日・23日に開催されます。　
問 合 せ　2014あしがらアートの森実行委員会
　　　　　（☎73－1618）
　　　　　（メール yuun822@msn.com）

平成26年度　保健医療セミナーを開催します
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。ぜひご参加ください。

日　　　　時 演　　　　題 講　　　　師

10月8日
（水）

13：30～14：30 循環器病（心臓病）に負けないためには
足柄上病院循環器内科　
常
つねまつ

松　尚
た か し

志　氏

14：30～15：30 地域で支える医療・介護
－地域包括ケアシステムをご存じですか？

足柄上病院総合診療科
太
お お た

田　光
みつやす

泰　氏

10月9日
（木）

13：30～14：30 消化器がん検診は必要？
石川医院
石
いしかわ

川　清
せいいち

一　氏

14：30～15：30 訪問歯科診療
歯 科 医 師 会 ・ あ じ さ い 歯 科
小
お さ か だ

坂田　純
じゅんいちろう

一 郎　氏
10月15日
（水） 13：30～15：30 認知症ケア　

～新しい視点と関わり方～
生活とリハビリ研究所
三
み よ し

好　春
は る き

樹　氏

10月16日
（木）

13：30～14：30 クスリってなあに？
～居宅療養に係わる薬剤師～

小田原薬剤師会・トキワ薬局
常
と き わ

盤　孝
た か し

司　氏

14：30～15：30 女性の尿失禁と骨盤臓器脱の治療
女性医療クリニックLUNAグループ理事長 
・LUNA骨盤底トータルサポートクリニック院長
関
せきぐち

口　由
ゆ き

紀　氏
場　　　所　足柄上合同庁舎2階　大会議室
申込み期限　10月3日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



下水道排水設備工事責任技術者試験
及び更新講習会のお知らせ

【試　　　験】
日　　時　平成27年2月17日（火）13：30～15：30
場　　所　川崎市教育文化会館
　　　　　（川崎市川崎区富士見2－1－3）
受 験 料　5,200円
申込書配付期間　10月14日（火）～11月14日（金）
申込書配付場所　上下水道課管理班
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用 
　　　　　ください）
申込み期限　11月28日（金）　※当日消印有効。

【更新講習会】
日　　時　平成27年1月26日（月）～28日（水）
　　　　　のうち希望する日
場　　所　サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
　　　　　（川崎市川崎区富士見2－5－2）
講 習 料　5,200円
申込書配付　更新対象者には案内書・申込書を郵送 
　　　　　します
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用 
　　　　　ください）
申込み期限　11月28日（金）　※当日消印有効。
問 合 せ　
手続きに関して　上下水道課管理班
　　　　　　　　（☎75－3645）
試験内容に関して　東京都下水道サービス株式会社
　　　　　　　　（☎03－3241－0843）

下水道に接続しましょう
　「山北」、「岸」、「向原」、「平山」の各地
域で公共下水道が供用開始されている区域にお住
まいの方は、早めに下水道に接続するようお願い
します。
　公共下水道は、美しい自然や快適な生活環境を
守り、改善していくために大切な役割を果たして
います。
　みなさんのご理解とご協力をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

農地の借受希望者募集
　公益社団法人神奈川県農業公社は、本年7月1日
に神奈川県から農地中間管理機構の指定を受け、
農業振興地域内の農地を対象に農地中間管理事業
を開始しました。
　この事業は、農業をやめる方や農業の規模を縮小
される方（出し手農家）から、農地中間管理機構が
農地を借り受け、規模拡大や新規参入される受け手
（担い手農家等）の方に貸し付けることにより、農
地利用の集積・集約化を進める事業です。
　現在、第1回目の「借受希望者の募集」を行っ
ていますので、詳しくはお問合せください。

募集期限　平成26年9月30日（火）
※農業公社のホームページも合わせてご覧ください。
　（http://www.k-nk.or.jp）
問 合 せ　公益社団法人神奈川県農業公社
　　　　　（☎045－651－1703）  
　　　　　環境農林課農林振興班（☎75－3654）



軟式野球大会の参加チーム募集
月　　日　11月2日（日）、9日（日）、16日（日）
　　　　　（予備日11月23日（日）、30日（日））
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険に加入しているチーム
費　　用　10,000円（参加料）
申込み期限　10月16日（木）
※代表者会議を10月17日（金）19：00から生涯学習 
　センター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。
問合せ申込み　山北町体育協会野球部
　　　　　湯

ゆ か わ
川　靖

やすのり
法（☎090－8489－9403）

せっけんアレンジメント教室参加者募集
　せっけんにプリザーブドフラワーを挿していき、ハ
ロウィンのポップを飾ります。
　
日　時　9月29日（月）10：30から
場　所　どんぐりん（山北595）
定　員　10名程度（定員になり次第、締切り）
費　用　実費（材料費）
問合せ　NPO法人なないろ　
申込み　佐藤（☎070－6635－5134）

入札結果8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
滝沢・高松作業道整備工事その3 株式会社荻野工業 28,879,200円 27,216,000円

環境農林課 平成26年度
滝沢・高松作業道整備工事その2 今泉建設株式会社 25,639,200円 23,911,200円

都市整備課 平成26年度
松ケ山隧道点検調査業務委託 株式会社カナコン 1,587,600円 1,512,000円

上下水道課
平成26年度
向原地区（下本村・村雨）
公共下水道整備工事

株式会社荻野工業 32,756,400円 30,564,000円

上下水道課 平成26年度
共和中継ポンプ場送水ポンプ改修工事

荏原商事株式会社
神奈川営業所 6,706,800円 6,048,000円

上下水道課 平成26年度
向原地区（下本村）配水管布設工事 若林電工業有限会社 5,659,200円 5,659,200円

定住対策室 平成26年度
町営中里住宅3号棟解体撤去工事 東栄建設株式会社 2,764,800円 2,624,400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）

事業主・パートタイム労働者のみなさんへ
パートタイム労働法が変わります

（平成27年4月1日施行）
改正法のポイント
○パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム 
　労働者の対象範囲の拡大
・「短時間労働者の待遇の原則」の新設
　パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違 
　させる場合は、職務の内容・人材活用の仕組み・ 
　その他の事情を考慮して、不合理と認められるも 
　のであってはならない

○パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
・パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主によ 
　る、雇用管理の改善措置の内容の説明義務の新設
・説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
・パートタイム労働者からの相談に対応するための 
　体制整備の義務の新設
・文書の交付などによる明示事項への「相談窓口」 
　の追加

参　考　パート労働ポータルサイト（厚生労働省）
　　　　（http://part-tanjikan.mhlw.go.jp）
問合せ　神奈川県労働局雇用均等室
　　　　（☎045－211－7380）



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　10月7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　10月2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
月　　日　10月4日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
内　　容　・新生児の育て方（講話）
　　　　　・赤ちゃんのお風呂（実習）
対　　象　妊婦とそのご家族
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具
※動きやすい服装でお越しください。

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　10月10日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児とその保護者
持 ち 物　母子健康手帳

全国一斉！法務局休日相談所を開設します
　横浜地方法務局西湘二宮支局では、西湘二宮人
権擁護委員協議会と連携して、次のとおり「全国
一斉！法務局休日相談所」を開設します。
　法務局職員、人権擁護委員が無料・秘密厳守で
相談をお受けします。

日　　時　10月5日（日）
　　　　　10：00～16：00（最終受付15：00）
場　　所　横浜地方法務局西湘二宮支局
　　　　　（中郡二宮町二宮1240－1）
相談内容　土地や建物の登記手続、供託の問題、 
　　　　　人権の問題
※事前予約制（当日受付も可）
問 合 せ　横浜地方法務局西湘二宮支局
申 込 み　（☎0463－70－1102）

わらべうたベビーマッサージ体験参加者募集
　助産師さんがベビーマッサージのために考えた
わらべうたを紹介します。
　歌にあわせてマッサージするので、楽しく覚え
やすいです。ぜひ一緒にやりましょう。

日　時　10月3日（金）10：00～11：30
　　　　※上記日以外の希望はご相談ください。
場　所　健康福祉センター　多目的室2
対　象　2か月からの赤ちゃんと保護者、妊婦の方
費　用　実費（会場費・オイル代ほか）
　　　　※妊婦の方の見学は、無料です。
持ち物　バスタオル、飲み物
申込み　9月30日（火）までにメールにてお申込み
方　法　ください
問合せ　マタニティとあかちゃんとママの会　岸　
申込み　（☎76－4220）
　　　　（メール boldred-k@docomo.ne.jp）
　　　　　

身近な税金セミナーを開催します
　日常の生活に密接に関係している税金ですが、
「税金のことは難しくてわからない」などの理由
で距離をおいていませんか。
　身近な税金セミナーでは、消費税率の引上げや、
相続税・所得税に関する改正項目を中心に、わかり
やすく解説します。お気軽にご参加ください。

日　時　10月15日（水）17：00～18：00
場　所　ふるさと交流センター
　　　　（山北駅前ロータリー横）
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

糖尿病公開講座を開催します
　糖尿病患者にとっての運動効果・必要性、運動
方法や合併症として大きな問題になる足の変形や
壊
え そ

疽に対して、予防と日頃のお手入れの仕方など
についてお話します。

日　時　9月25日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　講義室
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　足柄上病院経営企画課　
　　　　鈴木（☎83-0351）


