
リラクゼーションサロン「アンナマリー」
☆ボディケア&ヘッドケア&ホットストーン（もみほぐし）
30分2000円、60分4000円、90分6000円（延長10分700円）

☆スピリチュアルヒーリング
30分3000円、60分5000円、90分8000円

住　所：山北町山北1714（山北駅前交番裏の道、つき当り右手角　Ｐ有り）
営業日：毎週土曜11時～18時　※他5月12日㈫・13日㈬

ご予約・お問い合わせ、まずはお電話ください。
≪予約制≫080－1237－4051（高山中子）

平成２７年４月１６日発行 第５９３号
編集発行 山北町役場企画財政課
〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

☎０４６５－７５－１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

国民年金の加入手続きのご案内
　20歳から59歳までの方のうち次に該当する場合
には、国民年金第１号被保険者となるため、国民
年金に加入する手続きが必要です。

○会社を退職したとき
○配偶者が退職したことなどにより、第3号被保険
者（会社員が扶養する配偶者など）でなくなったとき

【手続きに必要なもの】
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など
・印鑑（認印）
・年金手帳

※就職に伴う第１号被保険者から第２号被保険者
（厚生年金加入者）への変更や、扶養認定に伴
う第１号被保険者から第３号被保険者への変更
手続きは、勤務先又は年金事務所にて行うこと
になります。共済組合加入者は、各共済組合へ
お問合せください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
　　　　小田原年金事務所（☎22－1391）

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（水・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、山菜などの物産販売、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。

お　し　ら　せ　版

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。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

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12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心より
お待ちしています。

日　時　５月２日（土）・３日（日・祝）9：00～17：00
販売品　野菜、果物、味噌など加工品、パン、赤飯、

山菜おこわ、山菜料理、野菜や花の苗ほか
※ご来店の方全員に、手作り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」
　　　　（☎75－3026）

❶

ぐみの木
近隣公園

岩流瀬橋

大口橋

地　区

町内全域

収集日
５月４日（月・祝）
５月７日（木）

もえるごみ
粗 大 ご み

種　別



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。設置を希望する場合は、事前に上下水
道課へご相談ください。
　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・汲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
ては、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、国の制度改定などによ
り変更となる場合があります。

問 合 せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　田屋敷住宅　
　　　　　２戸（306号室 1LDK・404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26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26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。
※入居資格の詳細は、町ホームページにも掲載し
ています。

受付期間　４月16日（木）～30日（木）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入し、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。
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

国民健康保険の加入・脱退手続きのご案内
○加入手続きについて
　職場の健康保険を脱退した方や、お勤めされて
いる方の扶養を抜けた方は、国民健康保険に加入
する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など、健康
　保険を脱退したことがわかる証明書
・印鑑（認印）
・銀行の通帳と登録印（口座引落しを希望する方）

○脱退手続きについて
　国民健康保険に加入していた方が、就職や扶養
認定などにより新しい健康保険に加入した時に、
国民健康保険から脱退する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・新しく加入した保険の保険証（コピー可）
・国民健康保険の保険証
・印鑑（認印）

問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

❷

「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（旧山北町）
との交流の一環として、山北地区を身近に感じてい
ただくため、７月５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、
今年も企画しました。縁日会場以外の観光地見学も
ありますので、ぜひご参加ください。

日　　程 ７月４日（土）～５日（日）
 ８：00 出発・23：00 解散
※移動は、貸切バスにて片道7時間程度の予定です。
※内容は、変更する場合があります。
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、保護者の方の同伴が必要です。 
定　　員　20名（定員になり次第、締切り）
参 加 費　8,300円
　　　　　（宿泊費（4日夕食・5日朝食代含む）、保険代など）
申込み期限　５月７日（木）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）

さんぽく

さんぽく



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
かる費用の一部を助成します。希望者は、接種前
に申請してください。

対 象 者　
○定期接種の方
　町内に住民登録のある方で、過去に接種したこ
　とがなく、①又は②に該当する方
　①満年齢が65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・
　　90歳・95歳・100歳の方
　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼
　　吸器・免疫機能障がいがあって身体障害者手
　　帳１級に相当する方
○任意接種の方
　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①又は②に該当する方
　①満75歳以上で、定期予防接種対象外の方
　②満65歳以上75歳未満の方で、心臓・腎臓・
　　呼吸器・免疫機能障がいがあって身体障害者
　　手帳１級に相当する方
接種期限　平成28年３月31日(木)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
接種回数　５年に１回
自己負担額　3,000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。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。

申込み方法　健康福祉センターに直接又は電話にて事
前にお申込みください

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（健康福祉センター内）
申 込 み　（☎75－0822）

❸

森林セラピー体験ツアー
「森のハンモックと春花の香りプラン」参加者募集

　春のそよ風の中、森林浴やハンモックに揺られ
ることで、心も身体も癒やされてみませんか。

日　時　５月16日（土）10：30～15：00
場　所　「河村城跡・洒水の滝コース」
集　合　健康福祉センター
内　容　10：30　集合受付、ストレス度チェック
　　　　11：00　セラピーウォーキング
　　　　12：30　昼食（セラピー弁当）
　　　　13：50　洒水の滝
　　　　14：30　ストレス度チェック
　　　　15：00　解散
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる場合があります。
定　員　限定14名（定員になり次第、締切り）
　　　　※参加者が5名以上で開催します。
費　用　2,000円（交通費別途）
準　備　ウォーキングができる服装（防寒）や着替
　　　　え、リュックサックなど
申込み　参加申込書により、直接又はFAX、メ－ル
方　法　にてお申込み下さい
※申込書は、役場保険健康課又は健康福祉センタ
　ーで配付しています。町ホームページからもダ
　ウンロードできます。
※参加申込み受付完了後、後日申込み代表者へ詳
　細をお知らせします。
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局（健康福祉センター内）
申込み　（☎75－0822　FAX76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

い

災害時要援護者避難支援制度への登録について
　町では、災害時に高齢者や障がいのある方など（災害時要援護者）を支援する災害時要援護者避難支援
制度を実施しています。
　災害時要援護者として登録されると、登録情報を自主防災組織（自治会）・民生委員・児童委員などの
地域支援者や近隣避難支援者が共有し、災害時の安否確認や安全に避難できる体制づくりに活用します。

※すでに登録されている方は、申込みの必要はありません。
※近隣避難支援者とは、支援が必要な人の近隣に住んでいる方で、災害時に情報の伝達や安否確認、避難
の手助けをしてくれる方。ただし、支援はできる範囲で行うもので、義務や責任を負うものではありません。

登 録 方 法登録対象者
75歳以上の高齢者でひとり暮らし・高齢者のみ
の世帯の方
・身体障がい（１・２級）、知的障がい（療育手
帳Ａ）、精神障がい（保健福祉手帳１級）の方
・介護保険の要介護３以上の方
その他、災害時に自力で避難又は災害情報を入
手することが困難な方

地区の民生委員が自宅へ登録申込書をお届けします
ので、希望する方はお申込みください

町から登録申込書を送付しますので、希望する方は
お申込みください

役場福祉課及び清水・三保支所に登録申請書があり
ますので、必要事項を記入のうえお申込みください

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）



東山北駅松田方面側にトイレが設置されました
　東山北駅の松田方面側降り口先に新しいトイレ
が設置され、４月から利用できるようになりました。
　それに伴い、東山北駅ホームに設置されていた
トイレは閉鎖となりましたのでご了承ください。
　
問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

森林セラピスト・森林セラピーガイド
資格取得にかかる費用の一部を補助します
　森林セラピー運営協議会では、山北町の森林セラ
ピーに興味のある方に対し、森林セラピスト・森林セ
ラピーガイドの取得にかかる費用の一部を補助します。

補助内容　森林セラピスト・森林セラピーガイドの
通信教育検定受講料　

対　象　町内に在住で、資格取得後に山北町森林
セラピー「森のおもてなしガイド」とし
て協力できる方

補助件数　２件（先着順）
補助額　上限20,000円　
申込み　健康福祉センターで配付する補助金交付
方　法　申請書に必要事項を記入し、直接お持ちください
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）（☎75－0822）

平成27年度銃砲刀剣類登録審査会について
　県では、次のとおり銃砲刀剣類登録審査会を行います。

日　程　５月14日（木）、７月15日（水）、９月16日（水）
受付時間　午前の部 9：30～11：15
　　　　午後の部 13：30～15：00
場　所　かながわ県民センター３階301会議室
　　　　（横浜市神奈川区鶴屋町2－24－2）
手数料　新規登録 6,300円
　　　　再 交 付 3,500円
　　　　製作承認 800円
問合せ　神奈川県教育委員会文化遺産課（☎045－210－8361）

❹

問合せ時　間

18：00～19：00

12：15～13：15
13：30～14：30
14：45～15：45
13：00～14：00
19：00～20：00
14：30～15：30
19：00～20：00
11：00～12：00
19：00～20：00
19：00～20：00
14：30～15：30

サークル名

マーリンスイミング

フィットネス桜
すみれ
アリエル
アクアンブルー
スイスイ
めだかの学校
アクア健康倶楽部
まんぼう

O’hana

曜日

月

月
火
火
水
水
水
金
金
月
火
金

費　用

１回

12回
１回
１回
１回

１回
１回
月

１回

800円

8,700円
500円
540円

約500円
月1,000～2,000円

500円
500円
2,000円

500円

野崎もも江（☎75－0703）
石井道子　（☎82－1506）
小西恵子　（☎76－3378）
橋本真知子（☎76－3017）
湯山節子　（☎76－3123）

杉本和子　（☎75－1017）

関　和子　（☎75－0885）

加藤勝芳
　（☎090－6018－7686）

備考

女性限定

の ざき え

いし い みち こ

こ にしけい こ

ゆ やませつ こ

はしもと ま　ち　こ

か とうかつよし

秋葉（☎090－8013－5541、
asupo2010jr@yahoo.co.jp）

あき ば

すぎもとかず こ

せき かず こ

軟式野球大会を開催します
月　日　５月24日（日）、５月31日（日）、６月14日（日）
※予備日は、６月21日（日）、６月28日（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14日（木）まで
※代表者会議を５月15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　山北町体育協会野球部
申込み　湯川靖法（☎090－8489－9403）

ゆ かわやすのり

水中運動を始めてみませんか
　現在、次のサークルで会員を募集しています。健康づくりに興味のある方は、気軽に参加してみてください。

※サークルによって活動内容や年会費などが異なりますので、ご注意ください。
※募集内容の詳細については、各団体へお問合せください。

場　　所　健康福祉センター３階「さくらの湯」運動浴室
持 ち 物　水泳帽、水着、飲み物、タオル
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



生涯学習活動モデル事業に助成します
　町では、生涯学習活動の推進を図るため、モデ
ルとなるような活動を行う自治会や町内の各種団
体などに助成金を交付します。

助成対象　教養を高めるための講座・教室などの
　　　　　開催、学習成果の発表会、地域の人々
　　　　　の交流を促進する活動など
助成金額　対象事業費の3/4以内（上限15万円）
助成期間　最長３年間　※毎年度審査があります。
募集団体　８団体
選考方法　申請書類により山北町生涯学習推進協
　　　　　議会で審査し、助成団体を決定します
申込み期限　５月８日（金）まで
申 込 み　役場生涯学習課窓口で配付する申請書に
方 　 法　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）

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　以下のすべての条件を満たす建築物　
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階建て以下のもの
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町民自らが所有し居住するもの
補助金額　診断費の2／3（上限２万円）
申込み方法　申請する方は、事前に相談が必要です
※事前相談の際、希望する建築物が補助対象となるか確認します
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）

落札事業所名 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27年度
広報やまきた・おしらせ版印刷

株式会社
セトプリント 6,145,200円 5,535,378円企画財政課

平成27年度
庁舎等清掃業務委託

株式会社
美装フジモト 27,993,600円 27,972,000円総務防災課

平成27年度　庁舎設備管理業
務委託（山北町役場庁舎）

大成有楽不動産株式
会社横浜支店 3,294,000円 3,132,000円総務防災課

平成27年度印刷機賃貸借 株式会社武書店 1,503,360円 1,503,360円総務防災課
平成27年度　山北町健康福祉
センター設備管理業務委託

株式会社
綜合サービス 5,572,800円 5,475,600円保険健康課

平成27年度　山北町転倒骨折
予防教室業務委託

東海体育指導
株式会社 1,987,200円 1,944,000円保険健康課

平成27年度複写機賃貸借 株式会社稲妻屋 496,800円 496,800円保険健康課
平成27年度
一般廃棄物収集運搬業務委託

有限会社
共和衛生工業 32,940,000円 31,752,000円環境農林課

平成27年度
水質検査業務委託

株式会社
総合環境分析 7,365,600円 2,268,000円上下水道課

平成27年度　小学校スクール
バス運行業務委託 有限会社丹沢交通 14,547,600円 10,942,776円学校教育課

平成27年度　山北町パークゴ
ルフ場芝管理業務委託 有限会社小泉産業 4,449,600円 3,812,400円生涯学習課

平成27年度
山北町立生涯学習センター
空調機器保守点検業務委託

大成有楽不動産株式
会社横浜支店 1,587,600円 1,350,000円生涯学習課

平成27年度
やまきた議会だより印刷

株式会社
あしがら印刷 1,252,800円 1,117,800円議会事務局

入札結果３月中

❺

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万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）



食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座受講生募集
　食生活改善推進員とは、食を通じた健康づくり、
食育の担い手として地域で活動するボランティア
です。養成講座を受講することで、食生活改善推
進員になることができます。
日　　時　【第1回】6月22日（月）9：30～12：00
※平成28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。
会　　場　・小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　・山北町健康福祉センター　ほか
内　　容　・食生活改善推進員の役割とは
　　　　　・栄養の基礎知識、栄養価計算
　　　　　・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８日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

世附キャンプセンターのログハウスをお譲りします
　（公財）山北町環境整備公社では、閉鎖となった
キャンプ場内にあるログハウスを無償譲渡します。
設置場所　山北町世附945－1（世附キャンプセンター内）
提供棟数　・22.56㎡（6.8坪）築24年：３棟
　　　　　・19.44㎡（6.0坪）築29年：３棟
譲渡要件　①町内在住の方
　　　　　②解体・搬出は法令に基づき手続きを行

　い、費用は引取り人の負担となります
建物の確認　４月20日（月）～５月９日（土）
　　　　　※希望する方は、事前にご連絡ください。
搬出期限　６月15日（月）
問合せ申込み　（公財）山北町環境整備公社（☎78－3415）

お詫びと訂正
　広報やまきた４月号10ページ中、消防団分団長
の紹介に誤りがありました。　　
　お詫びして訂正させていただきます。
【正】第12分団　山口　徳一（尾崎）
【誤】第13分団　山口　徳一（尾崎）

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28日（火）14：00～16：00
場　所　役場４階　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）

❻

子育て支援センターからのお知らせ
　子育て支援センターを利用したことがない方を
対象としたミニイベントを開催します。施設の案
内や、保健師から子育てに関するお話を聞くこと
ができます。
　
日　時　４月22日（水）10：30～11：00
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
※当センターの利用には、事前の予約は不要です。
　親子揃ってお気軽にご利用ください。
問合せ　子育て支援センター（☎75－0818）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所
持 ち 物

５月８日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
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。

月　　日
受付時間
場　　所

５月12日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、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

５月７日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

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
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

持 ち 物

５月７日（木）
10：00～15：30
松田町健康福祉センター
妊婦とそのご家族
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
　呼気一酸化炭素濃度測定
母子健康手帳、筆記用具、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

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。


