
　山北町谷ケ1096－1　　TEL.0465－77－2204（担当／関）

※詳細はお気軽にお問い合せ下さい。

有料広告

●未経験者、学生歓迎、週一日、３～４時間～OK！
●制服貸与、交通費支給、土日のみでも可

☆契約社員 ・フロント又はマスター室
 ・１８万円～（年齢経験等による）
☆パ ー ト ・調　理　人…日給 １１,０００円
 ・厨房洗い場…時給 ８８７円
 ・レストランホールスタッフ
  一　般…………… ９２０円 ～
  学　生…………… ８８７円

急
募
急
募

リラクゼーションサロン「アンナマリー」
初回500円 割引あり

☆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7月7日㈫・8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）

「プレミアム付商品券」を販売します
　山北町と南足柄市、大井町、松田町、開成町の
１市４町では、12,000円分の買い物ができるお得
な商品券を10,000円で販売します。販売数に限り
がありますので、お早めにお買い求めください。
　参加登録店舗には、のぼり旗を掲げます。町ホ
ームページでも確認ができます。

１日当たりの ６月28日（日）：3,250セット
販売上限数 ６月29日（月）から７月１日（水）
　　　　　　　　　　　　：各日1,000セット
　　　　　※先着順に販売し、当日予定している
　　　　　　販売上限数に達し次第、終了。

日　　時　６月28日（日）～７月１日（水）
　　　　　９：00～15：00

※７月１日までに完売しなかった場合、
７月２日以降の平日９：00～15：00の
間に山北町商工会で販売します。

場　　所　役場１階　ご用ききスペース

対　　象　山北町に在住・在勤で、中学校を卒業
　　　　　以上の方　※本人に限ります。

1人あたりの　１人10セット（100,000円）購入上限数　

商品券利用　６月28日（日）～10月31日（土）可能期間　　

問 合 せ　山北町商工会（☎76－3451）
　　　　　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

川村小学校「学校公開」のおしらせ
日　時　６月20日（土）８：20～13：15

場　所　川村小学校

内　容　始業時刻から４校時までの、児童の学校
　　　　生活の様子を、町民の方に広く公開します

※ご都合のよい時間にご来校ください。
※最初に、正面玄関で受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問合せ　川村小学校（☎75－1142）

お　し　ら　せ　版

介護保険制度出前講座
　町では、地域の集会所などに出向き、介護保険
担当職員による制度についての出前講座を行いま
す。自治会・老人会などでご希望があればお申込
みください。
　原則、平日昼間の講座となりますが、夜間・休日
もできる限り対応しますのでお問合せください。

問合せ　保険健康課保険年金班
申込み　（☎75－3642）

有料広告募集中
広告サイズ、料金などが選べます。

詳細は、町ホームページをご確認ください。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

❶

平成２７年６月１６日発行 第５９７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/



青少年健全育成大会を開催します
　家庭・地域・学校が一体となって、次の時代を
担う青少年の健全育成を推進するため、青少年健
全育成大会を開催します。多数の方の参加をお待
ちしています。

日　時　６月27日（土）
　　　　13：00～16：00（12：30開場）

場　所　生涯学習センター多目的ホール

内　容　・「少年の主張」作文の入選者表彰と作文発表
　　　　・大会アピール
　　　　・講演
　　　　　演題「義足を翼にかえて」
　　　　　講師　鈴木　徹　氏
 （ロンドンパラリンピック走り高 
 　跳び４位入賞）

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間
　６月22日（月）から28日（日）は、全国一斉「子
どもの人権110番」強化週間です。
　学校における「いじめ」や、家庭内における児
童虐待など子どもをめぐる様々な人権問題につい
て、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、無料で電話相談をお受けします。
　ひとりで悩まず電話してください。

実施期間　６月22日（月）～28（日）

受付時間　８：30～19：00
　　　　　（土・日曜日は10：00～17：00）

電話番号　0120－007－110

費　　用　無料

問 合 せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

夏休み期間中の
放課後児童クラブの運営について
　町では、保護者が仕事や家庭の事情などで昼間
家庭にいない児童のため、放課後児童クラブを運
営しています。小学校が夏休み期間中は、次のと
おり運営しますので、ご利用ください。

開所日時　７月18日（土）～８月31日（月）
　　　　　８：00～19：00
※日曜日、祝日及び８月13日（木）～15日（土）は
　閉所します。

場　　所　川村小学校　Ａ棟１階

対　　象　町内の小学校に通う次のいずれかに該
　　　　　当する児童

①保護者が就労などにより昼間留守家
庭の児童
②保護者が長期疾病などで保護者に代
わる者がいない家庭の児童

定　　員　70名（通年利用者も含む）

負 担 金　月額10,000円（利用料、おやつ代など）
※昼食は、各自お弁当を用意してください。

申 込 み　６月24日（水）までに役場福祉課窓口へ
方　　法　お申込みください。書類審査のうえ入
　　　　　所を決定します
※申込書は福祉課窓口で配付しているほか、町
ホームページからダウンロードできます。

問 合 せ　福祉課福祉推進班
申 込 み　（☎75－3644）

食品衛生責任者養成講習会を
開催します

　
　「食品衛生責任者」の資格取得のための講習会を
開催します。

【受講申込み受付】※代理も可

日　　時　７月８日（水）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：00

場　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　２階　研修室

受講資格　義務教育履修中の方を除く満15歳以上
　　　　　で、日本語が理解できる方　

定　　員　100名

持 ち 物　証明写真（４cm×３cm）２枚、
　　　　　受講料10,000円（返金不可）

【講習日】

日　　時　７月23日（木）10：00～17：00

場　　所　足柄上合同庁舎2階　大会議室

問 合 せ　足柄食品衛生協会（小田原保健福祉事務
申 込 み　所足柄上センター内）（☎85－3730）

❷

すず き とおる



森あそび  キャンプ！キャンプ！！キャンプ！！！
日　時　７月４日（土）～５日（日）１泊２日

場　所　足柄森林公園丸太の森　

定　員　小学生　先着　30名

内　容　キャンプ体験
　　　　（テント泊・野外炊事・川あそび）

費　用　8,000円
　　　　（宿泊・活動費・食事代・保険代など）

申込み　６月20日（土）９：00から電話にてお申
方　法　込みください
※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。

森人すたいる  川遊び＆流しソーメン
日　時　７月12日（日）10：00～15：00

場　所　足柄森林公園丸太の森　

定　員　先着　30名（家族・親子・友達）
　　　　※お子様参加の場合は、保護者同伴。

内　容　川遊び、流しソーメン

費　用　2,000円（活動費・食材代・保険代など）

準　備　濡れてもよい服装・ウォーターシューズ

持ち物　お弁当・飲み物・タオル・着替え

申込み　６月27日（土）９：00から電話にてお申
方　法　込みください

あしがらアドベンチャーキャンプ①
明神ヶ岳で日の出を見るぞ！

日　時　７月28日（火）～29日（水）１泊２日

場　所　足柄森林公園丸太の森　

定　員　先着　30名（小学5年生～中学3年生）

内　容　「真夜中の明神ヶ岳登山。山頂1169ｍか
　　　　らの朝日を見よう！」
※日の出は天候により見られない場合もあります。

費　用　8,000円（宿泊・活動費・食事代・保険代）

申込み　７月５日（日）９：00から電話にてお申
方　法　込みください　
※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。

みずきフェスタ開催のご案内
　普段は入ることのできない水道施設の中を探検
してみませんか。各種イベントも行いますので、
詳しくはホームページをご覧ください。

日　時　７月25日（土）10：00～15：30
　　　　※小雨決行、荒天中止。
　　　　
場　所　社家取水管理事務所
　　　　（海老名市社家4587）

内　容　水道施設見学、自然観察（野鳥など）、
川の水が飲み水に変わる実験、相模川に
生息している魚の展示とふれあいコー
ナー、クイズラリーなど

費　用　無料

後　援　相模原市、厚木市、海老名市、山北町

問合せ　神奈川県内広域水道企業団総務課
　　　　（☎045－363－2049）
　　　　（URL　http://www.kwsa.or.jp ）

まきば館　一日陶芸教室を
開催します

日　　時　①７月11日（土）10：00～15：00
　　　　　②７月12日（日）10：00～15：00

場　　所　大野山乳牛育成牧場 まきば館

内　　容　作陶
　　　　　（器の成形、化粧土による文様付け）

講　　師　つぶらの窯　山本　わたる　氏

持 ち 物　弁当、飲み物、汚れてもよい服装
　　　　　（エプロンなど）

定　　員　各日15名（定員になり次第、締切り）

費　　用　１人3,000円
　　　　　（材料費・焼成費・講師料）

申込み期限　７月８日（水）

申 込 み　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電
方　　法　話又はFAXでご連絡ください

問 合 せ　講師　山本
申 込 み　（☎・FAX 76－4886）

❸

～丸太の森  イベント参加者募集～
足柄森林公園丸太の森
（☎７４－４５１０）



○正しい飼い方

　室内飼育に努めましょう
・猫は家の中で飼うなどして、公共の場所や
他人の土地、建物などを不潔にしたり、損
傷させたりしないよう注意しましょう

　首輪をつけましょう
・万が一家の外に出てしまった場合、地域の
方々に野良猫と間違われないように、首輪
をつけて連絡先などを記入し、飼い主がわ
かるようにしましょう

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

○所有者のいない猫（いわゆる野良猫）について

　野良猫に「エサ」を与えないでください
・可愛いから、可哀そうだからといって野良
猫に餌を与えてしまうと、野良猫が繁殖し
て増え続けることに繋がってしまうのでや
めましょう

　猫が嫌う「ニオイ」をまく（置く）
・猫が嫌う臭いのする薬剤（忌避剤）をまく
・酢（木酢液、お酢）や柑橘類（みかんやレ
モンなど）をまく

・ランタナ、レモンバームやレモングラスな
どのハーブを植える

・ドリップした後のコーヒーかすやインスタ
ントコーヒーをまく

※繰り返し対策を行うことで、「猫にとって
嫌な場所」だと認識させることが大切です。

小・中学校の教科書展示会を
開催します

　教科書展示会は、教科書の適正な採択に役立た
せるため、また、教科書関係者の教科書研究の便
宜と、教科書見本の効率的運用を図ることを目的
として設けらた制度です。
　神奈川県教育委員会では、次のとおり小・中学
校の教科書を展示し、一般の方に公開します。

日　時　６月19日（金）～７月８日（水）
　　　　９：00～17：00（土・日曜日を除く）

場　所　足柄上合同庁舎　別館２階　２Ａ会議室

展示物　・小学校用教科書
　　　　・中学校用教科書
　　　　・特別支援学校用及び小・中学校特別支
　　　　　援学級用教科書

問合せ　県西教育事務所足柄上指導課　
　　　　（☎83－5111　内線523）

❹

ペットの糞尿害について
～マナーを守りましょう～

　最近、犬・猫などのペットの糞尿（排泄物）の
不始末による悪臭・散乱などで困っているとの苦
情が町内各所から寄せられています。ペットが他
人の土地などで糞尿（排泄物）をすることによる
トラブルも発生していますので、他人に迷惑がか
からないように、適切に処分してください。

※「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」
には、飼い主の遵守事項として「動物を訓練
し、又は運動させるときは、公園、道路等公共
の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、また
は汚物で汚さないこと」と

　定められ、ペットの糞の放
　置は条例違反となり、悪質
　な場合には罰則規定が適用
　されます。

問合せ　環境農林課生活環境班
　　　　（☎75－3654）

ふん

猫を正しく飼いましょう
　最近、町に「野良猫を捕獲してほしい」というご意見が多く寄せられています。
　しかし、猫は『動物の愛護及び管理に関する法律』で愛護動物とされています。
　この法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分を目的に野良猫を捕獲することはでき
ません。
　飼い主の方が愛情と責任を持って周りに迷惑がかからない正しい飼育を行わない限り、捨て猫の問題や
放し飼い（外飼い猫）による周囲への危害・迷惑（糞・尿・イタズラ）などの問題の根本的な解決にはな
りません。

ふん



普通救命講習Ⅰを行います
日　時  ７月26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　６月26日（金）～７月16日（木）
期　間　９：00～17：00（土・日曜日を除く）

申込み　電話予約後、申請書を消防署・出張所へ
方　法　直接又はFAXにて提出してください
※電話予約は７月15日（水）までです。
※申請書は最寄りの消防署又は出張所で受け取る
　か、ホームページからダウンロードしてください。

問合せ　小田原市消防本部救急課
申込み　（☎49－4441　FAX49－2591）

URL（http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

応急手当普及員講習を行います
日　時　８月７日（金）～９日（日）の３日間
　　　　９：00～18：00

場　所　小田原市消防本部２階　講堂
　　　　（小田原市前川183－18）

対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、
　　　　松田町、山北町、開成町在住・在勤の方

内　容　応急手当普及員の資格取得のための講習
　　　　（全３日間受講することが必須）

定　員　20名（定員になり次第、締切り）

受講料　4,937円（テキスト代）

申込み　７月７日（火）～31日（金）
期　間　９：00～17：00（土・日曜日を除く）

申込み　電話予約後、申請書を小田原市消防本部
方　法　救急課へ直接提出してください
※電話予約は７月30日（木）までです。
※申請書は消防本部救急課窓口で受け取るか、
　ホームページからダウンロードしてください。

問合せ　小田原市消防本部救急課
申込み　（☎49－4441）

URL（http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

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
地籍調査事業測量等業務委託

三枝測量設計
株式会社 4,298,400円 3,942,000円総務防災課

平成27年度
自動体外式除細動器（AED）賃貸借 セコム株式会社 1,425,600円 1,088,640円保険健康課

平成27年度
町道茱萸ノ木松原先線測量業務委託

株式会社
技研コンサルタント 4,784,400円 4,320,000円都市整備課

平成27年度
町道滝入口線用地測量業務委託

有限会社
西湘測量設計事務所 864,000円 756,000円都市整備課

平成27年度
東山北駅前整備計画業務委託

株式会社
技研コンサルタント 1,047,600円 972,000円定住対策室

平成26年度
山北町お試し住宅（仮称）企画立案
及び設計業務委託（繰越明許）

有限会社中津川建築
設計コンサルタント 1,317,600円 907,200円定住対策室

平成27年度用紙（再生紙）一括購入 株式会社稲妻屋 1,512,000円 1,374,084円会　計　課
平成27年度
山北町プール一般開放管理運営委託

株式会社市川総業
小田原支店 3,196,800円 3,110,400円生涯学習課

入札結果５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）



問い合わせ先
入所相談 ▼新規施設　開設準備室　☎0550-88-1594　担当／堀江
職員採用 ▼医療法人社団　青虎会　☎0550-89-9953　担当／高橋

平成27年9月　新規施設開設 FUJI TORANOMON GROUP

介護老人保健施設・介護付き有料老人ホーム  菜の花の丘

完成予想図

■利用定員 ●介護老人保健施設（入所） １００人
 　（要介護認定者が利用する施設です）
 ●ショートステイ（短期入所） ２４人
 ●デイケア（通所） ２０人
 ●介護付き有料老人ホーム（入所） ９０人
 　（介護保険が無くても利用できる施設です）
■募集職種 ●看　護　師　募集人数　若干名
 ●介　護　員　募集人数　１５名
 　（必要教育等は行いますので資格等無くても応募可能となります）
 ●生活相談員　募集人数　　１名（社会福祉士・介護支援専門員）
　※給与・労働条件等は面接の際に決定させて頂きます。

静岡県　小山町（足柄駅より徒歩10分）
入 所 相 談
受　付　中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オープニング
スタッフ募集

「トイレットトレーニング」を開催します
　「トイレットトレーニング」に関するミニイベ
ントを行います。当日は、保健師の方からお話を
聞くことができます。
日　時　６月24日（水）13：00～13：30
場　所　子育て支援センター2階（健康福祉センター）
※予約は不要ですので、お気軽にお越しください。
問合せ　子育て支援センター（☎75－0818）

おはなし会（プチスペシャル）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。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　７月８日（水）11：00から
場　所　子育て支援センター2階（健康福祉センター）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❻

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
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。
日　時　６月23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）

「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

７月７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

７月２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。 これからの医療は？「ときどき入院、ほぼ在宅」

～第24回 地域住民対象医学講座～
日　時　７月11日（土）
　　　　14：00～16：00（受付開始13：30）
場　所　南足柄市文化会館　小ホール
　　　　（南足柄市関本415－1）
対　象　どなたでも
講　演　
１. 総論「地域包括ケアシステム」について
 小田原保健福祉事務所足柄上センター所長　
 　　　　　　　　　　　　　海法　澄子　氏
２. 南足柄市における訪問診療の現状と問題点
 　　　　　　 鈴木医院 院長　鈴木　哲　氏
３. 後方支援病院としての足柄上病院の役割
 足柄上病院地域医療連携室　太田　光泰　氏
定　員　200名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
共　催　南足柄市
後　援　足柄上医師会・小田原保健福祉事務所足
　　　　柄上センター
申込み　足柄上病院経営企画課へ電話又はFAXに
方　法　て、氏名・お住まいの市町村・電話番号
　　　　をおしらせください
問合せ　足柄上病院経営企画課　鈴木
　　　　（☎83－0351）（FAX82－5377）

すず き さとし
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