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やまきた夕市を開催します
日　時　10月24日（土）13：00～17：00
　　　　※雨天決行（一部内容を変更することが
　　　　　あります）。
場　所　山北駅前商店街
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、さんま
　　　　大祭、各種余興ほか
※買い物中のマイカーの駐車は、山北町役場の駐
　車場をご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）
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座談会「町長と語ろうまちづくり」の開催について
　広報やまきた10月号にて、山北地区以外の日程
についてはお知らせしましたが、山北地区の日程
が決定しましたのでお知らせします。
　事前の参加申込みなどは必要ありません。ぜひ
ご参加ください。

メロディ放送は16:00に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
が、11月から２月までの間16：00になります。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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
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11月17日（火）・18日（水）

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）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

山北町産業まつりのお知らせ
　町では、町内の産業を町内外に広く紹介すると
ともに、イベントなどを通じて産業に従事する人
たちと交流を深め、町内産業の振興を図ることを
目的に「山北町産業まつり」を開催します。
　みなさんぜひご参加ください。

日　時　11月14日（土）９：30～15：00
※開催日につきましては、例年と異なっています
　のでご注意ください。
場　所　健康福祉センター駐車場・鉄道公園
内　容　・農産物、特産物などの販売
　　　　・新潟県旧山北町の海産品などの販売
　　　　・キャラクターショー
　　　　・ソーラン山北
　　　　・山北高等学校吹奏楽部演奏
　　　　・福餅まき
　　　　・山北ブランドのPR
問合せ　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

さんぽくまち

おかげさまで10年目
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　11月１日（日）７：00～８：30
　　　　　※小雨決行、荒天中止。
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場
　　　　　（山北駅前）
内　　容　野菜類、肉類、惣菜、花、食料品などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、詰め放題など
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

せ　と よしのぶ

大雨災害義援金募金に
ご協力をお願いします

　町では、平成27年台風18号等大雨災害義援金の
募金を実施しています。
　募金箱を、町内５か所に設置していますので、
みなさんの温かいご協力をお願いします。
　
募 金 箱　①役場１階エントランスホール
設置場所　②清水支所　③三保支所
　　　　　④生涯学習センター　⑤健康福祉センター
実施期限　11月13日（金）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

第2・3ブロック
平山地区

月　日 時　間 場　所 備　考
11月17日（火）
11月26日（木）

19:00から
19:00から

生涯学習センター
平山集会所



山北町立保育園の運営は、平成27年度電
源立地地域対策交付金を活用しています。消防団総合演習を実施します

　町では、向原児童館駐車場を会場に、消防団の
総合演習を行います。

日　時　10月25日（日）９：00～９：30
場　所　山下地区
内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、山北・岸・向原・共和地区でサイレン
が鳴りますが、火災と間違えないようご注意く
ださい。また、訓練に伴い一部で交通規制を行
いますので、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）

「プレミアム商品券」の有効期限が近づきました
　「あしれんプレミアム商品券」の使用可能期限
は10月31日（土）までです。期限後の商品券は
無効となりますので、ご注意ください。

問合せ　山北町商工会（☎76－3451）
　　　　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

向原保育園バザーのお知らせ
　向原保育園保護者会では、バザーを開催します。
　みなさんのご参加をお待ちしています。

日　時　11月７日（土）9：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作り小物、お菓子、家庭用品、子ども
　　　　用品、リサイクル品などの販売
問合せ　向原保育園保護者会
　　　　野口（☎75－1197）　片倉（☎75－0540）

水道メーター検針にご協力をお願いします
　２か月に一度、水道をご利用のご家庭や事務所
に検針員がお伺いしてメーター検針をしています。
　メーターボックスの上に物が置いてあると検針
ができないので、メーターまわりは検針しやすい
環境を保つよう、ご協力をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

平成28年度幼稚園・保育園の入園説明会
　平成28年４月から幼稚園・保育園に入園、入所
を希望される方への説明会を開催します。説明会の
参加申込みは不要ですので、直接お越しください。

サンライズ東山北の入居者を募集します
募集住宅　下本村中堅所得者住宅（サンライズ東山北）
　　　　　１戸（404号室３LDK）
主な入居資格　①入居者と同居親族の平成26年の月あ

たりの合計所得が15万8千円以上48
万7千円以下の方

　　　　　②町内、町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
家　　賃　67,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用できる場
合があります。（入居者負担額53,600～67,000円）

受付期間　10月16日（金）～30日（金）
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　11月中旬頃（予定）
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

❷

岸幼稚園バザーのお知らせ
　岸幼稚園保護者会では、バザーを開催します。
　みなさんのご参加をお待ちしています。

日　時　10月31日（土）10：30～13：00
場　所　高齢者いきいきセンター
※岸幼稚園駐車場（岸教職員住宅跡地）を利用で
きますが、台数に限りがありますので、乗り合
わせなどのご協力をお願いします。

内　容　ポップコーン、軽食、手作り食品、入園・
入学準備手作り品、日用雑貨、園服など
のリサイクル品、子ども服・玩具などの
販売

問合せ　岸幼稚園保護者会
　　　　猪坂　華英（☎090－6003－8092）

い さか か　え

場　所　生涯学習センター３階 視聴覚室
問合せ　幼稚園については
　　　　　学校教育課教育班（☎75－3648）
　　　　保育園については
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　日 時　間 対象園名 入園対象児

11月11日
（水）

14：30
から

13：30
から

山北幼稚園
岸幼稚園
三保幼稚園

3歳～5歳

わかば保育園 10か月～5歳

清水保育園 3歳～5歳

向原保育園 2か月～5歳



介護予防事業　ブナの木塾開催のお知らせ
　町では、ブナの木塾（体操教室）を開催しま
す。人は誰でもいつ介護が必要な状態になるかわ
かりませんが、それを予防するためには普段から
の心構えが大切です。

月　　日　11月10日（火）～平成28年２月16日
　　　　　（火）までの原則毎週火曜日
　　　　　（全14回）
時　　間　13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　町内在住で65歳以上の方
内　　容　健康運動指導士によるストレッチや筋
　　　　　力アップを兼ねた体操
※初日と最終日に体力測定をします。
定　　員　20名
料　　金　１回200円　
※全14回参加すると2,800円、最終日に集金します。
申込み期限　11月４日（水）まで
※ご自分で来ていただくことが原則ですが、交通
手段のない方は町による無料送迎を実施します。
申込み時にお伝えください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

足柄ロングライドが開催されます
　足柄上地域を自転車で一周するサイクリングイ
ベント「足柄ロングライド」が開催されます。
　開成水辺スポーツ公園をスタートし、一般道路
を走行します。速さを競うのではなく、楽しみな
がら走ることを目的としているため、道路の交通
規制は行いません。
　参加者は交通ルールを守り安全運転を心掛けま
すが、コース近くにお住まいの方やコース付近を
通行する場合はご注意ください。また、沿道から
の温かいご声援をお願いします。

日　　時　11月１日（日）９：00～16：00

走行コース　開成水辺スポーツ公園～丹沢湖～アサ
ヒビール神奈川工場～ブルックス大井
事業所～松田幼稚園～中井中央公園～
開成水辺スポーツ公園

問 合 せ　湘南ベルマーレスポーツクラブ
　　　　　（☎0463－73－6620）
　　　　　開成町企画政策課（☎84－0312）

「文学・歴史散歩」参加者を募集します
　太宰治ゆかりの「天下茶屋・太宰治記念館」や、
日本の代表的な作家である、与勇輝（創作人形作
家）・久保田一竹（染色家）の作品をご覧いただ
けます。また、21棟の茅葺屋根群と富士山の景色
を堪能できるコースです。ぜひご参加ください。
　
日　時　11月16日（月）８：30～17：30  
　　　　※雨天決行。　　
　　　　役場西側駐車場に集合

行き先　山梨方面（天下茶屋、与勇輝館、久保田
　　　　一竹美術館、西湖「いやしの里」など）

対　象　町内在住・在勤の方

定　員　30名程度（定員になり次第、締切り）

費　用　2,700円程度（高速道路代、入館料、写
真代、保険代など）

※人数により金額が変更になる場合があります。
※昼食は各自でご用意ください（いやしの里で、
　食事も可能です）。

申込み　10月30日（金）９：00から役場３階多目
方　法　的室にてお申込みください
※９：00以前にはお受けできません。
※申込みは、本人分のみとなります。
※定員に達していない場合に限り、生涯学習課窓
　口又は電話での申込みを同日13:00から受け付
　けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

❸

2015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「2015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４日（水）まで
応募方法　作品に指定の応募票を貼り付け、郵送
　　　　　してください
※応募票は2015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
※「2015あしがらアートの森・日本つながっ展」
　は11月15日（日）、21日（土）、22日（日）
　に開催されます。
問 合 せ　2015あしがらアートの森実行委員会
　　　　　（☎090－5761－5548）
　　　　　（メールyuichi0822@outlook.jp）

なか の ゆういち



YKA健康ウォーキング参加者募集
月　日　11月10日（火）
　　　　※雨天決行。
行き先　七沢森林公園、ランドマークタワー・シ
　　　　リウス（横浜市）で昼食、キリン横浜ビ
　　　　アビレッジ見学
集　合　参加者へ個別に連絡
費　用　・会員の方　 
　　　　　　7,000円～7,500円程度
　　　　　　（交通費、昼食代）
　　　　・新規入会の方
　　　　　　8,000円～8,500円程度
　　　　　　（交通費、昼食代、入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
に入会する必要があります。

持ち物　飲み物、敷物、雨具、健康保険証
申込み　10月26日（月）まで期　限
申込み　健康福祉センター窓口又は電話にてお申
方　法　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）

乳がん・子宮がん集団検診のお知らせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。受診を希望される方はお申込みください。
　なお、平成25年度に集団検診で受診された方には、受診票を送付しますので申込みの必要はありません。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指針で２年に１回が適切とされています。
※医療機関での検診を希望される方は、受診券を送付しますので、ご連絡ください。

※妊娠中又は妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、申請により自己負担が免除されますので、事前にお申込みく
　ださい。
※マンモグラフィは40～49歳の方は２方向、50歳以上の方は１方向の撮影となります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❹

糖尿病フェスタ＆公開講座
糖尿病フェスタ

　11月14日は世界糖尿病デーと制定されています。
　一緒に糖尿病について学んでみませんか。糖尿
病に関するパネル展示や血糖測定、お薬相談コー
ナーなど、各関連パンフレット、サンプルなどを
ご用意してお待ちしています。

日　時　11月７日（土）13：00～16：00
場　所　健康福祉センター２階
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。

第４回公開講座　糖尿病食調理実習

　毎日の食事はバランスをとりながら食べること
がとても大切です。日々の食生活を再確認して、
健康食を一緒に作りましょう。
　
日　時　11月７日（土）13：30から
場　所　健康福祉センター２階
講　師　管理栄養士　堺谷　礼子　氏
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
定　員　先着24名
費　用　無料
申込み　電話にて予約をしてください
方　法　（月～金曜日　８：30～17：00）
問合せ　足柄上病院経営企画課　
申込み　松本・鈴木（☎83-0351）

さかいや れい こ

【乳がん】
　視触診・マンモグラフィ（乳房X線検査）
　　40～69歳の方 2,000円
　　70歳以上の方 400円
【子宮がん（頸部検査）】
　　20～69歳の方 700円
　　70歳以上の方 無料
※年齢は平成28年３月31日が基準日です。

健康福祉センター

９：00
10：30
13：00
14：30

対　象・自己負担額受付時間 場　　所月　　日

12月14日（月）

平成28年
１月９日（土）

平成28年
２月９日（火）



「黒岩知事との“対話の広場”地域版
県西会場」参加者募集！
マグネット地域～県西パワー全開！
「未病を治す」で未来を創る！～

日　　時　11月６日（金）18：30～20：00
場　　所　小田原合同庁舎３階　会議室
        　　（小田原市荻窪350-1）
申込み期限　10月30日（金）まで　
※申込みについてはお問い合わせください。
※定員を超えた場合は抽選を行い、参加いただけ
　ない場合のみ11月４日（水）までに連絡します。
問合せ申込み　神奈川県県西地域県政総合センター 
　　　　　企画調整部企画調整課（☎32－8903）

下水道ふれあいまつり開催のお知らせ
　神奈川県下水道公社では、下水道事業PRの一環
として、住民の方々に下水道への理解と関心を深
めていただくため、下水処理場の施設を開放する
「下水道ふれあいまつり」を開催します。

日　時　10月31日（土）10：00～15：00
場　所　酒匂川流域下水道扇町管理センター
　　　　「扇町しらさぎ広場」（小田原市扇町6丁目819番地）
内　容　施設見学、下水道学習室、模擬店、アト
　　　　ラクションなど
問合せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
　　　　（☎0463－55－7438）

「R246福祉就職相談会」開催のお知らせ
　ハローワークでは、国道246号線沿線の介護施
設（御殿場市・小山町・松田町・山北町）20施設
を集め、福祉の仕事をお探しの方を対象に「R246
福祉就職相談会」を開催します。

日　時　11月５日（木）13：00～15：00
　　　　（受付開始12：30）
場　所  小山町総合文化会館  多目的ホール
　　　　（ＪＲ駿河小山駅から無料のシャトルバ
　　　　　スが出ます）
施設の特徴　・介護職未経験者歓迎、社宅・住宅補助
　　　　　有、資格取得支援制度有
　　　　・介護職関係の正社員・パート募集
問合せ　ハローワーク御殿場（☎0550－82－0540）

❺

杖道体験会のご案内
　杖道は木の棒を用いる武道です。約400年前、宮
本武蔵をうならせた技術の一部に触れてみませんか。

日　時　10月31日（土）
　　　　10：00～12：00 一般の部（高校生以上）
　　　　14：00～16：00 小・中学生の部　
 ※保護者同伴。
場　所　山北体育館体育室
参加費　無料
※体験に必要な道具は用意しますので、動きやす
　い服装でご参加ください。
主　催　足柄杖道
問合せ　礒部　友紀恵
申込み　（☎090－9394－9028）
　　　　（メールashigarajodo@gmail.com）

いそ べ ゆ き え

じょうどう

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

5,983,200円

1,922,400円

5,335,200円

2,278,800円

2,732,400円

2,073,600円

3,391,200円

5,940,000円

1,836,000円

5,184,000円

1,296,000円

2,592,000円

2,052,000円

2,786,400円

平成27年度
（仮称）なえぎの学校外構工事 株式会社松永組環境農林課

平成27年度　三保小学校太陽光・
風力併用型街路灯設置工事 加藤電気環境農林課

平成27年度　松ケ山隧道
詳細調査・補修設計業務委託 株式会社カナコン都市整備課

平成27年度
町道畑湯の沢線測量業務委託

有限会社
茜測量設計都市整備課

平成27年度
平山橋配水管布設替工事

有限会社
尾崎水道工事店上下水道課

平成27年度
検定満期メーター器交換工事

若林電工業
有限会社上下水道課

平成27年度　山北町立生涯学習セ
ンタートップライト周辺補修工事 今泉建設株式会社生涯学習課

入札結果９月中

※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　☎0550-76-5800　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　若干名
 　（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　若干名（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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタッフ
募　　集

行政相談所を開設します
　10月19日（月）から25日（日）は行政相談週間
です。役場内に行政相談所を開設しますので、こ
の機会にお気軽にご利用ください。

日　時　10月20日（火）13：00～16：00
場　所　役場３階　301会議室
内　容　国の行政機関の業務、公団・公庫などの

特殊法人の業務、国立病院などの独立行
政法人の業務、国の補助に係る業務、
県・市町村が国から法定受託している業
務などについて苦情や業務運営の改善を
求める意見・要望の相談に応じ、問題解
決の促進をお手伝いします

※相談は、秘密・無料です。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談員と
　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を
　お受けします。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

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　10月27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

11月５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
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

11月６日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケア
※助産師による乳房ケアは予約制で
す（先着４名）。初めて受ける方・
産後６か月以内の方を優先します。

母子健康手帳、乳房ケアのある方は
タオル

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、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
対　　象

内　　容

持 ち 物

11月４日（水）
９：30～９：45
健康福祉センター
平成27年３～５月生まれの乳児
お子さんの計測（身長・体重）
離乳食について［講義］
母子健康手帳

離乳食教室

お詫びと訂正
　10月１日発行のおしらせ版に掲載した「上下水
道工事に伴う交通規制のお知らせ」の記事で施工
業者の連絡先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）（株）エム・ティ・シー山北事務所（☎76－3577）
（誤）（株）エム・ティ・シー山北事務所（☎76－3922）


