
町営住宅の入居者を募集しています
募集住宅　新根下住宅4階　1戸（401号室3LDK）
　　　　　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27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27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。
受付期限　4月28日（木）まで
応募方法　入居申込書に必要事項を記入して、定 
　　　　　住対策課に提出してください
※入居申込書は定住対策課で配付しています。
※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　定住対策課定住対策班
申 込 み　（☎75－3650）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　5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、つめ放題
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

中学校環境整備作業の
ボランティアを募集しています
　山北中学校では、体育祭に向け次の日程で環境
整備作業を行います。
　ご協力いただける方は、4月25日（月）までにお
申込みください。また、軽トラックや草かき、鎌

かま
、

草刈り機などお持ちの方は、当日ご持参ください。

日　時　5月7日（土）9：15～12：00
　　　　※予備日8日（日）。
問合せ　山北中学校　教頭
申込み　（☎75－0755）

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。

収 集 日 種　別 地　区
5月4日

（水・祝） もえるごみ 全地区

5月6日
（金）

もえないごみ 山北第2・第3、
岸、向原

粗大ごみ 全地区
※町民カレンダーに収集日要注意印がついています。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

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（金・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。

❶

 お し ら せ 版

平成２８年４月16日発行  第６１６号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 政 策 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/



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 対 象 者 登　録　方　法
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

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

・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

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

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

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）

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）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

○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）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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）
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山北町耐震改修促進計画改定（案）に 
ついての意見を募集しています

　町では、山北町耐震改修促進計画の改定に伴い、
町民のみなさんから幅広く意見を募集しています。詳
細は、町ホームページをご覧ください。

募集期限　4月28日（木）まで
閲覧場所　都市整備課窓口又は町ホームページで 
　　　　　閲覧できます
意見提出　意見用紙に必要事項を記入し、都市整 
　　　　　備課窓口、郵送又はメールにて提出して 
　　　　　ください
※ご意見に対する個別の回答はしませんので、ご了 
　承ください。
問 合 せ　〒258－0195  山北町山北1301－4
提 出 先　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
　　　　　（メール toshi@town.yamakita.kanagawa.jp） 

『山北町商品券』を
利用できるお店が増えました！

　3月に山北駅前にオープンしたコンビニ「ニューヤ
マザキデイリーストア山北駅前店」で、山北町商品券
の利用ができるようになりました。

問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

ぐみの木近隣公園駐車場の利用について
　ぐみの木近隣公園をご利用いただくにあたり、お
車でご来園の際は、下流側にあります駐車場をご利
用ください。道路上に駐車するとほかの利用者のご
迷惑になりますので、みなさんが気持ち良く公園を
利用していただくために、ご協力をお願いします。

※駐車場の出入り口には段差があります。ご利用の 
　際はご注意ください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

福祉タクシー券の利用方法が変わります
　町では、障がい者の外出支援として、初乗り運賃分
を助成する福祉タクシー事業を実施してきました。
　この度、タクシー券を利用しやすくするため、今ま
での初乗り運賃分を助成する内容を改め、金券を交
付することとしました。

変更内容　
【改正前】　福祉タクシー券（初乗り運賃分を助成）
　　　　　　を交付
【改正後】　金券（500円券、100円券の2種類）
　　　　　　を交付
開始時期 　4月1日（金）から
対　　象　身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・ 
　　　　　2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、身 
　　　　　体障害者手帳3級及び知能指数50以下 
　　　　　の方で、町内に引き続き1年以上居住され 
　　　　　ている方（施設入所者は除きます）
問 合 せ　福祉課福祉推進班
　　　　　（☎75－3644　FAX 79－2171）
　　　　　（メール fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp）

消防団ポンプ性能検査及び
礼式訓練を実施します

日　　時　4月24日（日）
　　　　　性能検査　  9：00～12：00
　　　　　礼式訓練　13：30～16：00
場　　所　役場西側駐車場

※訓練に伴い、午前中は駐車場全面を、午後は駐車 
　場半分を使用する予定です。ご迷惑をおかけしま 
　すが、ご協力よろしくお願いします。

問 合 せ　総務防災課防災消防班
　　　　　（☎75－3643）

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13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　4月23日（土）・24日（日）　9：00～17：00
販売品　野菜、果物、味噌など加工品、山菜おこわ、 
　　　　竹の子料理、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）
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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　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助成を実施しています。

対　　象　平成28年度に次の年齢となる町民の方

①75歳以上 昭和17年4月1日以前に生まれた方
②70歳 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生まれの方
③65歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生まれの方
④満60歳以上 
　65歳未満

心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有し、身
体障害者手帳1級に相当する方

※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカラ 
　イド）の接種を受けたことがある方は対象外となります。
※満66歳以上75歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを 
　有し、身体障害者手帳1級に相当する方も対象となります。
接種期限　平成29年3月31日(金)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など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　健康福祉センター窓口又は電話にて事前にお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

不育症治療費を助成します
　子どもの出生を望んでいるものの、流産などを
繰り返すことにより子どもを持てない夫婦に対
し、4月1日（金）以降に不育症治療を開始した方
を対象に、治療費（保険診療対象外）に要する費
用の一部を助成します。

※不育症であるかを診断するための検査費用は助 
　成の対象となりません。

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

特定不妊治療費を助成します
　不妊治療のうち医療保険が適用されない体外受
精や顕微授精（特定不妊治療）について、4月1日
（金）以降に特定不妊治療を終了した方を対象に、
神奈川県の実施する助成事業に上乗せする形で、そ
の治療費に要する費用の一部を助成します。

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

音楽講座「春をうたう」を開催します
日　時　5月15日（日）14：00から
場　所　生涯学習センター3階　視聴覚ホール
内　容　さくらさくら、おぼろ月夜などの春の 
　　　　うたの歌唱と鑑賞
入場料　無料　※申込みは不要です。
問合せ　ヴォーカルグループ「山びこ」事務局　
　　　　武井（☎76－3288）

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。設置を希望される場合は、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

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される
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、国の基準改定などによ 
　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）
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入札結果3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）

企画財政課 平成28年度
広報やまきた・おしらせ版印刷 株式会社ソーゴー 6,361,200円        5,400,000円　   

総務防災課 平成28年度
山北町役場ほか町有6施設電力供給 株式会社イーセル 35,845,200円 30,588,226円

総務防災課 平成28年度
庁舎等清掃業務委託

株式会社
美装フジモト 29,991,600円 29,916,000円

総務防災課 平成28年度
庁用マイクロバス賃貸借

有限会社
田中モータース 11,145,600円 11,124,000円

総務防災課 平成28年度
庁用普通自動車賃貸借

有限会社
杉本自動車整備工場  3,713,040円  3,672,000円

総務防災課 平成28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  3,596,400円  3,240,000円

保険健康課 平成28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  5,691,600円  5,572,800円

保険健康課 平成28年度
山北町転倒骨折予防教室業務委託

BestBalance
株式会社  2,548,800円  2,045,520円

保険健康課 平成28年度
印刷機賃貸借 株式会社武書店  1,185,840円  1,172,880円

環境農林課 平成28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 33,771,600円 32,400,000円

上下水道課 平成28年度
水質検査業務委託

一般財団法人
北里環境科学センター  7,851,600円  5,889,240円

議会事務局 平成28年度
やまきた議会だより印刷

株式会社
あしがら印刷  1,296,000円  1,105,272円

生涯学習課 平成28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  4,298,400円  3,607,200円

生涯学習課 平成28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  1,641,600円  1,393,200円

※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　財務課財産管理班（☎75－3652）

森林セラピー体験ツアー参加者募集
新緑と春花♪森林ヨガプラン

日　時　5月14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　セラピーウォーク・森林ヨガ（雨天時は室内）
※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　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　3,000円（町民の方は1,500円）
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  FAX 76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

軟式野球大会を開催します
月　　日　5月22日（日）、5月29日（日）、
　　　　　6月 5日（日）
※予備日は、6月12日（日）、6月26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12日（木）まで

※代表者会議を5月13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

ゆ か わ
川　靖

やすのり
法（☎090－8489－9403）

❺



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　5月10日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

ママパパクラス
月　　日　5月7日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45から）
場　　所　健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）　
　　　　　・妊娠中の栄養[講話]
内 　 容　・妊娠中の歯の健康[講話・実技]
　　　　　・町の子育て支援事業について
　　　　　・呼気一酸化炭素濃度測定[実技]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル
申込み方法　予約制です。前日までに保険健康課
　　　　　健康づくり班へお申込みください
※動きやすい服装でお越しください。

離乳食教室
月　　日　5月11日（水）
受付時間　9：30～9：45
場　　所　健康福祉センター

対　　象
　おおむね生後5～8か月の乳幼児とその

　　　　　ご家族（5～8か月以外の月齢で必要と 
　　　　　される方も受けられます）
内　　容　お子さんの計測（身長・体重）
　　　　　離乳食について[講義]
持 ち 物　母子健康手帳
申込み方法　予約制です。5月2日（月）までに保険健
　　　　　康課健康づくり班へお申込みください

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動体験教室
月　日　5月10日（火）、24日（火）
　　　　6月  7日（火）、21日（火）
　　　　7月  5日（火）、19日（火）
時　間　10：30～11：30（初回は10：00から）
場　所　健康福祉センター 3階　運動浴室
対　象　町内在住で水中運動の経験が少ない成人の方
講　師　健康運動指導士　
費　用　1回800円（参加費・運動浴室・さくら 
　　　　の湯利用料）
※お申込みの方へは詳細を別途ご連絡します。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

スクエアダンスを踊ってみませんか
　スクエアダンスは、4組のカップル（8人）がカ
ントリー＆ウエスタンのメロディに乗って踊るレ
クリエーションダンスです。
　私たちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか。

日　時　5月13日（金）～8月26日（金）
　　　　毎週金曜日　9：30～12：00　
※8月12日（金）は休み。
※1～2週目は、体験教室としますので、お気軽に 
　お越しください。
場　所　健康福祉センター2階　会議室
定　員　8名
費　用　3,500円（全15週分・テキスト代・会場費）
※動きやすい服装、靴でお越しください。

問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
申込み　岩

い わ た
田　かおる（☎75－0270）

食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座受講生募集
（1市5町共同開催）

　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。養成講座を受講し、修了後は食生活
改善推進員になることができます。

日　　時　【第1回】6月21日（火）9：30～12：00
※平成29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　健康福祉センターほか各市町会場
内　　容　・栄養の基礎知識、栄養価計算
　　　　　・調理実習など
費　　用　4,000円（テキスト・調理実習材料代）
　　　　　500円程度（献立制作発表材料代）
※講座修了後に食生活改善推進団体の年会費とし 
　て、3,000円を徴収します。
申込み期限　5月13日（金）まで
問合せ申込み　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について、お気
軽にご相談ください。

実施日 時　間 場　所
5月11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）

❻


