
≪チャレンジデー≫開催
5月25日（水）
みなさんが参加者です !

チャレンジデーとは
　毎年5月の最終水曜日に世界中で実施されてい
るスポーツイベントです。
　0：00から21：00までの間に15分間以上継続し
て運動やスポーツなどを行った住民の参加率を、
人口規模がほぼ同じ自治体同士が競い合います。
　山北町の対戦相手は、北海道芦

あ し べ つ し
別市です。

参加方法
①実行委員会が開催するイベントに参加

オープニングイベント
時　間　9：00～9：30
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
内　容　ストレッチ体操・ラジオ体操・長生きサンバ

ファイナルイベント
時　間　19：00～20：00
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
内　容　ソーラン山北

※その他、さまざまなイベントを実施します。詳
細は、5月1日付けで各戸配付されたチラシをご
覧ください。

②自主チャレンジで参加
ウォーキングや体操、ごみ拾い、農作業など、
どんな運動でも該当になります

報告方法　※「自主チャレンジ」の方のみ、報告 
　　　　　　が必要です。
①参加報告書を投かん
※回収箱は役場・生涯学習センター・健康福祉セン

ターのほか、小田原百貨店（山北店）・サークル
K山北店・サンクス平山店・ニューヤマザキデイ
リーストア山北駅前店などにも設置します。

②実行委員会へ電話又はFAXにて連絡
③町ホームページの報告フォームに入力

問 合 せ　山北町チャレンジデー実行委員会
　 　 　　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　 　 　　（☎75－3649　FAX 75－3661）
　 　 　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

コンビニエンスストア内に
公共交流スペースがオープン！！
　3月12日に山北駅前でニューヤマザキデイリー
ストアが開店し、官民パートナーシップにより公
共サービスを提供する公共交流スペースがオープ
ンしました。
　公共交流スペースには、町の観光・定住情報な
どがわかる行政情報掲示板やイベント・各種催しの
情報などがわかる地域情報掲示板、各種パンフレッ
トが配架され、電車やバス、送迎車の待合場所とし
て利用できます。また、空き家バンクの物件情報や
ハローワーク松田の求人情報が閲覧でき、町のプロ
モーションビデオなども視聴できます。
　なお、地域情報掲示板については、まちづくり
の活性化に寄与するものであれば、周辺住民・事
業者・ボランティア団体・サークルなどが自由に
掲示できますので、ぜひご利用ください。

問合せ　定住対策課定住対策班　
　　　　（☎75－3650　FAX 75－3661）

平成29年山北町成人式のご案内
　平成29年の成人式の日程が決まりましたので、
お知らせします。成人の日の前日となっています
ので、ご注意ください。

日　時　平成29年1月8日（日）
　　　　※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（受付開始10：00）
場　所　生涯学習センター　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）

公園を利用するみなさんへ
　みなさんがいつでも気持ちよく使える公園である
ように、次のマナーを守って使用してください。

・ごみは各自で持ち帰りましょう
・樹木や遊具を大切にしましょう
・公園内での火気の使用は厳禁です

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
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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）

ダム洪水対応などの演習を行います
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流
に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り
人などへの警報、ダム操作などを的確に行うため
演習を行います。

【三保ダム洪水対応演習】
日　時　5月27日（金）10：00～16：00
場　所　三保ダムから酒匂川河口に至る区域
内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー 
　　　　による放送、ダム放流中の電光表示を行 
　　　　います（実際にはゲート放流は行いません）

【玄倉ダム・熊木ダム管理演習】
日　時　5月31日（火）9：15～16：00
場　所　熊木ダムから玄倉第1発電所まで
内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー 
　　　　による放送を行います（実際にはゲート 
　　　　放流は行いません）

問合せ　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理
　　　　事務所（三保ダム）（☎78－3711）

農業支援策のご案内
　町では、次のとおり農業支援策を設けています
ので、ご活用ください。

【鳥獣被害防止柵等補助制度】

補助内容　鳥獣被害防止に使用する柵（電気柵を 
　　　　　含む）・網の資材購入費
対　　象　町内の農地を所有する方や耕作してい 
　　　　　る方（個人又は組合などの共同で申込 
　　　　　みできます）
補 助 額　資材購入費の3／4以内（電気を供給す 
　　　　　るための装置については1／3以内） 
　　　　　で、1人あたりの上限は10万円（100円 
　　　　　未満は切捨て）
必要書類　購入費が確認できる領収書、設置状況 
　　　　　が確認できる写真

【農業用ビニールハウス等補助制度】

補助内容　農地に設置する農業用ビニールハウス 
　　　　　などの資材購入費
対　　象　町内の農地で耕作している方や、今後 
　　　　　耕作しようとする方
補 助 額　資材購入費の1／2以内で、1人あたり 
　　　　　の上限は5万円（100円未満は切捨て）
必要書類　購入費が確認できる領収書、設置状況 
　　　　　が確認できる写真

【有害鳥獣追い払い用ロケット花火配付】

　農作物に被害を与える有害鳥獣を追い払うこ
とを目的に、ロケット花火を無料で配付してい
ます。

問 合 せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

平成28年経済センサス-
活動調査にご協力をお願いします
　全国の事業所や企業を対象とした平成28年経済
センサス-活動調査が実施されます。町でも調査員
が事業所や企業を訪問しますので、ご協力をお願
いします。

調査開始　5月20日（金）頃から

問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

防災行政無線戸別受信機設置の申込み
　町の防災行政無線放送を屋内で受信できる戸
別受信機の、平成28年度分の申込みを受付けま
す。
　なお、町内にお住まいの方には、町が設置費用
の2／3を助成します。

本　人　①戸別受信機のみを設置する場合
負担額　　  9,784円
　　　　②戸別受信機及び外部アンテナが必要な場合
　　　　　18,056円
※外部アンテナは電波の状況により必要となる場合

があり、設置時に受信調査を行い決まります。
申込み　7月29日（金）まで
期　限　
問合せ　総務防災課防災消防班
申込み　（☎75－3643）
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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円程度（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31日（火）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

歯の衛生週間（フッ化物洗口普及事業）
～健康づくりは　お口のケアから～
日　時　6月9日（木）13：30～16：00
場　所　足柄上合同庁舎本館2階　大会議室
内　容　歯科検診、歯科相談、歯磨き指導、フッ

素塗布、フッ化物洗口体験、プラークテ
スト（むし歯になり易いか？）、ペリオ
スクリーン（歯周病テスト）、その他

費　用　無料　
※申込みは不要です。
※工事中のため、駐車場は使用できません。バスでの 
　ご来場をお願いします。
問合せ　足柄歯科医師会事務所（☎74－1180）
　　　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

おだあし田んぼアート2016参加者募集
～私たちの水源の田植えイベント～
　町が神奈川県の水源地であるということを
知っていただくためのイベントです。田んぼに
「OUR WATER SOURCE（私たちの水源）」
の文字を描きますので、大勢の方のご参加をお待
ちしています。

日　時　6月4日（土）8：30～13：30
場　所　山北町谷ケ（谷峨駅周辺）
内　容　・田植え
　　　　・ジビエ料理
　　　　・間伐材を利用したコースターワークショ
　　　　  ップ
参加費　大人1,500円、小学生以下750円、未就

学児300円
　　　　（食事代、イベント保険料、田んぼカフェ1杯分）　
主　催　小田原足柄異業種交流勉強会
問合せ　高山（☎090－6495－0777）
　　　　花坂（☎080－1656－0566）
　　　　（URL https://www.facebook.com/events/904575062988351/） 

西丹沢アドベンチャーランが行われます
　西丹沢アドベンチャーランとは、山北町を舞台
に森林の中や川を走る新しいスタイルのランニン
グレースです。
　当日は登山道をコースとして使用しますので、登山
をする方は十分ご注意ください。
　なお現在、参加者募集中です。詳しくは観光協会
へお問合せください。

開 催 日　6月4日（土）
スケジュール　 9：00　スタート　
（予定）　　　　  玄倉「ふれあいランド」
　　　　 15：30　表彰式
　　　　 18：30　レース終了
種　  目　「42キロラン」　ソロ・ペア
　　  　　「21キロラン」　ソロ・ペア
問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）

オストメイト健康相談会
日　時　5月29日（日）13：30～16：30
場　所　小田原市民会館
対　象　人口肛門・人工膀胱保有者の方とその家族 
　　　　及び医療関係者並びに関心のある方
内　容　講演：在宅と施設入所のストーマケアの 
　　　　　　  現状
講　師　小

こばやし
林　順

じゅんこ
子　氏（小田原医師会訪問看護

ステーション管理者）
本
ほ ん だ

多　美
み や こ

弥子　氏（小田原市ケアネットオー
マイネットワーク部会長）

相談員　清
し み ず

水　けい子
こ

　氏（小田原市立病院皮膚・排
泄ケア認定看護師）

参加費　無料　
問合せ　（公社）日本オストミー協会神奈川支部 
　　　　事務局（☎0466－45－4216）　　
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5月は消費者月間です
　県では、「みんなの強みを活かせ～安全・安心
な社会に一億総活躍～」をテーマに、関連事業を
次のとおり実施します。

＜消費者力アップ！フェスタかながわ＞
日　時　5月20日（金）13：00～16：30
場　所　かながわ県民センター2階　ホール
内　容
①講演：みんながつながりひろがる消費者教育
　　　　～あなたがつくる新たな一歩～
　講師：柿

か き の
野　成

し げ み
美　氏

　　　　（公益財団法人消費者教育支援センター 
　　　　総括主任研究員）
②団体発表・資料展示
　平成27年度「消費者力アップ！県民提案事業」 
　の受託団体が、活動内容の発表を行います
問合せ　神奈川県県民局くらし県民部消費生活課
　　　　（☎045－312－1121）

汚泥発酵肥料を無料で配付します
　足柄上衛生組合は、汚泥発酵肥料（足柄のみの
り）を無料でお配りしています。

配付方法　申込みのうえ、軽トラック、2tダンプ 
　　　　　車などの自動車で取りに来てください
※肥料は、袋詰めされていません。
主な成分　窒素全量1.2％、りん酸全量0.7％、
　　　　　加

か り
里全量0.5％未満、炭素窒素比15

登録番号　生91075号（農林水産省登録の肥料です）
※平成28年3月3日に肥料を測定した結果、放射

性セシウムは不検出でした。安心してお使いい
ただけます。　

問合せ申込み　足柄上衛生組合業務課（☎74－0722）

神奈川県動物保護センターの
建設基金を募集します

　神奈川県動物保護センターでは、平成26年度
に犬と猫の殺処分がゼロになりました。これを機
に、老朽化した施設を建替え、動物を「処分する
ための施設」から「生かすための施設」へと転換
します。動物保護センター建設基金への寄付にご
協力をお願いします。

寄付方法
①納付書（税制控除対象）…郵送で納付書を送付 
　します
②クレジットカード（税制控除対象）…インター 
　ネットで申込み
③口座振込（税制控除の対象外）
　振込先銀行名:横浜銀行県庁支店
　口座番号:普通預金6045631
問 合 せ　神奈川県生活衛生部（☎045－210－4947）

山北町カヌー体験教室 
～Ｂ＆Ｇクリーンフェスティバルin丹沢湖～
　カヌーマラソンin丹沢湖の参加を目指したカ
ヌー体験教室を開催します。教室参加者には、カ
ヌーの貸出しもできますのでご相談ください。

日　　時　6月11日（土）
　　　　　午前の部  　9：30～11：30
　　　　　午後の部　13：00～15：10
開催場所　丹沢湖
集合場所　焼津ボート乗り場
対　　象　小学校3年生以上（初心者でも楽しめます）
内　　容　カヌー教室、湖畔のクリーン活動
定　　員　午前の部、午後の部 各20名（定員を 
　　　　　超えた場合、抽選。町内在住の方優先）
費　　用　無料
持 ち 物　昼食、水着、着替えなど
申込み期間　5月16日（月）～6月3日（金）
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

不法電波はいけません！ 
～電波利用環境保護周知啓発強化期間～
　総務省では、6月1日（水）から10日（金）ま
でを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」とし
て、電波を正しく利用していただくための周知・
啓発活動及び不法無線局の取締りを強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切なもので
す。電波のルールはみんなで守りましょう。
　
問合せ　関東総合通信局
　　　　・不法無線局による混信・妨害
　　　　　（☎03－6238－1939）
　　　　・テレビ・ラジオの受信障害
　　　　　（☎03－6238－1945）
　　　　・地上デジタルテレビ放送の受信相談
　　　　　（☎03－6238－1944）

「足柄乃文化」第43号を発刊しました
　山北町地方史研究会が、機関誌「足柄乃文化」
の最新号を発刊しました。
　今号は、NHK大河ドラマの時代考証を度々担
当され、戦国時代史研究の第一人者として数多く
の著書を持つ小

お わ だ
和田哲

て つ お
男 静岡大学名誉教授の講演

録をはじめ、町内の川に棲む動物のことや民俗、
交通史、古文書など多岐にわたり、町の歴史に関
する内容を掲載しています。ぜひ一度お手にとっ
てご覧ください。

販売場所　役場2階生涯学習課窓口
価　　格　1,500円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

❹



入札結果4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）

都市整備課 平成28年度
町道共和清水線舗装補修工事 有限会社酒匂土木　 5,281,200円        5,076,000円　   

都市整備課 平成28年度
土木積算システム機器賃貸借

NECキャピタルソリューション　
株式会社神奈川支店 3,965,760円 3,939,840円

上下水道課 平成28年度
山北町水道事業計画見直業務委託

株式会社東洋設計
事務所神奈川出張所　 6,512,400円 6,048,000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）

男性のための料理教室
日　時　6月4日（土）9：30から
場　所　健康福祉センター2階　調理実習室
内　容　中華料理（チャーハン、餃子ほか）
定　員　30名
費　用　700円程度（人数により変動あり）
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　5月27日（金）まで期　限　
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

教育委員会とフリースクールなどによる 
不登校相談会

　神奈川県教育委員会では、フリースクールなどと連
携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護者を対象
に相談会を行い、一人ひとりの自立や学校生活の再開
に向けた支援を行います。

日　時　6月4日（土）13：00～16：30
　　　　（受付12：30～16：00）
会　場　神奈川県立青少年センター 研修室1ほか
　　　　（横浜市西区紅葉ヶ丘9－1）
内　容　・不登校を経験した子どもや保護者による

座談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介
　　　　・個別相談会　など
参加費　無料
※事前申込みは不要です。

問合せ　神奈川県教育委員会教育局支援部子ども
　　　　教育支援課小中学校生徒指導グループ
　　　　（☎045－210－8292）

地方創生！地域企業応援セミナー
～事業承継、事業引継ぎへの対応～

日　時　第1回　5月27日（金）14：00～16：00
　　　　第2回　6月 3日（金）14：00～16：00
場　所　第1回　南足柄市文化会館　小ホール
　　　　第2回　おだわら市市民交流センター
　　　　　　　　UMECO
対　象　企業経営者など
内　容　・講演:経営者・後継者のための事業承継 
　　　　　　　 セミナー～その問題点と対策事例～
　　　　　講師:玉

たまこし
越　賢

け ん じ
治　氏（税理士法人代表）

　　　　・神奈川産業振興センターの取組み
定　員　各会場100名程度
費　用　無料
申込み　参加ご希望の方は、希望日、企業名、申込者
方　法　氏名・住所・連絡先を記入のうえ、FAXに
　　　　てお申込みください
主　催　県西地域中小企業支援ネットワーク
問合せ　小田原箱根商工会議所中小企業相談部
　　　　（☎23－1811　FAX 22－0877）

小田原足柄リトルリーグ（硬式少年野球）
新入団募集中

練習日時　土曜日、日曜日、祭日
　　　　　8：30～17：00
練習場所　三菱ガス化学グラウンド
　　　　　（大山豆腐山北工場隣）

※年長～小学校2年生まではティーボール（柔ら
かいボール）、小学校3年生から硬式ボールを
使用します。

※山北町在住の指導者が親切に指導します。
※詳細については、お問合せください。
問合せ申込み　市川（☎080－6675－5073）
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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　6月7日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　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　6月2日（木）
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　6月4日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）　
　　　　　・新生児の育て方[講話]
　　　　　・赤ちゃんのお風呂[デモンストレー 
　　　　　　ション・実習]
内　　容　◎地域創生大学連携事業による北里大 
　　　　　　学看護学部の特別メニューを実施予 
　　　　　　定（胎動体感システム「胎児のきも 
　　　　　　ち」を使った体験や「育児プラン」 
　　　　　　の作成など）
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳
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。

「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「糖尿病と合併症」
　糖尿病と合併症について、足柄上病院の医師が
わかりやすく講演します。
　糖尿病の患者さんやご家族、興味のある方を対
象にしていますので、ぜひご参加ください。

日　時　5月26日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　講義室
講　師　総合診療科　医師　吉

よ し え
江　浩

こういちろう
一郎　氏

費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課
　　　　鈴木（☎83－0351）

スロートレーニングの参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催の運動教
室を開催します。スロートレーニングは手軽な運
動で、高い効果が得られるストレッチと筋力のト
レーニングです。
　会員と楽しくトレーニングしませんか。

日　時　6月12日（日）
　　　　9：30～11：00（受付9：00）
場　所　健康福祉センター　多目的室 1
講　師　理学療法士　石

い し だ
田　拓

た く や
也　氏

　　　　健康運動指導士　金
かなもり

盛　智
と も や

也　氏
定　員　35名（定員になり次第、締切り）
費　用　300円
持ち物　飲み物、タオル、ヨガマット、筆記用具
※ヨガマットのない方はご相談ください。
申込み　5月31日（火）までに健康福祉センター
方　法　窓口又は電話にてお申込みください
問合せ  保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

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　5月31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）

特設人権相談所を開設します
　人権擁護委員がさまざまな人権相談を無料でお
受けします。相談の内容は堅く守られますので、
安心してご相談いただけます。
※人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の人た

ちで、人権相談・人権啓発活動などを行っています。

日　時　6月1日（水）13：00～15：00
場　所　役場3階　301会議室
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

お詫びと訂正
　広報やまきた５月号４ページ中、自治会役員の
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】神縄　大胡田　一成
【誤】神縄　大胡田　一茂
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