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〒258-0112 山北町岸２０６３－３
午前 ８：３０－１２：３０
午後 ３：３０－ ７：３０受付時間

《岸交差点すぐ》

レントゲンなどの検査・お薬などは扱っておりません

健康保険対象の症状
捻挫・挫傷・打撲・筋や関節の痛みや腫れ、違和感など

●ボディケア（10分間のマッサージ）　1,000円～
●脊椎調整：2,000円～
●慢性疾患：一部位 600円～

※「いつ（急性：数ヶ月以内）」「どこで」「何をして」がおおよそ確認できる症状

※初診料は別途になります

【各種健康保険取り扱い】

【交通事故の自賠責】
【自由診療（健康保険対象外）】

予 約 不 要
来院された順

有料広告

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21日（木）～8月31日（水）
　　　　　8：00～19：00
※日曜日、祝日及び8月13日（土）～16日（火）

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）
※ただし、利用期間によっては金額が異なります。
※昼食は各自お弁当を用意してください。
申 込 み　6月27日（月）までに役場福祉課窓口
方　　法　へお申込みください。書類審査のうえ

入所を決定します
※申込書は役場福祉課窓口で配付しているほか、

町ホームページからもダウンロードできます。
問 合 せ　福祉課子ども支援班
申 込 み　（☎75－3644）

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25日（土）
　　　　13：00～16：00（開場12：30）
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「音楽は魔法だ！あなたに会えて
　　　　　　　　よかった」
　　　　　講師　う～み　氏
　　　　　　　　（シンガーソングライター）

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

❶

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。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
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介護予防塾の参加者とボランティアスタッフを募集しています
　町では、将来介護が必要な状態にできるだけならないための予防事業として、介護予防塾を実施して
おり、高齢者の参加とご協力いただけるボランティアを常時募集しています。
介護予防塾の概要

塾　名 さくら塾 ふれあい塾 いきいき塾 やまどり塾

日　時
毎週月曜日 毎週水曜日 毎週金曜日 第2・4木曜日

10：00～15：00
場　所 健康福祉センター 清水ふれあいセンター 高齢者いきいきセンター 清水ふれあいセンター

対　象
65歳以上の方（現在の塾生の平均年齢は約85歳です）

山北・平山・共和 清水・三保 岸・向原 清水

内　容 午前は、ゲームや音楽活動など認知症予防教室を実施
午後は、簡単な体操など体力づくりを実施

利用料 1日400円 無料
送　迎 会場まで遠方の方は無料送迎します

※ボランティアとして、高齢者の見守りや活動の補助をします。ボランティアポイント事業の対象とな
りますので、活動実績に応じて後日町の商品券をお渡しします。

※参加したい高齢者、ご協力いただけるボランティア共に詳細をご説明しますので、お気軽にお問合せ
ください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75-3642）

～思いやりからつなぐ命～献血にご協力を！
月　日 時　間 場　所

6月21日
（火）

10：00～12：00
13：00～16：00 役場前駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男 性 17～69歳 50kg以上
女 性 18～69歳 50kg以上

※ただし、65歳～69歳の方は、60歳～64歳の時
に献血をしたことのある方に限ります。

※初めて献血される方は、免許証などの身分証明
書をお持ちください。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

山北町耐震改修促進計画の改定について
　町では、地震に強い町づくりを進めるため、建
築物の耐震改修の促進に関する法律の改正及び
神奈川県耐震改修促進計画の一部改定を踏まえ、
現計画の改定を行いました。
　今後は改定計画に基づき、発生が予想される地
震に備え、建築物の耐震化に関する普及啓発をは
じめ、建築物所有者が建築物を耐震化しやすい環
境整備などに取り組んでいきます。
　計画書につきましては、町ホームページをご覧
ください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

神奈川労働局に「雇用環境・均等部」を新たに設置
～パワハラや解雇、マタハラやセクハラなどの相談対応を一本化～

　神奈川労働局では、次の取り組みを進めるため、平成28年4月に組織の見直しを行い、新たに「雇用環
境・均等部」を設置しました。
・男女共に働きやすい雇用環境を実現するため、「女性の活躍推進」や「働き方改革」などの施策をワン

パッケージで効果的に推進します。
・労働相談の利便性をアップするため、パワハラや解雇などに関する相談とマタハラやセクハラなどに関

する相談の対応を一体的に進めます。また、個別の労働紛争を未然に防止する取り組み（企業指導な
ど）と、解決への取り組み（調停・あっせんなど）についても、同一の組織で一体的に進めます。

各種相談窓口　総合労働相談コーナー　　　　　　　　　 問 合 せ　神奈川労働局雇用環境・均等部
　　　　　（☎045－211－7358）　　　　　　　　　　　　　企画課（☎045－211－7357）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導課（☎045－211－7380）
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橋梁補修工事に伴う足場設置のお知らせ
　国道246号新樋口橋の補修工事のため、次の箇
所に足場を設置します。通行の際はお気をつけく
ださい。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
期　間　6月20日（月）～11月30日（水）
場　所　町道前安戸線（新樋口橋下）
施工業者　深井建設（株）（☎03－6459－5431）
問合せ　国土交通省厚木出張所
　　　　（☎046－221－0004）
　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

～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）

森あそび　川のアドベンチャー体験！ 
日　時　7月9日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　小学生
内　容　川あそび、流しそうめん体験
定　員　先着30名
費　用　1,500円（活動費・食事代・保険代など）
持ち物　お弁当、飲み物、タオル、着替え
※ウォーターシューズ、濡れてもよい服装。
申込み　6月25日（土）9：00から電話にてお申
方　法　込みください

森人すたいる　森のファミリーキャンプ
日　時　7月21日（木）～22日（金）1泊2日
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　家族・親子
内　容　ファミリーで楽しむキャンプ体験
定　員　先着30名
費　用　小学生以上10,000円
　　　　（宿泊・活動費・食材代・保険代など）
　　　　未就学児5,000円（2歳以下は無料）
申込み　6月26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。

Ashigaraアドベンチャーキャンプ①
明神ヶ岳で日の出をみるぞ！　

日　時　7月26日（火）～27日（水）1泊2日
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　小学校4～6年生
内　容　真夜中の明神ヶ岳登山。山頂1,169ｍ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。
定　員　先着20名
費　用　10,000円
　　　　（宿泊・活動費・食事代・保険代）
申込み　7月2日（土）9：00から電話にてお申込
方　法　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。

「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30日（木）10：30～11：30
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）
※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）

県立21世紀の森 イベント参加者募集
親子木工体験教室「ピンボール盤づくり」
日　時　7月9日（土）9：00～14：00
場　所　県立21世紀の森　
対　象　小学校3年生以上（小学生は保護者同伴）
内　容　ビー玉を弾いてあそぶ、3目並べのゲー

ム盤をつくります
定　員　10組（抽選）
費　用　1組2,000円（材料代など）
申込み期限　6月28日（火）まで
申込み　イベント名・開催日・参加者全員の住所・
方　法　氏名・年齢・電話番号・FAX番号（FAX

で申込みの場合）・送迎（開成駅より）
の有無を明記し、往復はがき、FAX、又
はメールにてお申込みください

問合せ　〒250－0131  南足柄市内山2870－5
申込み  神奈川県立21世紀の森管理事務所
　　　  （☎72－0404　FAX72－2882）
　　　  （メール k21seiki@ak.wakwak.com）
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「黒岩知事との“対話の広場”地域版　県西会場」参加者募集！
～人生100歳時代の設計図～

「ちょこっと田舎」生活　―未病の戦略的エリアへの移住―
　“対話の広場”地域版は、知事が県内各地域に赴き、県民のみなさんと直接意見交換を行う場です。
　今年は「人生100歳時代の設計図」をテーマに、県内5会場で開催します。
　県西会場では、「人生100歳時代」を楽しむための県西地域の魅力とは何か、移住者を増やすには未病の
戦略的エリアとしてどのような展開が必要かなどを参加者のみなさんと話し合います。
　当日は、当地域に移住された2名の方の事例発表を交え、知事の司会で進行します。
　たくさんの方のご参加をお待ちしています。

日　　時　7月12日（火）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）
内　　容　・知事のあいさつ
　　　　　・事例発表
　　　　　・会場のみなさんとのディスカッション（知事が進行役を務めます）
申込み方法　7月5日（火）までに電話、FAX、はがき（必着）又はホームページからお申込みください
【申込みの際の必要事項】
①7月12日（火）「黒岩知事との“対話の広場”地域版　県西会場」参加希望
②お名前（ふりがな）【参加者全員】　　③電話番号又はメールアドレス【代表者のみ】
④お住まいの市町村名【代表者のみ】　　⑤託児の希望と人数【2歳から就学前6歳までが対象】　
※申込み期限後でも、席に余裕がある場合は受付けますので、電話でお問合せください。
※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7月8日（金）までに連絡します。
※手話通訳とパソコン文字通訳（要約筆記）を用意します。
※託児を希望する場合は、7月5日（火）までに必ずお申込みください。
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

問 合 せ　〒250－0042　小田原市荻窪350－1
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　FAX32－8111）
　　　　　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/p674353.html）

登山教室「西丹沢でステップアップ！！
プラス もしもの時のテーピング術」を開催します
日　時　7月9日（土）※荒天中止。
　　　　9：00～16：00（受付開始8：30）
場　所　西丹沢自然教室
対　象　高校生以上
内　容　登山中に予想される足の各部位ごとのけ

が予防のテーピングと、けがをした時の
対処法を学習し、実際にテーピングをし
て登山道を歩き、その効果を体感する

定　員　20名　
※定員を超えた場合は、抽選になります。
費　用　2,000円（保険代・資料・材料費代）
申込み期限　6月23日（木）まで（必着）
申込み　行事名・参加者全員の氏名・年齢・住所・
方　法　電話番号・FAX番号（FAXで申込みの場

合）を明記し、往復はがき又はFAXにて
お申込みください

※詳細は、後日返信にてお知らせします。
問合せ　〒258－0201　山北町中川867
申込み　神奈川県立西丹沢自然教室
　　　　（☎・FAX 78－3940）

　「がん検診～現状と課題～」
　～第26回 地域住民対象医学講座～
日　時　7月2日（土）
　　　　14：00～16：00（受付開始13：30）
場　所　健康福祉センター2階　会議室
対　象　どなたでも
講　演　1.「乳がん」について　
　　　　　足柄上病院外科医長　松

まつうら
浦　 仁

ひとし
　氏　

　　　　2.「肺がん検診、“安心してください。
治りますよ！”」

　　　　　足柄上病院呼吸器内科部長　尾
おした

下　文
ふみひろ

浩　氏
　　　　3.「消化器系のがん」について
　　　　　足柄上病院消化器内科医師　 松

まつばやし
林 　真

ま お
央　氏

定　員　80名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
申込み　7月1日（金）まで
期　限　8：30～17：00（土・日曜日除く）
申込み　氏名・お住まいの市町村・電話番号を電
方　法　話又はFAXにてお知らせください
問合せ　足柄上病院経営企画課　医学講座担当
申込み　（☎83－0351　FAX82－5377）

❹



入札結果5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）

企画政策課 平成28年度　グループウェア及び
ウィルス対策サーバ機器等賃貸借 株式会社JECC 9,525,600円 9,275,854円

財　務　課 平成28年度
地籍調査事業測量等業務委託 株式会社城山測量設計 3,445,200円 3,348,000円

福　祉　課 平成28年度
認定こども園整備工事 今泉建設株式会社　 69,962,400円 59,378,400円

農　林　課 平成28年度
沢見沢林道路線測量業務委託 有限会社茜測量設計 3,164,400円 961,200円

都市整備課 平成28年度
町道宿平山線舗装補修工事

マツレキ株式会社
山北営業所 3,877,200円 3,510,000円

都市整備課 平成28年度
町道宿平山線用地測量業務委託

株式会社ケンセイ
コンサルタント 1,792,800円 885,600円

定住対策課 平成28年度
東山北駅前整備調査設計業務委託

株式会社
技研コンサルタント 4,006,800円 3,888,000円

定住対策課 平成28年度　東山北1000推進調査
業務委託（水上地区） 株式会社相信設計 3,002,400円 2,916,000円

定住対策課 平成28年度　町営原耕地住宅環境
整備工事設計監理業務委託

有限会社中津川建築
設計コンサルタント 1,220,400円 1,188,000円

会　計　課 平成28年度
用紙（再生紙）一括購入 株式会社稲妻屋 1,540,080円 1,319,274円

学校教育課 平成28年度　山北町立山北中学校
空調機器整備工事 株式会社イケダ電気 4,799,520円 4,752,000円

生涯学習課 平成28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 3,198,960円 3,110,400円

議会事務局 平成28年度
山北町議会会議録作成業務委託

神戸綜合速記株式会社
東京支店 923,400円 800,280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）

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、教育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
して設けられた制度です。
　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17日（金）～7月6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）

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間
　6月27日（月）から7月3日（日）は、全国一斉
「子ども人権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27日（月）～7月3日（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）

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　7月5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　7月7日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

離乳食教室
月　　日　7月6日（水）
受付時間　9：30～9：45
場　　所　健康福祉センター
　　　　　生後5～8か月の乳幼児とそのご家族
対　　象　（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]・試食
持 ち 物　母子健康手帳
　　　　　予約制です。7月1日（金）午前中ま
申込み方法　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）

金融詐欺にご注意！！
　金融詐欺による被害が多発しています。不審に思ったら財務省関東財務局窓口などへご相談ください。

【騙
だま
されないで！危ない投資勧誘！】

　高齢者を中心に、未公開株やファンドなどの
詐欺的な投資勧誘による被害が多発しています。

○被害に遭わないための対処法
　・電話勧誘などにすぐ応じない
　・もうけ話を安易に信じない
　・よくわからない商品(未公開株など)には手
　　を出さない

相談窓口　財務省関東財務局横浜財務事務所
　　　　　理財課（☎045－285－0981）
　　　　　南足柄市消費生活センター（☎71－0163）

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28日（火）14：00～16：00
場　所　役場4階　402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）

おはなし会を開催します
　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。絵本や手遊びで一緒に
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6日（水）11：00から
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

お詫びと訂正
　広報やまきた6月号16ページ（裏表紙）中、さ
くらの湯入場者100万人達成の記事に誤りがあり
ました。　　
　お詫びして訂正させていただきます。

【正】（7行目）諸星さん
【誤】（7行目）山田さん

❻

【「プリペイドカードを買ってきて」は詐欺！】
　インターネット有料サイトの利用料金未納など
を騙

かた
った架空請求やサクラサイトなど、詐欺行為

の支払手段として電子マネー(プリペイドカードな
ど)を悪用した詐欺の被害が急増しています。

○被害に遭わないための対処法
　・身に覚えのない請求などに返信・連絡しない（無視！）
　・脅されたり、知人からの依頼(成りすまし)で

あっても電子マネーを購入したり、カード番
号などを連絡しない（無視！）

　・トラブルになった場合は、早急にカード発行
　　会社に連絡


