
「こどもコンサート2016」を開催します
　今年もこどもコンサートを開催します。観客及
び出演者全員参加の抽選会も行います。ぜひご参
加ください。

開催日時　8月20日（土）13：30～17：00
開催場所　生涯学習センター　多目的ホール
参加団体　・川村ばやし山北保存会
　　　　　・山北高校ダンス部
　　　　　・山北ジュニアコーラス
　　　　　・ＳＡＹＵＲＩナンバー
　　　　　・スマイリーキッズＡ＆Ｂ
　　　　　・くっきーず
　　　　　・洒水太鼓を守る会
入 場 料　無料
問 合 せ　こどもコンサート2016実行委員会
申 込 み　幹事長　田

た し ろ
代 一

か ず お
男

　　　　　（☎76－3111　携帯090－3203－5940）
　　　　　（メール syasui@rice.ocn.ne.jp）

消防団同時多発火災訓練を実施します
　防災訓練に併せ町内3か所で、消防団による同
時多発火災訓練を行います。

日　時　9月4日（日）9：22～9：50
※悪天候などにより防災訓練が中止になった場合 
　は、この訓練も中止します。
場　所　原耕地地区、川西平山地区、尾崎地区　　
内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、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。
※訓練に伴い一部で交通規制がかかりますので、 
　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）

第1回山北町長杯
パークゴルフ大会のご案内

日　　時　9月30日（金）9：00～12：00
場　　所　山北町パークゴルフ場
定　　員　100名
参 加 料　1人1,000円（保険料など含む）
※表彰は優勝から5位、参加賞や飛び賞もあります。
プレー方法　2ゲーム36ホール個人戦（男女別）
申込み期間　8月18日（木）～9月13日（火）
申 込 み　役場生涯学習課窓口又はパークゴルフ 
方　　法　場（水曜日は閉場日）で配付している 
　　　　　申込書に必要事項を記入のうえ、参加 
　　　　　料を添えてお申込みください
主　　催　山北町、山北町パークゴルフ協会
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）
　　　　　山北町パークゴルフ場
　　　　　（☎75－3789）

❶

森林セラピー体験ツアー
「初秋の清流＆滝めぐりプラン」参加者募集
日　時　9月17日（土）９：40～14：30
場　所　「西丹沢西沢コース」（健脚向け）
集　合　西丹沢自然教室 
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、 
　　　　昼食（みほ弁）
※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）
費　用　2,000円、町民の方 1,000円
　　　　（ガイド料・昼食代など）
申込み　参加申込書により、直接又は電話、FAX、
方　法　メ－ルにてお申込みください
※申込書は、役場又は健康福祉センターで配付し 
　ています。町ホームページからもダウンロード 
　できます。
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）
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町民文化祭　一般参加者を募集します
開催月日　展示：11月2日（水）～4日（金）
　　　　　芸能：11月6日（日）
対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　展示：絵画・書・手工芸などの作品展示
　　　　　芸能：町内で活動する個人又は団体で、
　　　　　　　　15分以内の発表
申込み期限　芸能：9月2日（金）まで　
※展示部門の申込み及び搬入は、10月29日（土）
　10：00～16：00です。
※芸能部門については、一般参加者の代表者1名 
　が実行委員会に加わっていただき、一緒に企画 
　などをお願いします。
問 合 せ　町民文化祭実行委員会事務局
申 込 み　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

「山北町商品券」をご利用ください
　お祝いやお返し、贈り物に「山北町商品券」を
ご利用ください。

種　　類　500円券・1,000円券の2種類
※町内の商品券取扱い事業所でのみご利用いただ 
　けます。
※おつりは出ませんのでご注意ください。
購入場所　役場会計課及び清水・三保支所
有効期限　1年間
※有効期限の近づいている商品券をお持ちの方 
　は、お早めにご利用ください。

特定事業者のみなさんへ

　商品券の換金期限は、有効期限日の翌月から
2か月となりますので、お早めに換金してくだ
さい。

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、平成29年1月8日（日）に開催する成
人式の実行委員を募集しています。

対　　象　町内にお住まいで、平成8年4月2日か 
　　　　　ら平成9年4月1日までに生まれた方
内　　容　成人式第2部の企画・運営（会議に4回 
　　　　　程度出席していただきます）
募集人員　若干名
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

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。
　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・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する方
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
ての維持管理は町が行いますが、設置の次の年度
より分担金、使用開始ととも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。
※設置や補助金申請についての詳細は、役場上下 
　水道課へお問合せください。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
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県立21世紀の森
イベント参加者募集

未病対策プログラム
「ノルディックウォーキングとヨガ②」
日　時　9月17日（土）10：00～13：00
場　所　県立21世紀の森　
対　象　一般
内　容　2本のストックを持って歩く、運動効果 
　　　　の高いノルディックウォーキングとヨガ
　　　　でリフレッシュ！
定　員　15名（抽選）
費　用　1,000円（参加費）
申込み　9月6日（火）まで
期　限　

親子木工体験教室「木琴づくり」
日　時　9月24日（土）
　　　　①9：00～12：00　②13：00～16：00
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　動物の形をした木琴を作ります
定　員　①②各6組（抽選）
費　用　1組2,000円（参加費・材料代）
申込み　9月13日（火）まで
期　限
　

自然観察会「きのこ観察」
日　時　10月1日（土）10：00～15：00　
場　所　県立21世紀の森　
対　象　一般（小学生未満は保護者同伴）
内　容　森に生えているキノコを観察しながら、
　　　　自然界の中でのキノコの役割について考
　　　　えてみます
定　員　10名（抽選）
費　用　500円（参加費）
申込み　9月27日（火）まで
期　限
　

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　FAX 72－2882）
　　　　（メール k21seiki@ak.wakwak.com）

～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）

森人すたいる　森のファミリーバーべキュー 
日　時　9月10日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森
対　象　家族・親子　
内　容　石窯を使った料理にも挑戦！家族でゆっ 
　　　　くりバーベキューを楽しもう！
定　員　先着20名
費　用　小学生以上2,000円、未就学児1,000円
　　　　（活動費・食材代・保険代など）
　　　　2歳以下は無料
申込み　8月27日（土）9：00から電話にてお申
方　法　込みください
　

森あそび　ピザ作りに挑戦！
日　時　9月17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　キャンプ場の石窯を使ってピザ作りに挑 
　　　　戦しよう！
定　員　先着20名
費　用　1,500円（活動費・食事代・保険代など）
持ち物　食器（皿、お椀、コップ、箸など）、飲 
　　　　み物、軍手、汚れてもよい服装
申込み　9月3日（土）9：00から電話にてお申込
方　法　みください　

長月の森で元気ＭＯＲＩＭＯＲＩ
日　時　9月24日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　大人
内　容　森林ウォーキングや森林ストレッチなど 

　　　丸太の森の中で身体を動かそう！
定　員　先着30名
費　用　1,500円（活動費・保険代など）
持ち物　お弁当、飲み物、タオル、
　　　　動きやすい服装
申込み　9月11日（日）
方　法　9：00から電話にて
　　　　お申込みください　
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今月の納税
固定資産税（第 4 期分）

※納期限は、2 月 28 日（水）です。

男性のための料理教室
日　時　9月3日（土）9：30から
場　所　健康福祉センター2階　栄養指導室
内　容　豆腐料理
定　員　30名
費　用　700円程度（材料費）
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　8月26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）

ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動体験教室
月　日　  9月 6日（火）、20日（火）
　　　　10月 4日（火）、18日（火）
　　　　11月 1日（火）、15日（火）、29日（火）
　　　　12月13日（火）
　　　　平成29年1月10日（火）、24日（火）
　　　　平成29年2月 7日（火）、21日（火）
時　間　10：40～11：40
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）

建設業退職金共済制度
（建退共制度）について

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づ
き建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む
中小企業の振興を目的として設立された退職金
制度です。
　事業主の方が労働者の働いた日数に応じて掛け
金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者
が建設業界で働くことを辞めたときに、建退共か
ら退職金を支払うという、建設業界全体の退職金
制度です。

加入できる事業主　建設業を営む方
対象となる労働者　建設業の現場で働く方
掛　け　金　日額310円
※4月1日から建退共の制度が一部変更になってい 
　ます。詳しくはホームページをご覧ください。
問　合　せ　建退共神奈川支部
　　　　　　（☎045－201－8454）
　　　　　　（URL kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）

障がいのある方の歯科検診
　障がいのある方の歯科検診を無料で行います。

日　時　9月8日（木）13：30～15：00
場　所　（一社）足柄歯科医師会歯科保健センター内
　　　　歯科診療室（南足柄市班目1547）
対　象　身体・知的・精神に障がいのある方
内　容　・歯科医師会による検診
　　　　・足柄歯科衛生士会による歯磨き指導
費　用　無料
申込み　8月25日（木）まで
期　限
申込み　役場福祉課窓口又は電話
方　法　にてお申込みください
問合せ　福祉課福祉推進班　
申込み　（☎75－3644）　　

全国一斉「高齢者・障がい者の
人権あんしん相談」強化週間

　9月5日（月）から11日（日）は、全国一斉
「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」強化週
間です。
　高齢者や障がいのある方に対する暴行・虐待など
の人権問題について、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　9月5日（月）～11日（日）
受付時間　8：30～19：00
　　　　　（土・日曜日は10：00～17：00）
電話番号　0570－003－110
費　　用　無料
問 合 せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

原爆パネル展のご案内
～広島、長崎の悲劇を2度と　　　　 
繰り返すことのないように～

　核兵器のない平和な世界の実現を！
　脱原発をめざし、再生可能なエネルギーを！
　みんなで考えよう平和のことを！

日　時　8月25日（木）～27日（土）
　　　　9：00～17：00
　　　　（27日は15：00まで）
場　所　生涯学習センター
　　　　1階　ロビー
問合せ　原水爆禁止西さがみ地区協議会
　　　　庄野（☎75－2911）

❹



入札結果７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　総合行政情報システム
機器一式賃貸借

日通商事株式会社
横浜営業センター 12,965,100円 11,256,602円

企画政策課
平成27年度　自治体情報セキュリ
ティ強靭性向上ネットワーク環境構築
業務委託（繰越明許）

株式会社ワイイーシー
ソリューションズ 11,237,400円 11,232,000円

企画政策課 平成28年度　町村情報システム共同
調達機器賃貸借（税務ＬＡＮ端末）

富士通リース株式会社
横浜支店 1,580,700円 1,404,648円

保険健康課 平成28年度　
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借 セコム株式会社 952,560円 684,288円

都市整備課 平成28年度　
町道茱萸ノ木松原先線設計業務委託

株式会社技研コンサル
タント 4,654,800円 4,536,000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）

第52回足柄上地区交通安全
総ぐるみ推進大会キャンペーン

　交通事故から子どもや高齢者を守るために、一
人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの
遵守と交通マナーの向上に取り組むよう、秋の全
国交通安全運動期間中にイベント・街頭キャン
ペーンを行います。多くの方々の参加をお待ちし
ています。

日　時　9月21日（水）10：00～11：30
場　所　大井町生涯学習センター　
内　容　・式典
　　　　・お笑い芸人（囲碁将棋）による漫才
　　　　・県警音楽隊による演奏
　　　　・啓発物品などの配布
※式典終了後、大井町生涯学習センターから各町 
　会場へパレードを実施します。
※式典、イベントに参加したい方は、電話にてお 
　申込みください。

【キャンペーン場所】
・山北会場（小田原百貨店） 12：00～12：50
・南足柄会場（大雄山駅）　 12：00～12：50
・大井会場（カインズホーム大井松田店）
　　　　　　　　　　　　　 12：00～12：50
※キャンペーン会場では式典を実施した後、啓発 
　物品を配布します。
問合せ　総務防災課防災消防班
申込み　（☎75－3643）

2016あしがらアートの森・日本つながっ展
絵画作品募集

　あしがらアートの森実行委員会では、「2016
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 
　　　　　　 が描いた作品　
【家族部門】 家族の共同による作品、又は家族の 
　　　　　　 一人ひとりが描いた作品
作品規格　大きさは、四つ切りまで
※家族の共同による作品は、大きさや年齢制限は 
　ありません。
募集期間　9月7日（水）～11月2日（水）
応募方法　作品の裏に住所・氏名・年齢・題名を
　　　　　記入、又はホームページにある応募票
　　　　　（必要事項を記入）を貼り、郵送して
　　　　　ください
　　　　　（URL http://art-no-mori.com/）
郵 送 先　〒250－0105　南足柄市関本156
　　　　　南足柄郵便局留
　　　　　「アートあしがら」中

な か の
野　裕

ゆういち
一

問 合 せ　2016あしがらアートの森実行委員会
　　　　　代表　中野　裕一（☎090－5761－5548）
　　　　　（メール yuichi0822@outlook.jp）
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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　9月6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　9月1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　9月3日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45）
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）　
内　　容　・妊娠中の栄養[講話]
　　　　　・妊娠中の歯の衛生[講話・実技]

持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル、
　　　　　歯ブラシ、手鏡、コップ

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。
※開催場所にご注意ください。

離乳食教室
月　　日　9月7日（水）
受付時間　9：30～9：45
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室
　　　　　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。9月2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）

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　8月30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）

市民公開講座2016
「健康診断の結果の見かた！　　　
　　　～精密検査と言われたら～」

日　時　9月11日（日）
　　　　13：30～15：00（受付13：00）
場　所　小田原市保健センター3階
　　　　（小田原市酒匂2－32－16）
講　師　小田原循環器病院循環器内科医局長　
　　　　医師　熊

くまがい
谷　賢

け ん た
太　氏

問合せ　公益社団法人小田原薬剤師会
　　　　（☎23－2658）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。
　広告内容により掲載できない場合がありますの
で、企画政策課にお問合せください。

種　類 規格及び
掲載期間 掲載料

広報
やまきた

12cm× 9cm
1号につき1件

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

6cm×18cm
1号につき1件

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

6cm× 9cm
1号につき1件

（裏表紙）10,000円
（本　稿）  7,000円

おしらせ版

12cm× 9cm
1号につき1件 　　　　　10,000円

6cm×18cm
1号につき1件 　　　　　10,000円

6cm× 9cm
1号につき1件 　　　　　  5,000円

問合せ
申込み　

企画政策課企画班（☎75－3651）

❻


