
お　し　ら　せ　版

ごみに責任をもって袋には氏名を書きましょう
　町では、可燃ごみ・不燃ごみを町指定ごみ袋での収集とし、指定袋には氏名を書いていただいていま
す。袋に氏名を書くことにより、自分が出すごみに責任を持ち、ごみの適正な分別、ごみの減量につなが
ります。
　ごみ出しのルールを守り、みなさんで協力して、快適な住環境を保っていきましょう。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
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町営住宅（中堅所得者住宅）2戸の
入居者を募集します

①募集住宅　サンライズやまきた
　　　　　　１戸405号室
　間 取 り　2LDK（65.27㎡）
　家　　賃　52,000円～65,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。

②募集住宅　サンライズ東山北
　　　　　　１戸203号室
　間 取 り　3LDK（65.58㎡）
　家　　賃　53,600円～67,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。

（主な入居資格） ①入居者と同居親族の平成27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
 ④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚
 　や婚約中の若年世帯など（サンライ
 　ズやまきたのみ）
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問合せくだ
　さい。
受付期間　４月24日（月）～５月８日（月）
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、選考後に、抽選を行い決定
　します。
入居可能時期　６月初旬頃（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

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。

※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）
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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（土・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。



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）

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（口座引落しを希望される方）
・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）

『山北町商品券』を
利用できるお店が増えました！

　３月にオープンしたコンビニ「ファミリーマート山
北町店（国道246号線沿い旧サークルKサンクス）」
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）

❷

中学校環境整備作業の協力者を募集します！
　山北中学校では、地域との連携を深めることに
力を入れています。
　体育祭に向けて環境整備作業を行うにあたり、
草かき、鎌、草刈り機や軽トラックなどでご協力
いただける方を募集しています。

日　時　５月６日（土）9：15～12：00
　　　　※予備日７日（日）。
問合せ　山北中学校 教頭（☎75－0755）

かま

合併処理浄化槽整備事業補助金制度が変更になりました
　平成29年度から一般地域で合併処理浄化槽を設置する場合の補助制度が次のとおり変更になりました。

※１：公共下水道エリア及びダム集水域エリアを除く地域をいいます。
※２：補助金額は限度額となります。
※３：単独浄化槽（又は汲み取り）から合併処理浄化槽への転換をする場合（建築確認を伴わない）。
　補助金額については、国の基準額改訂などにより変更になる場合があります。なお、設置希望などがあ
る場合には、事前に上下水道課にご相談ください。
問合せ　上下水道課管理班・工務班（☎75－3645）

く

現行（平成28年度まで）区分

一般
地域
※１

人槽

５人槽
７人槽
10人槽

（本体分）

332千円
414千円
548千円

補助金額 ※２
備考

通常型
転換
※３

（既設浄化槽
全撤去分）

90千円

改正（平成29年度より）

人槽

５人槽
７人槽
10人槽

（本体分）

581千円
724千円
959千円

補助金額 ※２
備考

通常型
転換
※３

（付帯工事分）

200千円
250千円
300千円

→
→
→



あすぽ「夜チャージ！」参加者募集
夜筋！！～明日の為の筋トレ＆ストレッチ～
月　日　４月25日（火）
　　　　５月９日（火）、23日（火）
　　　　６月６日（火）、20日（火）
時　間　19：30～20：30
場　所　健康福祉センター２階 多目的室２
講　師　ささき ともみ 氏（手力整体師・日体協公
　　　　認スポーツリーダー）
費　用　大人800円、中高生500円、小学生100円
　　　　（会場費、講師料、保険料）
持ち物　ヨガマット（ない方はバスタオル持参）、
　　　　飲み物、タオル、動きやすい服装
問合せ　あすぽ事務局
申込み　秋葉（☎090－8013－5541）平日のみ
　　　　（メールasupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　（URL http://asupo1.com/）

ポンプ性能検査及び
消防団礼式訓練を実施します

日　時　４月23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）

空き地を活用する方を支援します
　町では、空き家バンクの一環として、町内の空
き地を活用し小規模賃貸住宅を新築した方に交付
する空地活用助成金制度を開始しました。
　現在、不足している貸家の整備を支援し、若年
世帯の定住促進を図るとともに、土地活用の促進
のため地主などへの支援を行います。

交付対象　・転入者、転居者に賃借する目的で小規
模賃貸住宅を新築した方

　　　　　・申請時に転入者、転居者と賃貸借契約
を締結している方

　　　　　・建設年度の前年度において市町村県民
税などの滞納がない方

※小規模賃貸住宅とは、町の空き家バンクに登録
　している土地を活用し、町内に新築した戸建賃
　貸住宅、又はおおむね５戸以内の共同賃貸住宅。
交付金額　１棟につき20万円
申請方法　交付申請書に住民票の写し、納税証明

書、戸建住宅の取得が確認できる書
類、賃貸住宅の入居者との賃貸借契約
書の写しを添付し、定住対策課に提出
してください。

※申請書は、定住対策課で配付しています。
問合せ申請先　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の通水について

　南足柄市の一部、開成町全域及び松田町の一部
（酒匂川右岸土地改良区受益地内）に農地をお持
ちの方々へのお知らせです。
　水田へのかんがいのため、次のとおり文命用水
路からの全量通水を開始します。

日　時　５月１日（月）９：00から
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）
　　　　農林課農林振興班（☎75－3654）

❸

中川温泉「ぶなの湯」職員を募集します
職　　種　清掃スタッフ
募集人員　若干名
勤務時間　14：30～19：00
勤務日数　月13日程度
休 業 日　水曜日（水曜日が祝祭日の場合は翌日）、
　　　　　年末年始
業務内容　館内清掃
応募方法　４月30日（日）までに、ぶなの湯又は
　　　　　山北町観光協会へご連絡ください
※詳細については、面談のうえ決定します。
問 合 せ　ぶなの湯（☎78－3090）
　　　　　山北町観光協会（☎75－2717）

軟式野球大会を開催します
月　　日　５月21日（日）、５月28日（日）、
　　　　　６月４日（日）
※予備日は、６月11日（日）、６月25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11日（木）まで

※代表者会議を５月12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　湯川　靖法（☎090－8489－9403）

ゆ かわ　　やすのり

や きん

スポーツ振興くじ助成事業



ひざ・腰 楽ちん！ 水中運動体験教室
月　日　５月９日（火）、23日（火）
　　　　６月６日（火）、20日（火）
　　　　７月４日（火）、18日（火）
時　間　10：40～11：40（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）
※詳細は、お申込みの方へ別途ご連絡します。

問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

❹

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14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29日（土・祝）・30日（日）
　　　　９：00～17：00
販売品　野菜、果物、味噌など加工品、加工部手
　　　　作りの山菜おこわ・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）

「共和駐在所」の名称が「平山駐在所」に変更になりました
　４月１日（土）から「共和駐在所」の名称が「平山駐在所」に変更になりましたのでお知らせします。
なお、名称変更により、駐在所の管轄する地区が変わることはありません。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

水中運動を始めてみませんか
　現在、次の水中運動サークルで会員を募集しています。興味のある方は、気軽に参加してみてください。

※サークルによって活動内容や年会費などが異なります。詳細は、各団体へお問合せください。
場　所　健康福祉センター３階「さくらの湯」運動浴室
持ち物　水泳帽、水着、飲み物、タオル
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

月 11：00～12：00 お問合せください 女性限定スイミングさくら 佐藤　節子（☎75－0633）
さ とう　　せつ こ

月 13：20～14：20 お問合せくださいなでしこ 平田しず子（☎75－2527）
ひら た　　　　　こ

小学校3年～
中学校3年対象月 18：00～19：00 1回 800円 一般社団法人あすぽ

　（☎090－8013－5541）マーリンスイミング

火 13：30～14：30 1回 500円すみれ 石井　道子（☎82－1506）
いし い 　　みち こ

火 14：45～15：45 1回 500円 女性限定アリエル 尾崎　恵美（☎75－2883）
お ざき　　めぐ み

水 13：00～14：00 1回 500円アクアンブル－ 橋本真知子（☎76－3017）
はしもと ま ち こ

水 14：30～15：30 1回 500円めだかの学校 渡邊　達夫（☎75－0137）
わたなべ　　たつ お

小学校2年～
小学校6年対象水 16：00～17：00 1回 800円サンフィッシュ

スイミング
秋葉
　（☎090－8013－5541）

あき ば

水 19：00～20：00 月 1,000円スイスイ 羽田　京子（☎76－3408）
は　だ きょうこ

金 11：00～12：00 月 2,000円まんぼう 磯崎　則子（☎75－0257）
いそざき　　のり こ

金 13：15～14：15 月 1,750円ひまわり会 清水　昌子（☎82－2645）
し みず　　まさ こ

金 19：00～20：00 1回 500円アクア健康倶楽部 加藤　勝芳（☎76－3752）
か とう　　かつよし

O’hana
月
火
金

19：00～20：00
19：00～20：00
14：30～15：30

1回 500円 関　　和子（☎75－0885）
せき　　　　かず こ

サークル名 時　間 費　用 問　合　せ 備　考曜日



森林セラピー体験ツアー
「緑風と若葉♪森林ヨガプラン」参加者募集
日　時　５月13日（土）9：50～15：00
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、ストレス度チェック、
　　　　昼食（セラピー弁当）、森林ヨガ
※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　20名（定員になり次第、締切り）
費　用　3,000円、町民の方2,000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 FAX76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

※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）

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

平成29年度
広報やまきた・おしらせ版印刷

株式会社
セトプリント 5,313,600円

29,916,000円

3,240,000円

684,288円

1,674,000円

5,572,800円

2,581,200円

1,571,400円

32,400,000円

6,124,356円

1,092,960円

3,909,600円

2,030,400円

6,091,200円

29,991,600円

3,596,400円

738,720円

1,760,400円

5,670,000円

3,142,800円

2,160,000円

33,944,400円

7,689,600円

1,242,000円

4,298,400円

2,192,400円

企画政策課

平成29年度
庁舎等清掃業務委託

株式会社
美装フジモト財 務 課

平成29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
株式会社横浜支店財 務 課

平成29年度　給茶機賃貸借 株式会社武書店財 務 課

平成29年度　山北町障害者計
画等策定業務委託

株式会社サーベイリサー
チセンター静岡事務所福 祉 課

平成29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
綜合サービス保険健康課

平成29年度　山北町第7期高齢者福祉
計画・介護保険事業計画策定業務委託

株式会社ジャパンインタ
ーナショナル総合研究所保険健康課

平成29年度　山北町
転倒骨折予防教室業務委託

Best Balance
株式会社保険健康課

平成29年度
一般廃棄物収集運搬業務委託

有限会社
共和衛生工業環 境 課

平成29年度
水質検査業務委託

株式会社
総合環境分析上下水道課

平成29年度
やまきた議会だより印刷

株式会社
セトプリント議会事務局

平成29年度　山北町パークゴ
ルフ場芝管理業務委託

有限会社
小泉産業生涯学習課

平成29年度　山北町立生涯学習
センター設備保守点検業務委託

大成有楽不動産
株式会社横浜支店生涯学習課

入札結果３月中

❺

ポールウォーキング教室
　２本の専用ポールを持って歩く「ポールウォー
キング」を始めてみませんか。
　安全に効率よく全身運動ができます。ダイエッ
ト、メタボ予防、認知症予防にも効果的です。
 

月　　日　５月17日（水）、24日（水）、31日（水）
　　　　　６月７日（水）
時　　間　13：30～15：30
場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受
　　　　　　けていない方
　　　　　・自力歩行ができ、両手でポールを持
　　　　　　てる方
講　　師　村上　政司　氏（日本ポールウォーキ
　　　　　ング協会マスターコーチ）
定　　員　20名
費　　用　無料
申込み期限　５月10日（水）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

むらかみ　　まさ し



❻

月　　日
受付時間
場　　所

５月11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

５月２日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

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
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

費 　 用

持 ち 物

申込み方法

５月６日（土）
10：00～12：00（受付9：45から）
松田町健康福祉センター
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］
・歯の衛生［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル、
歯ブラシ、コップ、手鏡
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

ママパパクラス

※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。

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

内　　容

持 ち 物

申込み方法

５月10日（水）
９：30～９：45
健康福祉センター２階　多目的室２
生後５～８か月の乳児とそのご家族
（５～８か月以外の月齢で必要とされ
る方も受けられます）
お子さんの計測（身長・体重）
離乳食について［講義・試食］
母子健康手帳
予約制です。５月２日（火）午前中
までに保険健康課健康づくり班へお
申込みください

離乳食教室

「健康福祉センター」から
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。

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
5月10日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

障がいのある方やその家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しい生活ができるよう、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　４月25日（火）14：00～16：00
場　所　役場３階　301会議室
※相談は、「相談支援センターりあん」の職員が
　お受けします。
※予約は不要です。直接、相談場所にお越しくだ
　さい。

【相談支援事業の事業所変更について】

　１市５町で実施していました相談支援事業につ
きまして、次のとおり事業所の変更がありました
のでお知らせします。

事 業 所　相談支援センターりあん
　　　　　（南足柄市塚原701－1）
電　　話　0465－20－5014
Ｆ Ａ Ｘ　0465－74－2021
開所日時　月曜日～土曜日（祝祭日、年末年始、
　　　　　法人内会議などの日は除く）
　　　　　いずれも10：00～16：00

問 合 せ　福祉課福祉推進班
　　　　　（☎75－3644　FAX79－2171）
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