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辻井いつ子氏講演会のご案内
　障がい者地域生活支援事業の一環として、障が
いのある方などの理解を深めるため、世界的ピア
ニスト辻井伸行氏の母、辻井いつ子氏による講演
会を開催します。
日　　時　６月３日（土）14：30～16：00
場　　所　生涯学習センター多目的ホール
費　　用　無料
※申込みは不要です。
※第３回山北町社会福祉大会第３部にて講演会を行います。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

平成30年山北町成人式のご案内
　平成30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30年１月７日（日）
　　　　　※成人の日の前日です。
　　　　　10：30～12：40
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）

製造事業所のみなさまへ
～平成29年工業統計調査にご協力をお願いします～
　全国の製造事業所を対象とした平成29年工業統
計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。
調査時期　５月中旬～６月（調査期日６月１日）
問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町外からの出店も多数予定していますので、ぜ
ひお越しください。お待ちしています。
日　　時　６月４日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　7：00～ 8：30
　　　　　第２部　9：00～ 12：00
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、パン、花、雑貨などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題、ミニ縁日
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

～住民総参加型のスポーツイベント～
“チャレンジデー2017”にご参加ください！
5月31日（水）0：00▶21：00

　町内で運動やスポーツをした人の数を和歌山県
上富田町と競います！また、参加率55パーセント
以上で金メダルが授与されます！みなさん、ご協
力をお願いします！

町章　　VS　　町章

　５月１日に各戸配布したチャレンジデーのプロ
グラムをご覧いただき、15分以上の運動を実施の
うえ、ご報告をお願いします。

参加方法　プログラムに掲載された各種イベント
に参加していただくか、自主的運動を
行い報告する

　　　　　※各種イベントに参加された場合は報告
　不要です。

報告方法　①実行委員会に電話
　　　　　②プログラムに掲載の報告書によりFAX

　または投函
　　　　　③パソコン・スマートフォンで報告フォームに入力
報告フォーム　①URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/
　　　　　②ＱＲコード：

報告期限　当日21：30まで
投函場所　①９：00～17：00
　　　　　役場、清水・三保支所、ふるさと交流

センター、社会福祉協議会、とれたて
山ちゃん、道の駅「やまきた」

　　　　　②９：00～19：00
　　　　　生涯学習センター、健康福祉センター、

小田原百貨店山北店、ファミリーマー
ト山北店、サークルKサンクス山北平
山店、ニューヤマザキデイリーストア
山北駅前店（コミュニティーセンター）

問 合 せ　山北町チャレンジデー実行委員会
報 告 先　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649　 FAX75－3661）
　　　　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

かみとんだちょう



農業支援策のご案内
　町では、次のとおり農業支援を行っていますの
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布】
　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布しています。
また、町指定の講習を受講した方には、より強力
な動物駆逐用煙火の配布も行っています。
※動物駆逐用煙火の配布は支所では行っていません。
問 合 せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

みずきフェスタ2017
　普段は入ることのできない水道施設の中を探検し
てみませんか。参加費は無料です。スタンプラリー
を実施します。また、子どもの勉強に使える「水の
学習シート」を配布します。（詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。URL http://www.kwsa.or.jp/）
日　時　６月３日（土）10：00～16：00　※荒天中止。
場　所　社家取水管理事務所（海老名市社家4587）
アクセス　JR相模線社家駅徒歩15分
主　催　神奈川県内広域水道企業団
問合せ　神奈川新聞社（☎045－227－0741）

ゴーヤ苗無料提供のお知らせ
　町では、地球温暖化防止対策の一環としてグ
リーンカーテンを推奨しており、ゴーヤ苗を無料
で提供します。すだれ代わりに窓際で育ててみま
せんか。

対　象　町内に在住の一般家庭の方
内　容　１世帯につき３株と育て方マニュアルを環境
　　　　課窓口にてお渡しします（先着20世帯）
募集期間　５月22日（月）～５月31日（水）
応募方法　環境課へ直接または電話、FAXにてお申
　　　　込みください
　　　　※FAXでお申込みの方は、住所・氏名・

　電話番号をご記入の上、「ゴーヤ苗希
　望」と明記してください。

問合せ　環境課生活環境班
申込み　(☎75－3656　FAX76－4564)

ごみ減量再資源化と環境美化の推進について
環境課生活環境班（☎75－3656）

生ごみ処理容器等購入費を助成しています
　町では、家庭から出るごみの自家処理を推進す
るため、生ごみ処理容器などを購入した家庭に助
成をしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
資源回収団体に奨励金を交付しています
　町では、資源ごみ回収を実施している町内の団
体に、奨励金を交付しています。該当する団体は
お申込みください。
　なお、対象となる品目は次のとおりです。
対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、古着、
　　　　　アルミ缶、ビール瓶など
※申請には、受入れ業者などの証明が必要です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「花いっぱい運動」に助成しています

　町では、環境美化の推進やごみの散乱・不法投
棄の防止のため、花や緑があふれる空間づくりを
進めています。
　参加希望の団体などには、花の種・苗の費用な
どを助成していますのでお申込みください。
※助成額や件数には限りがありますので、事前に
　お問合せください。

※助成額は100円未満切捨てです。
※購入前に環境課へお問合せください。
申請方法　購入後、補助金交付申請書兼実績書・補

助金請求書・商品の領収書（レシートでは
なく氏名及び型番が確認できるもの）を
環境課窓口へ提出してください

※補助金交付申請書兼実績書、補助金請求書の用
　紙は町ホームページからダウンロードできます。
※助成金は書類審査し、町から交付決定通知後、
　申請者の口座に振込みます。

❷

種　類
生 ご み
処 理 容 器

限度額
１基につき
6,000円

助成額
購入額の
２分の1

限度数
１世帯
２基まで

電動式生ごみ
処 理 機

１台につき
20,000円

購入額の
２分の1

１世帯
１台まで



町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　新根下住宅　４階１戸303号室
間 取 り　２DK　※共同エレベーター完備
主な入居資格　・町内に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28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28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、猫及び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。不明な点はお問合せください。

受付期間　５月22日（月）～６月５日（月）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入し、役場
　　　　　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、選考の後、抽選を行い決定します。

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

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29年度分の申込みを受け付けます。
　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31日（月）まで期　限　
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）申込み

ふれあい農園の利用者募集
　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的にふれあ
い農園を開設しています。自分で野菜を作ってみ
たいと思う方はぜひ応募してください。

募集区画　岸地区２区画（１区画約80㎡）
契約期間　平成29年６月１日～平成31年５月31日
　　　　　（以降の更新も可）
使 用 料　年額4,000円
応募資格　町内に在住又は在勤で非農家の方
申込み期限　５月26日（金）まで
※応募者多数の場合は、抽選を行い決定します。
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎75－3654）

定期（上級）救命講習を行います
日　　時　６月25日（日）９：00～18：00
場　　所　小田原市消防本部２階　講堂
対　　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町に在住・在勤・
在学で中学生以上の方

内　　容　成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取扱いに
傷病者管理、異物除去、搬送法、熱傷
の手当などを加えた応急手当全般

定　　員　25名（定員になり次第、締切り）
受 講 料　無料
申 込 み　５月25日（木）～６月15日（木）
期　　間　９：00～17：00（土・日曜日を除く）
申 込 み　電話予約後、申請書を消防署、分署
方　　法　又は出張所へ直接提出してください
※申請書は、最寄りの消防署、分署又は出張所で
　受け取るか、ホームページからもダウンロード
　できます。
問 合 せ　小田原市消防本部救急課（☎49－4441）申 込 み　
※小田原市消防本部ホームページに平成29年度定
　期救命講習予定表を掲載しています。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

❸

教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会

　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の
一環として、教育委員会とフリースクールなどが
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３日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　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子ども教育支援課
　　　　小中学校生徒指導グループ　

（☎045－210－8292　FAX045－210－8937）



第60回町親睦ゴルフ大会を開催します
月　日　７月２日（日）※雨天決行。
時　間　１組目スタート８：24予定
場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　象　町内に在住又は在勤の方
　　　　※高校生以下は参加できません。
定　員　120名
費　用　1人12,000円
　　　　（参加料2,000円、プレー料金10,000円）
　　　　※ゴルフ場利用料・消費税込み、食事代別。
プレー　乗用カートによる18ホールセルフプレー
方　法　※スパイクシューズ使用不可。
　　　　※高反発クラブ使用不可。
申込み　６月15日（木）まで期　限
申込み　生涯学習課窓口で配付している申込み用
方　法　紙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
※申込み用紙は町ホームページでもダウンロード
　できます。
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料
　は返却できません。
※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払いください。
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３日（土）
　　　　　午前の部 ９：30～12：10
　　　　　午後の部　13：00～15：40
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。
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（火）～５月29日（月）
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

初夏の風♪お茶摘みプラン
日　時　６月18日（日）９：50～15：00
場　所　「河村城跡コース」
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、
　　　　お茶畑で昼食（セラピー弁当）、お茶摘み体験

清流のせせらぎ♪滝めぐり＆ハンモックプラン
日　時　７月８日（土）９：40～15：30
場　所　「西丹沢西沢コース」
集　合　西丹沢ビジターセンター
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、
　　　　昼食（みほ弁）、森のハンモック体験

白百合会創立35周年記念カラオケ発表会
日　　時　５月21日（日） 開場 ９：30
 開演 10：00
場　　所　生涯学習センター　多目的ホール
入 場 料　無料
主　　催　杉本　富美子
ゲスト歌手　松阪　ゆうき
問 合 せ　白百合会（☎77－2677）

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、祝日
　　　　　８：30～17：00
練習場所　三菱ガス化学グラウンド（岸1020－8）
※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。
※町内に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）

❹

森林セラピー体験ツアー参加者募集

※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　各プランそれぞれ限定14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FAX、メ－ル、電話にてお申込み下さい
※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。
問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局（健康福祉センター内）（☎75－0822　FAX76－4592　 メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）



歯と口の健康週間（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８日(木)　13：30～16：00
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　（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、駐車場が混雑する場合がありま
　す。ご了承ください。
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）

❺

糖尿病公開講座「糖尿病とその付き合い方」
　「糖尿病そのもの」と「糖尿病の付き合い方」に
ついて、足柄上病院の医師がわかりやすく講演し
ます。糖尿病に関心のある方はどなたでもお気軽
にご参加ください。

日　時　５月25日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　３号館　講義室
講　師　総合診療科　医師　柳橋　崇史　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）

やなぎばし たかふみ

「未病の取り組みは足腰から！！」
～足柄上病院第28回 医学講座～
日　時　６月１日（木）
　　　　13：30～15：30

場　所　開成町町民センター大会議室（開成町延沢778）

講　演　1. あなたの足腰大丈夫？
 ～40歳代から始めるロコモ予防～
　　　　　足柄上病院　病院長　牧田　浩行　氏
　　　　2. 今からでも遅くない!!
 ロコモ予防の筋力トレーニング
 足柄上病院　理学療法士　新井　昌行　氏
　　　　3.「未病見える化コーナー」利用説明
 開成町保険健康課　健康づくり担当

定　員　100名（定員になり次第、締切り）

費　用　無料

主　催　開成町・足柄上病院

後　援　足柄上医師会・小田原保健福祉事務所足
　　　　柄上センター

申込み　電話又はFAXにて、氏名・お住まいの
方　法　市町村・電話番号をお知らせください

問合せ　開成町保険健康課　健康づくり担当
申込み　（☎84－0327　FAX85－3433）
　　　　神奈川県立足柄上病院　経営企画課　医学講座担当
　　　　（☎83－0351　FAX82－5377）
※車でお越しの際は、開成町役場の駐車場をご利用ください。

ひろゆきまき た

まさゆきあら い

※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
山北町指定ごみ袋購入

アルフォーインターナショナル
株式会社市原支店 4,635,014円

270,000円

1,319,274円

1,188,000円

841,320円

7,516,800円

3,963,600円

864,000円

5,432,400円

1,101,600円

1,845,720円

1,239,840円

861,840円

7,597,800円

4,048,920円

929,880円

環境課

平成29年度
神縄地区内道路測量業務委託

有限会社三共プラス
コンサルティング都市整備課

平成29年度
直読式水道メーター器購入

愛知時計電機株式会
社横浜営業所上下水道課

平成29年度
軽貨物車購入

有限会社
マルシン自動車上下水道課

平成29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
社東京支店議会事務局

平成28年度　山北町立川村小学校
空調機器整備工事（繰越明許） 株式会社イケダ電気学校教育課

平成29年度
山北町立山北中学校空調機器整備工事 加藤電気学校教育課

平成28年度　山北町立川村小学校
電源設備改修工事設計業務委託（繰越明許）

有限会社中津川建築
設計コンサルタント学校教育課

入札結果４月中



オストメイト相談会
日　時　５月28日（日）13：30～16：30
場　所　おだわら市民交流センター「ＵＭＥＣＯ（うめこ）」
対　象　人工肛門・人口膀胱保有者の方とその家
　　　　族及び医療関係者、関心のある方
内　容　講演、グループ懇談、個別相談、装具の展示
講　演　「初心者のストーマ管理」
　　　　東海大学医学部付属大磯病院　
　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師　河村　就平　氏
参加費　無料
定　員　70名
問合せ　（公社）日本オストミー協会神奈川支部
　　　　（☎0466－45－4216）

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23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。
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所

６月１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

６月６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

参 加 費
持 ち 物

申込み方法

６月３日（土）
10：00～ 12：00
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）
・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］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル
予約制です。6月1日までに保険健康
課健康づくり班へお申込みください
※託児を希望する方は、5月26日ま
　でにお申込みください。

ママパパクラス

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

申 込 み

持 ち 物

６月９日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケアなど
※助産師による乳房ケアは予約制で
す（先着４名）。初めて受ける方・
産後６か月以内の方を優先。申込
み開始は６月１日（木）からです。

保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル２枚

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。

電子母子手帳アプリをご存知ですか？
　神奈川県では電子母子手帳の運用を行ってお
り、この取り組みに、４月１日から山北町も参加
しています。
　パソコンやスマートフォンなどにアプリを入れ
ていただくことで、お子様の予防接種や子育ての
記録が簡単に行えます。また、通知機能により、
乳幼児健康診断など町が配信する情報を受け取る
ことができます。
　従来の母子健康手帳の補助として、ぜひご活用
ください。
　アプリはＱＲコードを読み取っていただくか、神奈
川県のホームページからダウンロードできます。
※従来の母子健康手帳の代替ではありません。妊
　娠がわかったら、妊娠届を提出して母子健康手
　帳を受け取ってください。
神奈川県ホームページアドレス：

（URL http://www.pref.kanagawa.jp）
 

問合せ  保険健康課健康づくり班
　　　　(☎75－0822）

男性のための料理教室
日　　時　６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　洋食（サンドイッチなど）
定　　員　30名
費　　用　700円程度（当日徴収します）
持 ち 物　エプロン、三角巾
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


