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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）

道路上の障害物の管理について
ご協力をお願いします！

　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により
伐採などの管理をしていただいています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障になるばか
りか、事故につながる恐れもあり大変危険です。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方は、次のような場合、樹木の伐採
又は枝払いをお願いします。

・道路、歩道へ樹木が張り出し、通行の障害とな
　る場合
・倒木、折れた枝の落下などにより、通行の障害
　となる場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

❶

平成２９年６月１６日発行 第６４３号
編集発行 山北町役場企画政策課
〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

☎０４６５－７５－１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

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24日（土）
　　　　13：00～15：30（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
　　　　・公演「神奈川フィルハーモニー管弦楽団
　　　　　　　　弦楽四重奏　山北町青少年健全
　　　　　　　　育成大会ミニコンサート」

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

地籍調査事業　現地調査にご協力を
　町では、平成29年度地籍調査事業を次のとおり
実施します。
　期間中は、地権者の方との立会いや測量業者に
よる立ち入り調査及び測量が行われます。関係者
のご協力をお願いします。

実施期間　７月～平成30年３月
場　　所　山北字役野地区及び神縄入地区の一部

問 合 せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

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　７月２日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～ ８：30
　　　　　第２部　９：00～ 11：45
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、苔玉作り
　　　　　体験教室
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）
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麻しん風しん混合ワクチン予防接種について
　町では、麻しん風しん（MR）混合ワクチンの予
防接種について、接種費用を助成します。
　麻しん（はしか）と風しんの予防接種は、１歳と
小学校就学前の２回受けることになっています。
　まだ接種を受けていないお子さんは、できるだ
け早い時期に医療機関で接種しましょう。

対　　象　山北町に住民登録があり、次の①又は
②に該当する方

　　　　　①１歳以上２歳未満の幼児
　　　　　②小学校就学前（平成23年４月２日～

　平成24年４月１日生まれ）の幼児
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属す

る医療機関
接種回数　①、②それぞれ１回
接種方法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接

種してください（医療機関によっては
予約不要の場合もあります）

※接種される際には母子手帳を持参し、保護者同
　伴で受けてください。

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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16日（金）～７月５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）

骨密度・内臓脂肪測定会実施のお知らせ
　体の状態を知ることは健康維持につながります。
健康相談がある方もお待ちしています。

日　時　６月28日（水）9：30～11：00
場　所　健康福祉センター　多目的室１
内　容　骨密度・内臓脂肪測定
※骨密度測定希望の方は裸足になれる服装でお越
　しください。
※内臓脂肪測定希望の方はシャツとズボンなど上
　下がわかれている服装でお越しください。
申込期限　６月23日（金）まで
申込み　電話又は健康福祉センター窓口へ直接
方　法　お申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）申込み

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の土用干しについて

　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
ちの方へのお知らせです。
　水稲育成のため文命用水路からの水門を閉めま
す。ご協力をお願いします。

日　時　【一番干し】
　　　　　７月７日（金）　　夕方から
　　　　　７月10日（月）　　夕方まで
　　　　【二番干し】
　　　　　７月20日（木）　　夕方から
　　　　　７月23日（日）　　夕方まで
※ご不明な点は、お問合せください。

問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間
　６月26日（月）から７月２日（日）は、全国一斉
「子どもの人権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26日（月）～７月２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）

❷

労働保険のお知らせ
　平成29年度・労働保険（労災保険・雇用保険）
の確定・概算申告と保険料などの納付はお早めに
お願いします。
　申告・納付期限は７月10日（月）までです。
※労災保険と併せて石綿健康被害救済のための一
　般拠出金も申告・納付となります。

問合せ　神奈川労働局総務部労働保険徴収課
　　　　適用第１係・第２係・第３係
　　　　（☎045－650－2803）



❸

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スタッフを常時募集しています。

※ボランティアスタッフは、高齢者の見守りや活動のサポートをし
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スタッフ共に
詳細をご説明しますので、お気軽にお問合せください。

○正しい飼い方
室内飼育に努めましょう
・猫は家の中で飼うなどして、公共の場所
や他人の土地、建物などを不潔にしたり、
損傷させたりしないよう注意しましょう

　
　首輪をつけましょう
・万が一家の外に出てしまった場合、地域
の方々に野良猫と間違われないように、
首輪をつけて連絡先などを記入し、飼い
主がわかるようにしましょう

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

○所有者のいない猫（いわゆる野良猫）について
　野良猫に「エサ」を与えないでください
・可愛いから、可哀そうだからといって野良猫に餌
を与えてしまうと、野良猫が繁殖して増え続ける
ことに繋がってしまうのでやめましょう

　
　猫が嫌う「ニオイ」をまく（置く）
・猫が嫌う臭いのする薬剤（忌避剤）をまく
・酢（木酢液、お酢）や柑橘類（みかんやレモンなど）をまく
・ランタナ、レモンバームやレモングラスなどのハーブを植える
・ドリップした後のコーヒーかすやインスタントコーヒーをまく

※繰り返し対策を行うことで、「猫にとって嫌な場所」
　だと認識させることが大切です。
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猫を正しく飼いましょう！
　最近、町に「野良猫を捕獲してほしい」というご意見が多く寄せられています。しかし、猫は『動物の
愛護及び管理に関する法律』で愛護動物とされています。
　この法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分を目的に野良猫を捕獲することはでき
ません。飼主の方が愛情と責任を持って周りに迷惑がかからない正しい飼育を行わない限り、捨て猫の問
題や放し飼い（外飼い猫）による周囲への危害・迷惑（糞・尿・イタズラ）などの問題の根本的な解決に
はなりません。

ふん

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

ふれあい塾 いきいき塾 やまどり塾さ く ら 塾
毎週水曜日 毎週金曜日 第２・４木曜日毎週月曜日

塾　名

日　時
10：00 ～ 15：00

75歳以上の方（現在の参加者の平均年齢は約85歳です）

1日400円
会場まで遠方の方は無料送迎します

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

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健康福祉センター場　所

利用料
送　迎

清水・三保 岸・向原 清　　水

無　　料

山北・平山・共和
対　象

内　容

介護予防塾の概要



～県立21世紀の森 イベント参加者募集～
【親子体験教室「ピンボール盤づくり」】
日　時　７月15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　ビー玉を弾いて遊ぶ、懐かしのコリントゲー
　　　　ムを作ります
定　員　10組（抽選）
費　用　１組2,000円
申込み期限　７月６日（木）

【自然観察会「夏の星座を見てみよう」】 
日　時　７月15日（土）19：00～20：30
場　所　県立21世紀の森　
対　象　一般（小学生以下は保護者同伴）
内　容　夏の星座を観察しよう
定　員　20名（抽選）
費　用　500円
申込み期限　７月６日（木）

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

※送迎は「ピンボール盤づくり」のみです。

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）

❹

【森のファミリーデイキャンプ】
日　時　７月８日（土）10：00～18：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　家族・親子
内　容　家族で日帰りキャンプに挑戦！ 基本的な
　　　　野外炊事やテントの張り方など楽しく体
　　　　験しよう！
定　員　先着　５組
参加費　小学生以上5,000円
　　　　（活動費・食材費・保険代）
　　　　未就学児2,500円　※２歳以下無料。
持ち物　軍手、飲み物、食器（皿・お椀・コップ・
　　　　箸など）
申込み　６月25日（日）９：00から電話にてお申
方　法　込みください

～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）

俳句教室へのお誘い
～あなたの感性を５・７・５に！～

　心に感じた季節の風物やうつろいを文字に残し
てみませんか。
　俳句を作ったことがない方も、楽しく日本の文
化に親しんでほしいと思います。ぜひご参加くだ
さい。お待ちしています。

日　時　７月１日（土）13：00～16：00
場　所　生涯学習センター　２階会議室
講　師　川村　研治　氏
　　　　（プロフィール）
　　　　俳誌「寒雷」所属、加藤楸邨に師事
　　　　現在は、「寒雷」編集部
　　　　　　　　現代俳句協会所属
　　　　　　　　富士山麓病院新聞編集長
費　用　500円
持ち物　筆記用具
問合せ　俳句クラブ　ことばと遊ぼう
　　　　中山　妙子（☎75－0154）
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～新たな出会いを求めて～
一緒にソフトボールを楽しみませんか
　シニアソフトボールチーム「山北ぺへレイズ」
では、50代半ばから80代までの部員28名が、毎
週土曜・日曜の午後、ぐみの木近隣公園多目的広
場を利用し、練習に励んでいます。
　練習中は和気あいあい。ミスにも、ナイスプレ
イにも声をかけあい、“笑顔を忘れずに”を大切に
しています。もちろん年齢や体力を十分考慮しな
がらです。経験の有無は問いません。健康の増進
と、新しい出会いを求めて、私たちと一緒にさわ
やかな汗をかきませんか。
　関心のある方は、ぜひ、ぐみの木近隣公園にお
越しください。

問合せ　会長　瀬戸　定次（☎75－1283）
　　　　監督　牧田　知久（☎75－1117）

せ　と さだ じ

ともひさまき た



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
山北町役場ほか町有6施設電力供給

東京電力エナジーパートナー株式会社
E＆G事業本部南関東本部 33,628,034円

6,350,400円

6,458,400円

4,536,000円

1,242,000円

26,125,200円

1,331,640円

3,132,000円

31,914,408円

5,724,000円

6,048,000円

4,320,000円

1,123,200円

25,056,000円

1,244,647円

3,110,400円

財　務　課

平成29年度
地籍調査事業測量等業務委託 株式会社湘南財　務　課

平成29年度
山北町都市計画基礎調査業務委託

国際航業株式会社
神奈川支店都市整備課

平成29年度
町道共和清水線舗装補修工事 有限会社酒匂土木都市整備課

平成29年度　（仮称）町道原耕地
14号線測量業務委託

有限会社
アシガラ測量都市整備課

平成28年度　向原地区（安洞）
公共下水道整備工事（繰越明許） 株式会社荻野工業上下水道課

平成29年度
用紙（再生紙）一括購入

株式会社
スワベ商会小田原支店会　計　課

平成29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生涯学習課

入札結果５月中

❺

小田原市消防本部から講習のご案内

※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）

申 込 み 方 法　電話予約後、申請書を小田原消防本部救急課へ直接提出してください
※申請書は、小田原消防本部救急課窓口で受け取るか、ホームページからもダウンロードできます。
　（普通救命講習Ⅰは、最寄りの消防署、分署又は出張所でも申請書の受け取り・提出ができます。）
問合せ・申込み　小田原市消防本部救急課（☎49－4441）
※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/）

【普通救命講習Ⅰを行います】
日　　時　７月８日（土）９：30～12：30
場　　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ
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
定　　員　20名（定員になり次第、締切り）
受 講 料　無料
申 込 み　６月28日（水）まで
期　　限　９：00～17：00
　　　　　（土・日曜日を除く）

【応急手当普及員講習】
日　　時　７月27日（木）～29日（土）の３日間
　　　　　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・在勤の方
内　　容　応急手当普及員の資格取得のための講習

（全３日間受講することが必須）
定　　員　20名（定員になり次第、締切り）
受 講 料　約5,000円（テキスト代）
※テキストの注文については救急課にご相談ください。
　テキストが用意できる方は、費用はかかりません。
持 ち 物　筆記用具
※動きやすい服と靴でお越しください。
申 込 み　６月27日（火）～７月20日（木）
期　　間　９：00～17：00（土・日曜日・祝日を除く）



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

７月６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

７月４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
受付時間
場　　所

対　　象

内 　 容

持 ち 物

申込み方法

７月５日（水）
９：30～９：45
健康福祉センター　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。６月30日（金）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

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27日（火）
　　　　14：00～16：00
場　所　役場４階
　　　　403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）

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）主催のスロート
レーニングを開催します。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。けがのない体づくりを目指
して、会員と一緒に、楽しく運動しませんか。

日　時　７月９日（日）
　　　　９：30～11：30頃（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　石田　拓也　氏
　　　　健康運動指導士　金森　智也　氏
定　員　35名（定員になり次第、締切り）
費　用　500円（会場費など）
持ち物　飲み物、タオル、ヨガマットなどの敷物
　　　　（無い方は、講師より借用できます。）
申込み　６月30日（金）までに電話又は健康福祉
方　法　センター窓口へ直接お申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

いし だ たく や

かなもり とも や

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。

問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

掲載料

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

12㎝×９㎝
1号につき1件

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

６㎝×18㎝
1号につき1件
６㎝×９㎝
1号につき1件

10,000円12㎝×９㎝
1号につき1件

10,000円６㎝×18㎝
1号につき1件

5,000円６㎝×９㎝
1号につき1件

5,000円縦50ピクセル×横150ピクセル
1～12か月（1か月単位）

1,000円A4以内(車内ステ
ッカー2枚)、1か月

1,500円B4以内(バックステ
ッカー2枚)、1か月

1,000円A1以内(車内ポス
ター2枚)、14日間

50,000円車内放送（放送制
作費含む）、1年間

種　類

広報
やまきた

おしらせ版

ホームページ
（バナー広告）

町内
循環バス

規格及び
掲載期間

（裏表紙）10,000円
（本　稿）7,000円


