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お　し　ら　せ　版

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の減水について

　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。
　水稲の収穫時期が近づいてきたため、次のとお
り減水します。ご協力をお願いします。

日　時　９月10日（日）～30日（土）
※段階的に減水します。
内　容　全量通水時の１／２から１／４の減水に

なります
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）

成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、平成30年１月７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９年４月２日から
　　　　　平成10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）

❶
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消防団同時多発火災訓練を実施します
　防災訓練にあわせ町内７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３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　日向地区（２か所）、尺里西地区、大蔵
　　　　野地区、湯触地区、畑地区（２か所）
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。

私立学校新設に伴う地域説明会を開催します
　平成29年８月９日付で学校設置認可をしました
「鹿島山北高等学校」の地域説明会を次のとおり
開催します。参加希望の方は、直接会場にお越し
ください。

日　時　①８月30日（水）19：00～
　　　　②８月31日（木）19：00～
場　所　①三保支所　２階会議室
　　　　②生涯学習センター　３階視聴覚ホール
内　容　・鹿島山北高等学校の概要説明
　　　　・その他
問合せ　教育特区推進室
　　　　教育特区推進班（☎75－3657）

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）



❷

男性のための料理教室
日　時　９月９日（土）９：30～
場　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　容　秋野菜料理
定　員　30名
費　用　700円程度（参加人数により変動あり）
持ち物　エプロン、三角巾　　　　
申込み　９月１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）

ソーラン山北初の男性チーム「祭勇鬼」
メンバー募集！！

　祭勇鬼はソーラン山北を一緒に踊る男性メンバー
を年齢問わず募集しています。練習は月２回（基本
木曜日）岸の高齢者いきいきセンターで19：30～
21：00頃まで行っています。
　昨年から町内の主なイベントにも参加していま
す。皆さんも一緒に踊りませんか。

問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

さいゆう き

防災訓練会場のご案内
　９月３日（日）に各自主防災組織（自治会）が中心となり、次の会場でそれぞれ初期消火訓練や簡易搬
送訓練などを行います。災害時に備え、積極的に参加しましょう。

※時間は各自主防災組織で異なります。不明な場合はお問合せください。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

越　地
宿

班　目
南　原
湯　坂
原耕地

都夫良野・野脊開戸
瀬戸・駒ノ子
深　沢

鍛冶屋敷・古宿
市間・高杉
人遠・八丁
嵐

大蔵野
湯　触
山市場
湯本平
川西平山
神　縄
峰　下
谷　ケ

峰・塩沢

谷戸諸渕
透　間
玄　倉
箒　沢
畑

焼　大
尾　崎

東光院駐車場
福昌寺境内
班目集会所
町営南原駐車場
湯坂公民館
秋葉神社前広場

共和のもりセンター

地区内消火栓付近
須賀神社境内
湯触公民館駐車場
子之神神社ほか
湯本平集会所
地区内消火栓付近
清龍寺駐車場
ふれあいセンター前ほか
谷ヶ防災広場
峰：金山神社前ほか
塩沢：塩沢集会所前ほか
谷戸諸渕集会所付近ほか
透間公民館前
玄倉公民館前
地蔵堂前
畑集会所前
焼津親水公園上側消火栓付近
尾崎児童公園ほか

岸
地
区

地
区
別

共
和
地
区

清
水
地
区

三
保
地
区

自主防災組織 会　　　場
平　山
台
萩　原
萩原下
馬　場
田　中
鶴　野
鶴野南
上清水
中下清水
堂　山
田屋敷
万　随
根　下
城　山
宮　地
仁　道
怒杭文化
尺里西
尺里中

尺里東

高　松
上本村
下本村
本村東
村　雨
山　下
前耕地
水　上

大型バス駐車場

萩原地蔵尊前広場

星野金物店駐車場
山北体育館前広場
すずらん・アミーゴ駐車場

鶴野観音堂広場

旧村越材木店駐車場ほか
旧役場庁舎跡地
ＪＡ山北支店駐車場
田屋敷防災倉庫前
やまきたこども園やまっこ園舎園庭
山北2009－1武内宅前
山北2120－3佐藤宅前

室生神社境内

山北児童館広場
山北中学校体育館横ピロティ
及び駐車場
社会福祉協議会前広場
（雨天：山北中学校体育館）
旧川村小学校高松分校グラウンド
向原街区公園
下本村コミュニティセンター
ダイヤパレス新足柄駐輪場
村雨集会所
向原児童館広場
前耕地集会所
水上公園周辺

山
北
地
区

地
区
別

向
原
地
区

自主防災組織 会　　　場



「あしがらロングライドaround開成」
参加者募集！！

　自転車を通じたサイクリングスポーツイベント
として、「あしがらロングライドaround開成」を
開催します。開成水辺スポーツ公園を発着点に酒
匂川沿いのサイクリングロードや足柄、丹沢を巡
るコースをサイクリングで楽しみませんか。

「ライドハンターズin開成」
参加者募集！！

　大会が配付する「ハンティングMAP」に示され
た「スポット」を制限時間内（本大会は４時間）
に自転車でできるだけ多く回って獲得した総合得
点を競う競技です。得点はスポットまでの距離や
勾配など難易度によって決められています。どう
いう順番でまわって、どういうルートを設計する
かは、プレイヤーの自由です。
　どれだけ速く走れるかではなく、あなたの戦略
が順位を左右する新感覚の「エリア探索サイクリ
ング」です。

開催日時　10月８日（日）９：00～15：00
開催場所　開成水辺スポーツ公園（発着点）
対　　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
コ ー ス　足柄上地区１市５町エリア内
料　　金　2,000円/人
参加単位　１～３人/１組
定　　員　30組

❸

開催日時　10月８日（日）６：30～17：00
開催場所　開成水辺スポーツ公園（発着点）
対　　象　中学生以上（中学生は保護者同伴）
コ ー ス　足柄、丹沢を巡るロングコース
種　　目　①100㎞　②65㎞
料　　金　①9,000円/人　②7,500円/人
定　　員　800名（①、②の合計）

主　　催　サイクルスポーツイベント実行委員会・（一社）ウィズスポ
後　　援　山北町教育委員会、南足柄市、開成町、中井町教育委員会、大井町教育委員会、松田町教育委員会
申込み期限　９月19日（火）まで
申込み方法　大会公式WEBサイト（http://www.tour-de-nippon.jp/series/ashigara2017/）からお申し込みください
問 合 せ　ウィズスポ事務局　〒160－0011東京都新宿区若葉1－4四谷弘研ビル１階
　　　　　（☎03－3354－2300　FAX03－3354－3901）
　　　　　開成町自治活動応援課（☎84－0315）

「こどもコンサート2017」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26日（土）13：00～17：00
開催場所　生涯学習センター　多目的ホール
参加団体　・川村囃子山北保存会

・山北ジュニアコーラス
・洒水太鼓を守る会
・スマイリーキッズ
・山北高校ダンス部
・ＪＳＣ　dance
・祭勇鬼
・開成ジュニアアンサンブル
・とらいチアリーディングチーム　ＦＩＬＬＹＳ
・ＤＲＥＡＭＳ

入 場 料　無料
問 合 せ　こどもコンサート2017実行委員会
申 込 み　幹事長　田代　一男
　　　　　（☎76－3111　携帯090－3203－5940）
　　　　　（メール syasui@rice.ocn.ne.jp）
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救急の日・救急医療週間にあわせて
救命講習を行います

日　　時　９月10日（日）９：00～12：30
場　　所　県立足柄上病院
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　講演（講師：県立足柄上病院医師）及
び救命講習（心肺蘇生法とＡＥＤの取
扱い実技）

定　　員　20名（定員になり次第、締切り）
受 講 料　無料
持 ち 物　筆記用具
※動きやすい服装と靴でお越しください。
申 込 み　８月31日（木）まで
期　　限　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　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

しんぱい そ せいほう



「子育て世代包括支援センター」の
愛称を募集します！

　町では、妊娠期から子育て期までの切れ目のな
い支援や相談を行う拠点として、10月から健康福
祉センター内に「子育て世代包括支援センター」
を開設します。これに伴い、子育て世代の方はも
ちろん、町民のみなさんに親しみやすい施設とな
るよう愛称を募集します。
　たくさんのご応募、お待ちしております。詳細
は、町ホームページをご覧ください。

応募資格　町内に在住・在勤・在学の方
応募要件　「子育て世代包括支援センター」の趣旨

が表現されており、オリジナリティー
にあふれるもので親しみや愛着を持た
れるもの

応募方法　応募用紙に記入し回収箱に投函
投函・応募　保険健康課健康づくり班・保険年金班
用紙設置場所　清水支所、三保支所、生涯学習センター
応募期間　８月21日（月）～８月31日（木）まで

問 合 せ　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

❹

アウトドアクッキング
日　時　９月９日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　家族
内　容　家族でアウトドアクッキングに挑戦！
定　員　先着10組
持ち物　食器（皿・お椀・コップ・箸など）、飲み
　　　　物、軍手
※汚れても良い服装でお越しください。
費　用　小学生以上2,500円、未就学児1,000円
　　　　（活動費・食材費・保険代など）
　　　　２歳以下は無料
申込み　８月26日（土）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）親子木工体験教室「木琴づくり」

日　時　９月23日（土・祝日）
　　　　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）
申込み期限　９月12日（火）まで　

自然観察会「きのこ観察・秋の山野草観察」
日　時　９月30日（土）10：00～15：00　
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　森に生えているきのこ、山野草を観察し
　　　　ながら、それぞれの特徴や役割について
　　　　学びます
定　員　20名（抽選）
費　用　500円（参加費）
申込み期限　９月19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）

～県立21世紀の森  イベント参加者募集～

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。

日　時　９月２日（土）13：00～16：00
場　所　健康福祉センター　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）

か とうしゅうそん
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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４日（月）から10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４日（月）～10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）

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７日（木）13：00～15：00
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（金）まで期　限
申込み　福祉課窓口へ直接又は電話
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）

❺

～学生・保護者の皆さんへ～アルバイトや就職でトラブルにならないために
　働き始めてから、働いた分の賃金がもらえない、労働時間が長すぎる、急に辞めるように言われたな
どの労働条件についてトラブルが生じることがあります。「こんなはずではなかった」などとならないた
めには、働く前に労働条件を確認すること、労働条件の基礎知識を学ぶことが重要です。
　厚生労働省ポータルサイト「労働条件を確かめてみませんか？」では労働条件の基礎知識、Ｑ＆Ａ形式
のトラブル事例や相談先を調べることができます。また、労働条件に疑問がある場合は遠慮なくご相談
ください。

相談窓口　小田原労働基準監督署（☎22－7151）（8：30～17：15（土日祝・年末年始を除く））
　　　　　労働条件相談ホットライン（☎0120－811－610）（月～金：17：00～22：00　土日：10：00～17：00）

入札結果７月中
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
谷峨跨線橋耐震補強・補修工事 株式会社磯部組 23,598,000円

7,819,200円

3,812,400円

2,440,800円

24,289,200円

918,000円

20,146,320円

22,680,000円

7,452,000円

2,127,600円

2,376,000円

22,820,400円

907,200円

17,388,000円

都市整備課

平成29年度
松ヶ山隧道改修工事 株式会社磯部組都市整備課

平成29年度
検定満期メーター器交換工事 有限会社ウスイ工業上下水道課

平成29年度
東山北駅前広場整備工事 株式会社荻野工業定住対策課

平成29年度　山北町アクション
プラン策定業務委託

株式会社アスコ大東
神奈川営業所

ハーベストネクスト
株式会社

有限会社中津川建築
設計コンサルタント

上下水道課

平成28年度　町営原耕地住宅環境
整備工事設計業務委託（繰越明許）定住対策課

平成29年度　山北町立小中学校
給食調理業務委託学校教育課

※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）



❻

3か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

８月29日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター　１階
平成29年４～５月生まれの乳児
母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

持 ち 物

申込み方法

９月２日（土）
10：00～ 12：00（受付9：45～）
健康福祉センター２階　栄養指導室
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］
・妊娠中の歯の衛生［講話・実技］
母子健康手帳、筆記用具、タオル、
歯ブラシ、手鏡、コップ
予約制です。2日前までに保険健康課
健康づくり班へお申込みください。
※託児を希望する方は８月25日（金）
　までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

９月８日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室
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９月１日（金）からです。

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。

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

内 　 容

持 ち 物

申込み方法

９月６日（水）
９：30～９：45
健康福祉センター２階　多目的室
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。９月１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

月　　日
受付時間
場　　所

９月７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

９月５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。

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22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）

「健康福祉センター」から　保険健康課健康づくり班（☎７５－０８２２）

“赤ちゃんと一緒”を楽しもう
　赤ちゃんが生まれてパパ・ママになってからの生活
はいかがですか？「なんで泣いているの…」「なんで
寝てくれないの…」と泣きたくなる時はないですか？
赤ちゃんにとっても、パパ・ママにとっても、一生で最も
変化の大きい０歳児の時期を親子で楽しむ方法を一
緒に体験してみませんか？パパの参加も大歓迎です！
日　時　９月９日（土）10：00～11：30（受付９：45～）
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
対　象　町内在住の３か月～１歳未満の乳児とそ
　　　　の保護者
※対象年齢外のお子さんの参加はご相談ください。
内　容　・親子でふれあいあそび！［演習］
　　　　・赤ちゃんの成長と育児［講義］
講　師　保育士、心理士、保健師
定　員　15組（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
申込み　９月１日（金）から窓口へ直接または電話
方　法　で予約してください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）


