
鹿島山北高等学校
山北町中川921－87　☎0465－78－3900（担当：小泉）

非常勤職員募集※常勤登用有
① 職 種 事務職員、教育職員
② 日 数 週２日～週５日
③ 時 間 ９：00～18：00の中で５～８時間
④ 給 与 事務職員　60分＝1,000円
 教育職員　１コマ（50分）＝2,000円
⑤ 条 件 Word、Excelを扱える方
 教育職員希望者は教員免許が必須です。

お　し　ら　せ　版

台風18号災害義援金募金に
ご協力をお願いします

　町では、平成29年台風18号災害被災者救援のた
めに義援金の募金を実施しています。
　みなさんのあたたかいご協力をお願いします。

募 金 箱　役場１階エントランスホール、清水・三保支所
設置場所　健康福祉センター、生涯学習センター
実施期間　12月19日（火）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

❶

平成２９年１０月１６日発行 第６５１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/

衆議院議員総選挙のお知らせ
　10月22日（日）は、第48回衆議院議員総選挙・
第24回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
各投票区の投票所は次のとおりです。

投票日時　10月22日（日）７：00～20：00
投票場所

【期日前投票について】
　投票日に都合があって投票に行くことができな
いという方は、期日前投票ができます。
投票期間　10月21日（土）まで
投票時間　８：30～20：00
投 票 所　山北町役場１階　町民ホール
問 合 せ　山北町選挙管理委員会（☎75－3643）

メロディ放送は16：00に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、11月から２月までの間16：00になります。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原
山北第１、共和、
清水、三保

収集日
11月１日
（水）
11月２日
（木）
11月22日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

種　別

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）

消防団総合演習を実施します
　町では、次のとおり消防団の総合演習を行います。
日　時　11月５日（日）９：00～9：30
場　所　平山地区平山集会所付近
内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、山北・岸・向原・共和地区でサイレンが
鳴りますが、火災とお間違えのないようにご注
意ください。また、訓練に伴い、一部で交通規
制が実施されますので、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）

※山北第１投票区の投票所は山北体育館横投票所
　に変更となりますのでご注意ください。

投　票　区
山北第１投票区
山北第２投票区
山北第３投票区
山北第４投票区
山北第５投票区
山北第６投票区
平 山 投 票 区
共 和 投 票 区
清水第１投票区
清水第２投票区
清水第３投票区
三保第１投票区
三保第２投票区
三保第３投票区

投　票　所
山北体育館横投票所※

山 北 町 役 場
高齢者いきいきセンター
湯 坂 公 民 館
山 北 中 学 校（柔剣道場）
下本村コミュニティセンター
平 山 集 会 所
共和のもりセンター（多目的室1）
清水ふれあいセンター
谷 ケ 公 民 館
㈲田中モータース展示室
三 保 支 所（ 和 室 ）
畑 集 会 所
玄 倉 公 民 館



狭あい道路拡幅整備制度について
　町では、安全・快適で災害に強いまちを目指し
て狭あい道路（幅員が４メートル未満の町道）の
拡幅整備に対して助成金を交付しています。
　狭あい道路に接する土地をお持ちの方は、建物を
建築する際に整備対象区域を町へ買取りの申請など
ができ、町は申請に基づき一定額を助成します。
【整備対象区域概略図】

※条件などがありますので、事前にご相談ください。
問合せ申込み　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

山北体育館使用中止のお知らせ
　昭和34年に建築した山北体育館ですが、老朽化
に伴い簡易耐震調査を実施しました。その構造及び
調査見解によると、耐震診断・耐震補強工事が必
要ですが、通常の補強工事程度で基準を満たすこと
は不可能であることや、大地震が発生した場合倒壊
の恐れがあることが判明したため、各利用団体など
と協議し、10月末から使用を中止させていただくこ
ととしました。ご理解のほどお願いします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

橋梁工事に伴い交通規制を行います
　次の箇所で橋梁の耐震補強・補修工事を実施し
ます。工事期間中は施工内容により、一時通行止
めとなる場合があります。通行止めとなる際に
は、付近に設置する交通案内板でお知らせします
ので、迂回路をご利用ください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

場　　所　谷峨跨線橋
期　　間　９月下旬～平成30年１月下旬（予定）
施工業者　㈱磯部組
問 合 せ　都市整備課整備班（☎75－3647）

山北町セカンド成人式 のお知らせ
　大雪の成人式から20年。あの人はどうしている
かな？元気かな？と思っているみなさん。40歳と
いう節目の年に同窓会気分で２回目の成人式をし
ませんか？現在、町内にお住まいでない方には、
ご家族からお声掛けいただきますようご協力をお
願いいたします。

月　日　平成30年１月8日（月・祝） 
場　所　生涯学習センター１階　
　　　　多目的ホール 
対　象　昭和52年４月～昭和53年３月生まれの清
　　　　水中、三保中、山北中を卒業した方
出欠確認　ホームページで実施中（10月31日まで）
※ホームページへのアクセスは上の画像を読み取るか、検
索サイトで「山北町セカンド成人式」で検索してください。

※欠席される方もご登録よろしくお願いいたします。
※時間、費用などは決定後ホームページでお知らせします。
後　援　山北町
主　催　山北町セカンド成人式実行委員 
問合せ　（メールアドレス　yamakita40th@gmail.com）
　　　　（URL　https://yamakita40th.jimdo.com/）

※教育3～5歳の場合には、通園区域がありますので、該当する園の説明会にご出席ください。
　やまきたこども園…山北・向原（尺里・山下・高松）・平山・共和・清水地区にお住まいの方
　岸幼稚園…岸・向原（本村・村雨・前耕地・水上）地区にお住まいの方
　三保幼稚園…三保地区にお住まいの方

問合せ　幼稚園については、学校教育課教育班（☎75－3648）
　　　　保育園・認定こども園については、福祉課子ども支援班（☎75－3644）

平成30年度幼稚園・保育園・認定こども園の入園説明会
　平成30年４月から幼稚園・保育園・認定こども園に入園を希望される方への説明会を開催します。
参加申込みは不要ですので、直接お越しください。

❷

月　日

11月７日
（火）

時　間

14：30から
受付14：00から

場　　所

生涯学習センター
３階　視聴覚ホール
（２階和室で託児実施）

対象園名 入園対象児
13：30から
受付13：00から

岸 幼 稚 園
三 保 幼 稚 園 教育　３～５歳※

向 原 保 育 園 保育　２か月～５歳

やまきたこども園 教育　３～５歳※
保育　２か月～５歳

きょうりょう



森林セラピー体験ツアー
「向寒の城跡♪収穫体験のんびりプラン」参加者募集
日　時　12月９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　セラピーウォーキング、ストレス度チェック、
　　　　昼食（セラピー弁当）みかんの収穫体験
※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）
準　備　ウォーキングができる服装や着替え、リュッ
　　　　クサックなど
申込み　10月20日（金）から参加申込書により、
方　法　直接又はFAX、メール、電話にてお申込
　　　　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）

介護予防事業　ブナの木塾
（高齢者向け体操教室）開催のお知らせ
　誰でも年齢を重ねればだんだんと足腰が弱くなっ
ていくもの…。普段からの運動が大切ということは
理解していてもなかなか続かない…。この機会に運
動習慣を身につけてみませんか？

月　　日　11月７日（火）～平成30年２月20日（火）
　　　　　までの原則毎週火曜日（全14回）（年末
　　　　　年始を除く）
時　　間　13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　町内在住で65歳以上の方
内　　容　健康運動指導士によるストレッチや筋
　　　　　力アップを兼ねた体操
※初回と13回目に体力測定をします。
定　　員　20名
利 用 料　１回200円
※全14回参加すると2,800円、最終日に集金します。
申込み期限　11月１日（水）まで
※ご自分で来ていただくことが原則ですが、交通
　手段のない方は町による無料送迎を実施します。
　申込み時にお伝えください。
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

向原保育園バザーのお知らせ
日　時　11月４日（土）９：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作り小物・お菓子・家庭用品・子ども用
　　　　品・リサイクル品などの販売
問合せ　向原保育園（☎75－1146）

「文学・歴史散歩」参加者を募集します
　歴史と文化の街、紅葉の美しさがきわだつ街～鎌
倉。中でも素敵だといわれている場所を食事処にま
でこだわって選びました。ぜひご参加ください。

日　時　11月17日（金）８：30～17：30
※雨天決行。
集　合　役場西側駐車場
行き先　鎌倉方面（鎌倉文学館、らい亭、覚園寺、
　　　　報国寺、小町通り）
対　象　町内に在住・在勤の方
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
費　用　2,200円程度（高速道路代、入館料、写真
　　　　代、保険代など）
※人数により、金額が変更になる場合があります。
※昼食場所は、「らい亭」です。申込み日に食事
　をメニューから選んでいただきます。
申込み　10月30日（月）９：00に役場３階多目的
方　法　室にお越しください
※今年度は９：00時点で定員を超えた場合、抽選
　をいたします。予めご承知おきください。
※申込みは、ご本人の分のみとします。
※定員に達していない場合に限り、生涯学習課窓
口又は電話での申込みを同日13：00から受け付
けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

❸

河村城址と室生神社の流鏑馬見物
～河村氏の歴史を訪ねて～

　かつて山北周辺を治めた河村氏ゆかりの河村城
址を訪ね、神奈川県無形民俗文化財指定の「室生
神社の流鏑馬」を見学するツアーです。

月　　日　11月３日（金・祝）※雨天中止
集　　合　山北駅北口 9：45　
解　　散　室生神社 13：30頃
※解散後、各自で流鏑馬を見物していただきます。
定　　員　30名（定員になり次第、締切り）
費　　用　500円（資料代、損害保険代）
持 ち 物　弁当、飲み物、雨具、筆記用具、健康
　　　　　保険証（写し可）
申込み方法　10月25日（水）までに電話でお申込み
　　　　　ください
行　　程　山北駅→鉄道公園→盛翁寺→河村城址
　　　　　歴史公園→八幡神社→室生神社
主　　催　足柄観光ガイドの会
問合せ申込み　事務局　高橋（☎090－7700－9489）

や ぶ さ め



三保小学校「学校公開 幼小合同音楽会」のお知らせ
日　時　10月25日（水）
　　　　①13：15～14：10　②14：30～15：30
場　所　三保小学校　体育館
内　容　①幼小合同音楽会
　　　　②家庭教育学級（能楽鑑賞）※PTA主催。
※ご都合の良い時間に来校してください。
※室内履きをご用意ください。
問合せ　三保小学校　教頭（☎78－3028）

キッズカーニバルを開催します
日　　時　11月23日（木・祝）10：00～14：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児～就学前のお子さんとその家族

【事前予約コーナーについて】
対　　象　町内在住の方
申込み期間　10月23日（月）～11月15日（水）
申込み方法　健康福祉センター窓口へ直接又は電話
　　　　　にてお申込みください

【絵本のリサイクル回収について】
　自宅に眠っている絵本などがありましたらお持
ちください。
回収期間　10月23日（月）～11月15日（水）
回収方法　健康福祉センター窓口まで直接お持ち
　　　　　ください
※汚れや傷みのひどいものは回収できない場合があります。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

奥山家道探訪ハイキングツアー
～山北つぶらの公園へ行こう～
　町の文化財をめぐりながら古道を歩き、途中山
北つぶらの公園（鐘ヶ塚砦跡）へ立ち寄る中級
コースです。のどかな風景と歴史を感じながらの
んびり歩きましょう。（歴史解説あり）

日　時　11月12日（日）９：30～14：00
※天候により中止となる場合には11月11日（土）
　に電話連絡します。
集　合　山北駅前　９：30（昼食持参）
※解散は谷峨駅。
定　員　20名（申込者多数の場合は抽選）
※小中学生は保護者同伴。
費　用　無料
申込み　10月31日（火）までに電話でお申込みく
方　法　ださい
行　程　山北駅→川村関所跡→山北つぶらの公園
　　　　（昼食）→都夫良野地蔵堂→頼朝桜→谷峨駅
　　　　（全行程12.6㎞、高低差322ｍ）
問合せ　神奈川県県西土木事務所道路都市課
申込み　（☎83－5111 ）

親子熱気球体験教室
　20メートル以上の大きな風船が人を乗せてどう
して浮かぶの？どうやって目的地に飛んでいく
の？そもそも熱気球ってなに？そんな疑問をみんな
で解決しましょう！！熱気球の歴史や仕組みなどを学
び、実物に触れて、乗って、体験してみましょう！！

日　時　11月11日（土）※雨天中止。
　　　　15：00～18：00 終了予定
場　所　旧三保中学校グラウンド
対　象　５歳～小学生とその保護者
定　員　10組（先着順）
費　用　１名500円（保険料など）
問合せ　ハッピーバルーンクラブ　関
申込み　（☎090－8559－7592）
※電話にでることができない場合は折り返し連絡
　しますので、番号通知でお電話ください。

❹

第２回在宅医療・介護連携支援講演会
「どう生き、どう死ぬか」

　病気の治療ってどこまでするの？治療しなく
なったら死を待つだけ？これからの人生にこんな
不安を感じていませんか。緩和ケアを上手に受け
るコツや大切な人に伝えることの大切さなどをお
話しします。

日　時　12月９日（土）
　　　　14：00～16：00（受付13：30～）
場　所　松田町立公民館展示ホール
　　　　（松田町民文化センター１階）
対　象　足柄上地区１市５町の住民　先着140人
講　師　奥野　滋子　氏 （湘南中央病院　在宅診療部長）
費　用　無料
申込み　11月30日（木）（平日8：30～17：00）
方　法　までに電話でお申し込みください
申込み　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
　　　　（☎43－8172）

おく の 　　しげ こ　

対象年齢（目安）
１～６歳（就学前）
先着50名
２～４歳
先着10組

３歳以上（就学前）
各回先着12組

①歯科検診
　（10：30～12：30）
②幼児体操じゃんぷキッズ
　ミニ（11：00～11：20）
③親子クッキング
　手作りおやつ［ココアボ
　ール・足柄茶ボール］
　（１回目10：30～11：05）
　（２回目11：10～11：45）

事前予約コーナー

自由参加コーナー（内容は変更する場合があります）
おもしろボール入れ ・小麦粉粘土・知育コーナー・
子育て応援マッサージ（成人対象・町民優先、
託児あり）・子育て支援情報掲示　など
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入札結果９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　川村用水改修工事 株式会社山崎組 16,459,200円 15,876,000円都市整備課

※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）

山北からだすっきりプログラム（平成29年度健康づくりステップアップ事業）
　ライフコーダ（生活習慣記録機）を使用し、健康運動指導士・管理栄養士・保健師が日常生活の中で運
動習慣を身につけることをサポートします。ぜひお申込みください。

乳がん・子宮がん集団検診のお知らせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。受診を希望される方はお申込みください。
　なお、平成27年度に集団検診で受診された方は、申込み不要です。11月末までに検診票を送付します。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指針で２年に１回が適切とされています。
※医療機関での検診を希望される方は、受診券を送付しますので、ご連絡ください。

対　象　原則、全日程参加できる方
・特定保健指導の動機づけ、積極的支援
　対象者
・健診などで所見のある方
・生活習慣病などで治療中の方で主治医
　の許可がある方
・運動習慣のない方

場　所　健康福祉センター１階　多目的室１ほか
費　用　600円（④の昼食代）
申込み　11月９日（木）まで期　限
申込み　健康福祉センター窓口へ直接又は電話に
方　法　てお申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

※②、⑧の個別相談は都合がつかない場合は別日で調整します。

※妊娠中又は妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、申請により自己負担が免除されますので、事前に申請してください。
※マンモグラフィは40～49歳の方は２方向、50歳以上の方は１方向の撮影となります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

月　　日
11月16日（木）
11月20日（月）
11月30日（木）
12月14日（木）
12月21日（木）

平成30年１月11日（木）
平成30年１月18日（木）
平成30年１月22日（月）
平成30年１月25日（木）

時　間
10：00～12：00
調整のうえ個別連絡
10：00～12：00
10：00～12：10
10：00～11：30
10：00～11：30
10：00～12：00
調整のうえ個別連絡
10：00～11：30

オリエンテーション、ライフコーダ貸出、運動実技
生活相談、栄養相談①（食事の聞き取り調査を行います）
運動実技、ライフコーダ、食事聞き取り結果説明
運動実技、バランスのよいお弁当で昼食会
個別運動相談、運動実技
運動実技
森林セラピー（雨天中止）
生活相談、栄養相談②
運動実技

内　　　　容

【乳がん】
視触診・マンモグラフィ（乳房X線検査）
40～69歳の方 2,000円
70歳以上の方 400円

【子宮がん（頸部検査）】
20～69歳の方 700円
70歳以上の方  無料
※年齢は平成30年３月31日が基準日です。

対　象・自己負担額場　　所受付時間月　日

9：00
10：30
13：00
14：30

健康福祉センター

12月11日（月）

平成30年
１月27日（土）

平成30年
２月21日（水）
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「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　町内に在住の方
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
11月8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　10月24日（火）14：00～ 16：00
場　所　役場４階　402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）

月　　日
受付時間
場　　所

11月２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

対　　象

内 　 容

持 ち 物

申込み方法

11月１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。10月27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

神奈川県最低賃金改定のお知らせ
神奈川県最低賃金額　956円（時間額）

【発効日】平成29年10月1日
　10月１日（日）から、神奈川県最低賃金は956
円（以前より26円引上げ）となりました。
問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金室
　　　　（☎045－211－7354）

女性の健康相談
日　時　11月２日（木）９：30～11：30
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター　２階　診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が健康に関する
　　　　相談をお受けします
※予約制ですので、電話にてお申込みください。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　保健福祉課（☎83－5111　内線465）

行政相談所を開設します
　10月16日（月）から22日（日）は行政相談週間
です。役場内に行政相談所を開設しますので、こ
の機会にお気軽にご利用ください。
日　時　10月20日（金）13：00～16：00
場　所　役場３階　和室
内　容　国の行政機関の業務、県・市町村が国か

ら法定受託している業務などについて苦情
や業務運営の改善を求める意見・要望の
相談に応じ、問題解決のお手伝いをします

※相談は無料で、秘密は守られます。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談員と
　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を
　お受けします。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

お詫びと訂正
　広報やまきた10月号14ページ中、「さくらの湯
通信」に誤りがありました。お詫びして訂正させ
ていただきます。

（正）10月27日（金）風呂（ふろ）の日
（誤）10月26日（木）風呂（ふろ）の日

　10月26日（木）は休業日のため、本来であれば
今月は次回平日ご利用割引券の配付はしません
が、今回に限り27日（金）を風呂の日とし、当日
利用券を購入し入場された方全員に、次回平日ご
利用割引券を差し上げます。


