
とれたて山ちゃん15周年記念セール
　「とれたて山ちゃん」は、開店15周年を迎えま
す。そこで、日頃のご愛顧に感謝し、2日間の記
念セールを開催します。組合員一同、みなさんの
ご来店を心よりお待ちしています。

日　時　4月28日（土）・29日（日・祝）
　　　　9：00～17：00
販売品　野菜、果物、山菜、お茶、つけもの、味

噌、野菜や花の苗、加工部手作りの山菜
ごはん、タケノコ料理　ほか

※500円以上のお買い上げでガラガラ抽選ができます。
※ご来店の皆さん全員に「手作りのミカンジュー

ス」を差し上げます。

問合せ　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」
　　　　（☎75－3026）

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22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）

サンライズ東山北の入居者を募集します
募集住宅　サンライズ東山北（下本村中堅所得者住宅）
　　　　　1戸503号室
間 取 り　3LDK（65.58㎡）
家　　賃　53,600～67,000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28年の合計
所得が月額158,000円以上487,000
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
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問合せください。

申込み期間　4月23日（月）～5月2日（水）
申込み方法　定住対策課で配付している入居申込書

に必要事項を記入し、提出してください
※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。
※書類選考後、入居申込者が多数の場合、公開抽

選を行います。
入居可能時期　6月中旬（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。

収 集 日 種　別 地　区
5月1日
（火） もえるごみ 山北第1・共和、

清水、三保
5月2日
（水）

もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原もえないごみ

5月4日
（金・祝） もえるごみ 全地区

※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）

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（日・祝）11：00～
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。
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避難行動要支援者支援制度への登録について～地域で支え合い・助け合うために～
　町では地域防災計画に基づき、災害時に高齢者や障がいのある方、外国人の方など（要配慮者）を支
援する避難行動要支援者支援制度（旧名称：災害時要援護者避難支援制度）を実施しています。
　要配慮者として登録されると、登録情報を地域支援者※1や近隣避難支援者※2が共有し、災害時の
安否確認や安全に避難できる体制づくりに活用します。既に登録されている方はお申込みの必要は
ありません。
※１　自主防災組織（自治会）、民生委員・児童委員
※２　支援が必要な人の近隣に住んでいる方で、災害時に情報の伝達や安否確認、避難の手助けをして

くれる方。ただし、支援はできる範囲で行うもので、義務や責任を負うものではありません。

登 録 対 象 者 登　録　方　法
75歳以上の高齢者でひとり暮らし、高齢者のみの
世帯の方

地区の民生委員が自宅へ登録申込書をお届けしま
すので、希望する方はお申込みください

・身体障がい（1・2級）、知的障がい（療育手帳 
　A）、精神障がい（保健福祉手帳１級）の方
・介護保険の要介護3以上の方

町から登録申込書を送付しますので、希望する方
はお申込みください

その他、難病をお持ちの方、外国人の方など災害
時に自力で避難又は災害情報を入手することが困
難な方

福祉課及び清水・三保支所に登録申請書がありま
すので、必要事項を記入のうえ随時お申込みくだ
さい

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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）

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）

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（火）9：00～
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）
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ポールウォーキング初心者教室
　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10日・17日（木）
時　　間　13：30～15：00
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

むらかみ
上　政

ま さ し
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8日（火）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

森林セラピー体験ツアー
「五月晴れ♪森林ヨガプラン」参加者募集
日　時　5月16日（水）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）
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、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）

軟式野球大会を開催します
月　　日　5月27日（日）、6月3日（日）、
　　　　　6月10日（日）
※予備日は、6月24日（日）、7月1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10日（木）まで
※代表者会議を5月11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

ゆ か わ
川  靖

やすのり
法（☎090－8489－9403）

未病バレー「BIOTOPIA」オープン
　県及び市町などが進める県西地域活性化プ
ロジェクトの拠点施設となる、「未病バレー
『BIOTOPIA』」が4月28日に第1期オープンを
迎え、同日から記念イベントが開催されます。
　「未病バレー『BIOTOPIA』」には、県が設
置するme-byoエクスプラザのほか、マルシェや
レストランなどの施設が開業します。

月　　日  4月28日（土）～30日（月・休）
時　　間　10：00～16：00
※店舗営業時間は店舗ごとに異なります。
場　　所　㈱ブルックスホールディングス大井事業所
　　　　　（足柄上郡大井町山田300番地）
問 合 せ　神奈川県地域政策課（☎045－210－3260）
　　　　　　(https://www.biotopia.jp）
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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。

サークル名 曜日 時　間 費　用 問合せ 備　考
フィットネス桜 月 12：15～13：15 お問合せください 小

こ む ろ
室　悦

え つ こ
子（☎75－2435） 女性限定

マーリンスイミング 月 18：00～19：00 1回 800円 秋
あ き ば

葉紀
き よ み

代美
　（☎090－8013－5541）

小学3年生
　　～中学3年生

O
お

’h
は な
ana

月
火
金

19：00～20：00
19：00～20：00
14：30～15：30

1回 500円 関
せき

　　和
か ず こ

子（☎75－0885）

すみれ 火 13：30～14：30 1回 500円 石
い し い

井　道
み ち こ

子（☎82－1506）

アリエル 火 14：45～15：45 1回 500円 石
い し い

井志
し づ こ

津子
　（☎090－9853－4767） 女性限定

アクアンブルー 水 13：00～14：00 1回 500円 橋
はしもと

本真
ま ち こ

知子（☎76－3017）
めだかの学校 水 14：30～15：30 1回 500円 渡

わたなべ
邊　達

た つ お
夫（☎75－0137）

スイスイ 水 19：00～20：00 月2,000円 羽
は だ

田　京
きょうこ

子（☎76－3408）
まんぼう 金 11：00～12：00 月2,000円 松

まつした
下真

ま ゆ み
由美（☎75－0975）

ひまわり会 金 13：15～14：15 月1,750円 森
もりやま

山ヨ
よ し こ
シ子（☎75－3093）

アクア健康倶楽部 金 19：00～20：00 1回 500円 加
か と う

藤　勝
かつよし

芳（☎76－3752）
※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。
※別途、さくらの湯利用料（400円／2時間）が必要となります。

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）

県立山北高校　教育活動支援ボランティア募集
　山北高校では、開かれた学校づくりと地域との協働をより深めるため、教育活動支援ボランティアを募
集します。また、全学年において「スタディサプリ※」を導入し、基礎・応用の学力を付けていきます。

※学び直しから大学受験にまで対応している株式会社リクルートの学習アプリ。パソコンやスマート
フォンを使用して授業動画を見たり、問題を解いたりすることができ、学校の指定した問題や宿題を
行うことで苦手分野の克服に役立ちます。

内　容　等 募集人数 活　動　等
山北高校のPC教室の管理・運営
・生徒のPC教室利用のため、昼休み、放課後のPC教室の運

営・管理を行う
※パソコンに詳しい方歓迎。

1～3名
平日週3～5日
昼休み及び放課後それぞれ1時間程
度（応相談）

家庭科授業の調理実習や被服実習における準備、実習補助
・調理実習や被服製作などの生徒の個別支援
・実習の準備や片づけなど

1～3名 実習時のみ、週3～5日、
1回2～4時間程度（応相談）

チームティーチング（学習支援）としての授業補助
・教員と一緒に授業に入り、生徒の個別支援
・昼休み、放課後などの時間を使って生徒の自習の支援、質問受付
・教科は数学、英語、理科など（教員免許の必要なし）
・数学、英語の課題・宿題は「スタディサプリ」を活用

10名 平日週2～5日
1回2～4時間程度（応相談）

問合せ　山北高校　副校長　山
やまぐち

口　正
ま さ お

夫（☎75－0828〈代表〉）
　　　　　　　　　教頭　　岩

いわもと
本　明

あ き こ
子
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入札結果3月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

企画政策課 平成30年度
広報やまきた・おしらせ版印刷 株式会社ソーゴー 6,091,200円        5,171,040円

財　務　課 庁舎等清掃業務委託（長期継続契約） 株式会社
美装フジモト 92,664,000円 92,664,000円

財　務　課 庁舎設備管理業務委託（長期継続契
約）

大成有楽不動産
株式会社横浜支店 10,692,000円 9,720,000円

財　務　課 平成30年度　教育長車賃貸借 有限会社
田中モータース 2,673,201円 2,624,400円

財　務　課 平成30年度　庁用自動車賃貸借
（普通自動車）

有限会社
マルシン自動車 2,595,013円 2,538,000円

財　務　課 平成30年度　庁用自動車賃貸借
（軽自動車）

有限会社
原自動車商会 1,892,160円 1,814,400円

財　務　課 印刷機賃貸借（長期継続契約） 株式会社武書店 1,464,480円 1,296,000円
財　務　課 給茶機賃貸借（長期継続契約） 株式会社武書店 738,720円 　707,616円

福　祉　課
平成30年度　第3期山北町地域福祉
計画・第5次山北町社会福祉協議会地
域福祉活動計画策定業務委託

株式会社サーベイリ
サーチセンター静岡
事務所

2,559,600円 1,533,600円

保険健康課 山北町健康福祉センター設備管理業
務委託（長期継続契約）

株式会社
綜合サービス 17,010,000円 16,912,800円

保険健康課 平成30年度　
山北町転倒骨折予防教室業務委託

有限会社足柄リハビリ
テーションサービス 1,792,800円 1,005,480円

環　境　課 平成30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 33,674,400円 32,400,000円

上下水道課 平成30年度
水質検査業務委託

株式会社
総合環境分析 10,173,600円 7,439,904円

議会事務局 平成30年度
やまきた議会だより印刷

株式会社
あしがら印刷 1,209,600円 1,088,640円

生涯学習課 山北町立生涯学習センター設備保守点
検業務委託（長期継続契約）

大成有楽不動産
株式会社横浜支店 6,156,000円 5,896,800円

生涯学習課 平成30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 4,267,080円 3,909,600円

※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）

足柄地域の観光ボランティアガイドを
やってみませんか

　足柄地域の観光ボランティアガイドやイベント
の手伝い、街歩き勉強会などの活動をしている団
体です。新規会員を募集します。やってみようと
意欲のある方はどなたでも大歓迎です。一緒に楽
しく活動しませんか。随時受け付けています。

団体名　足柄観光ガイドの会
年会費　3,000円
問合せ　事務局　高橋（☎090－7700－9489）応募先

❺

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。

実施日 時　間 場　所
5月9日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

健康福祉センター
1階　内科診察室

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）



ママパパクラス
月　　日　5月5日（土・祝）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45～）
場　　所　健康福祉センター　栄養指導室
対　　象　妊婦とそのご家族　
　　　　　・妊娠中の栄養[講話]
内 　 容　・歯の衛生[講話・実技]
費　　用　無料
持 ち 物　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。5月2日（水）までに保険
　　　　　健康課健康づくり班へお申込みください
申込み方法　託児を希望する方は4月27日（金）
　　　　　までにお申込みください
※動きやすい服装でお越しください。

離乳食教室
月　　日　5月9日（水）
時　　間　10：00～11：00（受付9：30～9：45）
場　　所　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～
対　　象　8か月以外の月齢で必要とされる方も受
　　　　　けられます）
内　　容　お子さんの計測（身長・体重）
　　　　　離乳食について[講義・試食]
持 ち 物　母子健康手帳
　　　　　予約制です。5月2日（水）正午までに保
申込み方法　険健康課健康づくり班へお申込みくだ
　　　　　さい

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　5月11日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
　　　　　乳幼児の計測（身長・体重）
　　　　　・健康相談、栄養相談
　　　　　・助産師による乳房ケア（予約制）
内　　容　※乳房ケアは原則先着4名ですが、初

めて受ける方・産後6か月以内の方
を優先します。申込み開始は5月1
日（火）からです。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は
　　　　　フェイスタオル2枚

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❻

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　5月8日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　404会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

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　5月10日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　404会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

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
「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。
月　　日　4月24日（火）
受付時間　14：00～16：00
場　　所　役場3階　301会議室
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

あすぽ「夜チャージ！」参加者募集
夜
や き ん
筋！！～明日の為の筋トレ＆ストレッチ～

月　日　4月24日（火）
　　　　5月8日・22日（火）
　　　　6月5日・19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/）

スポーツ振興くじ助成事業


