
東山北駅前広場に
タクシー乗り場ができました

松田合同自動車株式会社　山北営業所
（☎０４６５－７５－０２６２）

基本的にタクシーを配置しておりますが、
車が待機していない場合は☎0465－75－0262まで

ジャンボタクシーやＵＤタクシー
（車いすが乗れるタクシー）にも対応！
☎0465－75－1658 まで（要予約）

有料広告

❶

青少年健全育成大会を開催します
　家庭・地域・学校が一体となり次の時代を担う
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30日（土）
　　　　13：00～16：00（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
　　　　・講演「あきらめない心」
　　　　　（講師：元パラリンピック水泳日本代表
　　　　　　　  　伊

い と う
藤　真

ま な み
波　氏）

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

子育て世帯向け住宅
サンライズやまきたの入居者を募集します
募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
　　　　　1戸101号室
間 取 り　3LDK（80.22㎡）
家　　賃　60,000円～75,000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29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
　　　　　④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚
　　　　　　や婚約中の若年世帯など
※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　6月22日（金）～7月6日（金）
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、入居の取り 
　消しとなります。
※入居申込者が多数の場合、書類選考後に公開抽 
　選を行います。
入居可能時期　7月下旬（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班
　　　　　（☎75－3650）

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1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、卵、惣菜、パン、花、
　　　　　雑貨などの販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

道路上に張り出している樹木の
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所有者の方に伐
採などの管理をお願いしています。
　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、通行の支障と 
　なっている又はそのおそれがある場合
・倒木、折れた枝の落下などにより、通行の支障 
　となっている又はそのおそれがある場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
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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に該当するお子さん
　　　　　①1歳
　　　　　②小学校就学前の1年間（平成24年4月
　　　　　　2日～平成25年4月1日生まれ）
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）

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3区画（1区画約80㎡）
契約期間　平成30年7月1日～平成32年6月30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　6月25日（月）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）

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 5日（木）　　17：00から
　　　　7月 8日（日）　　17：00まで
　　　　【二番干し】
　　　　7月19日（木）　　17：00から
　　　　7月22日（日）　　17：00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）

❷

地籍調査事業　現地調査にご協力を
　町では、平成30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。対象となる地権者の方
には詳細を別途通知します。

実施期間　7月～平成31年3月
場　　所　山北字前安戸地区の一部　

問 合 せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

食品衛生責任者養成講習会を開催します
　飲食店などの営業を行う場合は、食品衛生法に
基づく営業の施設基準等に関する条例により「食
品衛生責任者」の設置が必要となります。この養
成講習会は「食品衛生責任者」の資格を取得する
ための講習会です。受講希望の方は事前申込みが
必要です。

【受講申込み受付について】
日　　時　7月3日（火）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場　　所　足柄上合同庁舎4階　保健福祉事務所
　　　　　衛生教育指導室
受講資格　満15歳以上の方（義務教育履修中の方
　　　　　を除く）で、日本語が理解できる方　
定　　員　100名
持 ち 物　受講料10,000円（納入後の返金不可）
※代理の方でも申込みできますが、受講者本人の 
　住所・氏名・生年月日などを確認しておいてく 
　ださい。
【講習について】
日　　時　7月24日（火）10：00～17：00
場　　所　足柄上合同庁舎5階　西AB会議室

問 合 せ　足柄食品衛生協会
　　　　（小田原保健福祉事務所足柄上センター内）
　　　　（☎85－3730）
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「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地に
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。

開催日時　9月30日（日）6：30～17：00
開催場所　開成水辺スポーツ公園（発着地）
対　　象　中学生以上（中学生は保護者同伴）
コ ー ス　足柄、丹沢を巡るコース
種　　目　①120㎞　②80㎞　③50㎞
参 加 費　①10,000円/人　②8,000円/人
　　　　　③6,000円/人
※グループ参加・女性参加割引あり
定　　員　1,000名（①、②、③の合計）

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。

介護予防塾の概要
塾　名 さくら塾 ふれあい塾 いきいき塾 やまどり塾

日　時
毎週月曜日 毎週水曜日 毎週金曜日 第2・4木曜日

10：00～15：00
場　所 健康福祉センター 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

対　象
75歳以上の方（現在の参加者の平均年齢は約85歳です）

山北・平山・共和 清水・三保 岸・向原 清水

内　容
　　　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教室を実施　　
利用料 1日400円 無料
送　迎 会場まで遠方の方は無料送迎します

※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。
※開催日・場所は変わることがありますので、見学を希望の際はご連絡ください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

「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
を競います。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。回る順番やルー
トはプレイヤーが自由に考えることができます。
　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　9月29日（土）9：00～15：00
開催場所　開成水辺スポーツ公園（発着地）
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
参 加 費　3,000円/人
参加単位　1～5人/1組
定　　員　50組
表　　彰　上位6位（副賞あり）

主　　催　サイクルスポーツイベント実行委員会・（一社）ルーツ・スポーツ・ジャパン
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9日（日）まで
申込み方法　大会公式WEBサイト（http://www.tour-de-nippon.jp/series/ashigara/）からお申込みください
問 合 せ　ルーツ・スポーツ・ジャパン事務局　〒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）



❹

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部を助成しています。
対　　象　町内に住民登録があり、平成30年度に次の①～⑤いずれかに該当する方
①75歳以上 昭和19年4月1日以前に生まれた方
②70歳 昭和23年4月2日～昭和24年4月1日生まれの方
③65歳 昭和28年4月2日～昭和29年4月1日生まれの方

④満60歳以上65歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有
し、身体障害者手帳1級に相当する方

⑤満66歳以上75歳未満 心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有
し、身体障害者手帳1級に相当する方

※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカラ
イド）の接種を受けたことがある方は対象外となります。

接種期限　平成31年3月31日(日)まで　　　　　　　　 　
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（その他の医療機関をご希望の方は、お問合せください）
接種回数　5年に1回　　　　　　　　　　　　　
自己負担額　3,000円
※生活保護受給者及び中国残留邦人など支援給付受給者は無料です。受給していることがわかるものを

申請時に提示してください。
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて事前にお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

夏の星座教室に参加しませんか
日　　時　7月13日（金）　予備日7月17日（火）
　　　　　19：30～ 20：30（集合19：15）
場　　所　株式会社トヤマ
※予備日が悪天候の場合は、室内プログラムを実施

します。
対　　象　町内在住の小学4～6年生
※必ず保護者の方の送迎をお願いします。
定　　員　30名（定員になり次第、締切り）
参 加 費　無料
持 ち 物　筆記用具、上履き
申込み期間　6月18日（月）～6月29日（金）まで
申込み方法　生涯学習課窓口へ直接
　　　　　又は電話でお申込み
　　　　　ください

問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

町ホームページに広告を掲載しませんか
　町のホームページには、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。掲載を希望
される方は、企画政策課にお申込みください。

種　類 規格及び掲載期間 掲載料
ホームページ 縦50ピクセル×横150ピクセル 5,000円
(バナー広告) 1～12か月（1か月単位） /1か月

問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

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）

山北ミニバスケットボールクラブ男子
体験教室のお知らせ

日　　時　6月16日（土）9：00～11：00
場　　所　川村小学校体育館
持 ち 物　室内シューズ（上履き可）、着替え、 
　　　　　タオル、飲み物など
対　　象　年少～6年生までの男の子
※体験教室に参加される方は、当日体育館にお越
　しください。
※練習は随時、見学できます。（事前にご連絡く　
　ださい）

活動日時　毎週火曜日　16：45～18：45
　　　　　毎週金曜日　18：30～20：00
　　　　　毎週土曜日　  8：45～12：15

問 合 せ　保護者会役員　瀬
せ と

戸　博
ひ ろ こ

子
　　　　（☎090－9811－3439）
　　　　（メール yamakita.mini2018@gmail.com）



❺

5月の入札結果
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 町村情報システム共同調達機器
一式賃貸借（長期継続契約）

富士通リース株式会社
横浜支店 12,783,240円 11,385,360円

財　務　課 平成30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 33,192,184円 29,172,335円

財　務　課 平成30年度　
地籍調査事業測量等業務委託 株式会社秋山設計 2,916,000円 2,538,000円

保険健康課 自動体外式除細動器（AED）
賃貸借（長期継続契約） セコム株式会社 2,773,440円 1,710,720円

都市整備課 平成30年度　
町道宿平山線用地測量業務委託

株式会社ケンセイコ
ンサルタント 950,400円 378,000円

上下水道課 平成30年度　皆瀬川浄水場第1配
水池施設更新設計業務委託

株式会社東洋設計事
務所神奈川出張所 3,531,600円 3,132,000円

上下水道課 平成30年度　山北町下水道事業計
画変更申請書作成業務委託

日本水工設計株式会
社湘南事務所 4,665,600円 2,700,000円

定住対策課 平成30年度　町営水上住宅進入路
測量設計業務委託 株式会社相信設計 4,093,200円 3,564,000円

会　計　課 平成30年度
用紙（再生紙）一括購入 株式会社稲妻屋 1,317,600円 1,213,272円

学校教育課 平成30年度　山北町立川村小学校
プール塗装工事 今泉建設株式会社 3,294,000円 2,970,000円

学校教育課 山北町立山北中学校印刷機賃貸借
（長期継続契約） 株式会社武書店 934,416円 399,168円

学校教育課 山北町立三保小学校印刷機賃貸借
（長期継続契約） 株式会社武書店 934,416円 399,168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）

未病バレー「BIOTOPIA」オープニングイベント
ME－BYOフェスタ2018

　「運動」をテーマに、大自然の中で体を動か
し、子どもから大人まで楽しく「未病」を改善で
きるスポーツイベントです。
　スペシャルゲスト片

かたおか
岡鶴

つ る た ろ う
太郎さんとヨガで世界

記録に挑戦するほか、様々なプログラムを実施し
ます！詳しくは、ホームページをご覧ください。

日　時　 6月17日（日）10：00～16：00
場　所　BIOTOPIA　field（グラウンド）
　　　　㈱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）
※雨天時はBIOTOPIA  stage（体育館）。
問合せ　(一社)小田原プロモーションフォーラム　　　　　
　　　　（☎20－9166）
　　　　（https://www.odapro.net/）

応急手当普及員講習
　応急手当の普及啓発活動を推進する「応急手当
普及員」を養成する講習です。

日　　時　7月26日（木）～28日（土）の3日間
　　　　　各日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 
　　　　　で3日間すべて受講できる方
定　　員　20名（定員になり次第、締切り）
申込み方法　電話で予約後、7月17日（火）までに
　　　　　申請書を小田原市消防本部救急課へ直
　　　　　接提出してください
※詳しくは、お問合せください。
問合せ申込み　小田原市消防本部救急課
　　　　　（☎49－4441）



離乳食教室
月　　日　7月4日（水）
受付時間　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
対　　象　（5～8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。6月29日（金）正午まで
申込み方法　に保険健康課健康づくり班
　　　　　へお申込みください

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　7月3日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403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　7月5日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

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）

❻

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26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）

労働保険のお知らせ
　平成30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（火）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）

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
グとは、ゆっくりとした動作で筋肉の動きに意
識を集中して行う筋力トレーニングです。けが
のない体を目指して、会員と一緒に楽しく運動
しませんか。

日　時　7月1日（日）
　　　　9：30～11：30頃（受付9：00～）
場　所　健康福祉センター1階　多目的室 1
講　師　理学療法士　石

い し だ
田　拓

た く や
也　氏

　　　　健康運動指導士　金
かなもり

盛　智
と も や

也　氏
定　員　35名
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25日（月）までに健康福祉センター
方　法　窓口へ直接又は電話でお申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

実施日 時　間 場　所
6月21日
（木）

10：00～12：00
13：00～16：00

役場西側
駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男 性 17～69歳

50kg以上
女 性 18～69歳

※ただし、65歳～69歳の方は、60歳～64歳の時
に献血をしたことのある方に限ります。

※初めて献血される方は、免許証などの身分証明
書をお持ちください。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


