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防災講演会を開催します
　県西地域2市8町で構成する神奈川県西部広域行
政協議会防災部会では、地域における防災・減災
活動の推進を図ることを目的として、防災講演会
を開催します。

日　時　平成31年１月19日（土）
　　　　14：00～15：30（開場13：15～）
場　所　南足柄市文化会館　大ホール
　　　　（南足柄市関本415番地1）
内　容　「特別警報と気象災害へのそなえ～
　　　　　今、知って欲しい防災対策～」
講　師　天

あまたつ
達　武

た け し
史　氏

　　　　（フジテレビ系列「とくダネ！」気象キャスター）
定　員　1,050名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
申込み　平成31年１月10日（木）までに窓口へ
方　法　直接又は電話にてお申込みください
問合せ　総務防災課防災消防班
申込み　（☎75－3643）

メロディ放送の時間が変わります
　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）

平成31年度幼稚園・保育園・認定こども園の入園説明会
　平成31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。

月　 日 時　 間 場　所 対象園名 入園対象児

11月7日
（水）

13：30から
（受付13：00から） 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）

やまきたこども園 教育　3歳～5歳
保育　2か月～5歳

向原保育園 保育　2か月～5歳
14：30から

（受付14：00から）
岸幼稚園
三保幼稚園 教育　3歳～5歳

※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）

神奈川県最低賃金改定のお知らせ
神奈川県最低賃金額　983円（時間額）

（27円引き上げ）
【発効日】平成30年10月1日

問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金室
　　　　（☎045－211－7354）

コンクリートブロック塀などの安全点検に 
かかる費用の一部を助成します

　ブロック塀などの設置については建築基準法に
おいて基準が定められていますが、法律に適合し
ていない場合や老朽化が進んでいる場合は、地震
で倒壊する危険性が高くなっています。町では、
ブロック塀などの点検を行う方に点検費用の一部
助成を行います。

対　象　コンクリート造り、石造り、レンガ造り、
　　　　その他組造りによる塀及び門柱で、次の
　　　　要件の全てを満たすもの
　　　　①町内に設置され、公道に面している
　　　　②道路面からの高さが1m以上（擁壁の上
　　　　　にある場合は0.6m以上）
助成額　点検費用の3／4（上限3万円）
問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
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町営駐車場利用者を募集します
対 象 地　山北駐車場（山北1425－4）
駐車区画　2区画（屋根・照明付）
利 用 料　月額5,400円
※満車になり次第、受付を終了させていただきます。
問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）

❷

かながわハートフルフェスタ2018inひらつか
日　　時　12月1日（土）13：00～16：00
場　　所　平塚中央公民館大ホール
　　　　　（平塚市追分1番20号）
テ ー マ　やさしい心とどけよう～平塚の海風にのせて～
内　　容　横浜高校野球部前監督渡辺元智氏によ 
　　　　　る講演、よさこいチーム疾風乱舞によ 
　　　　　る演舞、人権作文コンテスト表彰式など
申込み期限　11月14日（水）
申込み方法　電話又はハガキ、FAX、メールで行事名、
　　　　　代表者の郵便番号、住所、氏名、電話
　　　　　番号、参加人数を明記しお申込みください
※保育（2歳から就学前6歳までが対象）、手話通 
　訳が必要な場合は申込み時にお伝えください。
問合せ申込み　〒231－8588横浜市中区日本大通1
　　　　　県人権男女共同参画課
　　　　　（☎045－210－3637　FAX045－210－8832）
　　　　　（メール　fm0216.s8c@pref.kanagawa.jp）

「黒岩知事との“対話の広場”地域版　県西会場」参加者募集！
食と運動で未病改善！～地域で育てる子どもみらい～

日　　時　11月22日（木）18：30～20：00
場　　所　県小田原合同庁舎3階　会議室（小田原市荻窪350－1）
内　　容　知事のあいさつ、事例発表、会場の皆さんとのディスカッション（知事が進行役を務めます）
申込み方法　11月15日（木）までに電話、FAX、はがき（必着）又はホームページからお申込みください
【申込みの際の必要事項】
①「11月22日（木）『黒岩知事との“対話の広場”地域版　県西会場』参加希望」と明記 ②お名前（ふ

りがな）【参加者全員】 ③電話番号又はメールアドレス【代表者のみ】④お住まいの市町村名 【代表
者のみ】⑤託児の希望と人数【2歳から就学前6歳までが対象】⑤手話通訳の希望の有無　

問合せ申込み　〒250－0042　小田原市荻窪350－1
　　　　　神奈川県県西地域県政総合センター企画調整部企画調整課（☎32－8903　FAX32－8111）
　　　　　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2g/cnt/f417344/p674353.html）

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28年度に集団検診で受診された方は、申込み不要です。11月末までに問診票を送付します。
※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。

月　日 受付時間 場　所 対象・自己負担額
12月7日（金）

 9：00
10：30
13：00
14：30

健康福祉センター

【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31年3月31日が基準日です。

平成31年
1月23日（水）

平成31年
2月9日（土）

※妊娠中又は妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方、65歳以上で身体障害者手帳1・2級をお持ちの方は申請に 
　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。
※マンモグラフィは国の指針に基づき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）

山北駅

上清水
バス停

JR東海御殿場線 至東山北→←至谷峨

NPO法人KOMNY
やまなみ工芸

やまきたこども園

観音堂
山北交番

山北駅前
交差点

山北町
第2分団詰所

対象地



「いくみ会」によるおやこの食育教室
日　　時　10月27日（土）10：00～13：00
場　　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
対　　象　年長組～小学4年生までのお子さんと
　　　　　その保護者
※アレルギーをお持ちの方は申込み時にお聞かせ 
　ください。
参 加 費　300円程度
内　　容　調理実習と試食（焼春巻き、サラダなど）
申込み期限　10月25日（木）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

小田原市消防本部主催救命講習のご案内
～上級救命講習を行います～

日　　時　11月10日（土）9：30～18：30
場　　所　大井町生涯学習センター
内　　容　成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取扱いに

傷病者管理、異物除去、搬送法、熱傷
の手当てなどを加えた応急手当全般

申込み方法　電話予約後、申請書を11月1日（木）
までに最寄りの消防署へ直接提出してください

～普通救命講習を行います～
日　　時　11月25日（日）9：30～12：30
場　　所　開成町民センター
内　　容　成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取扱い
申込み方法　電話予約後、申請書を11月15日（木）

までに最寄りの消防署へ直接提出してください

定　　員　各20名（定員になり次第、締切り）
対　　象　中学生以上の方（小田原市消防本部管内

2市5町に在住・在勤・在学の方優先）
問合せ申込み  小田原市消防本部救急課(☎49－4441)
※詳細は、小田原市消防本部ホームページをご覧ください。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

国際未病フェスタ2018～秋の夜長Camplugged～
未病を楽しみながら改善するイベントを開催！
日　時　11月3日（土・祝）10：00～4日（日）16：00
場　所　未病バレー「BIOTOPIA」（大井町山田300番地）
※小田急・新松田駅から土日祝日も路線バス運行開始。
※詳しくはホームページをご覧ください。一部有料。
問合せ　㈱ブルックスホールディングスBIOTOPIA　
　　　　オフィス（☎85－1113）
　　　　（URL https://www.biotopia.jp/me_byo_fes2018/）

向原保育園バザーのお知らせ
日　時　11月10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）

楽健会主催

町の史跡巡りウォーキング参加者募集
日　　時　11月4日（日）9：30～14：00頃
※歩行時間は約2時間半。雨天の場合は内容を変更して実施。
集　　合　役場駐車場　9：30
内　　容　共和地区（牛頭観音、高杉のウラジロ 
　　　　　ガシ、神明社）の史跡巡り
参 加 費　300円（交通費・資料代）
持 ち 物　弁当、飲み物、タオル、帽子、雨具など
申込み期限　10月26日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

奥山家道探訪ハイキングツアー参加者募集
～山北つぶらの公園へ行こう～
日　時　11月11日（日）9：10～14：30（終了予定）
※天候により中止となる場合には11月10日（土） 
　に電話連絡します。
集　合　山北駅北口前　9：10（昼食、飲み物持参）
※解散は谷峨駅。
定　員　30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（水）までに電話でお申込みく
方　法　ださい（月曜日休園）
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
　　　　（距離12.6㎞、高低差322ｍ、健脚向き）
問合せ　山北つぶらの公園管理事務所
申込み　（☎75－0570 ）

❸

森林セラピー体験ツアー
「初冬の洒水♪収穫体験　散策プラン」参加者募集
日　時　12月1日（土）9：50～15：30
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、
　　　　地元みかんの収穫体験、昼食（セラピー弁当）
※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　14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　参加申込書により、直接又はFAX、メール、
方　法　電話にてお申込みください
※参加申込書は、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）



❹

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31日（水）
　　　　①13：30～14：30　②14：40～15：40
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（三保の歴史を知る）
　　　　　※PTA主催。
※ご都合の良い時間に来校ください。
※室内履きをご用意ください。
問合せ　三保小学校　教頭（☎78－3028）

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6日（火）～平成31年2月19日（火）
　　　　　の毎週火曜日（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（木）まで
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

親子熱気球体験教室
　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　10月21 日（日）
　　　　15：00～17：00終了予定
※天候により体験搭乗ができない場合があります。
場　所　三保小学校体育館・鹿島山北高校グラウンド
※体育館に集合してください。
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　高杉
申込み　（☎090－1424－1518）
※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。

女性の健康相談
日　時　11月1日（木）9：30～11：30（1人30分程度）
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　4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）

キッズカーニバルを開催します
日　　時　11月23日（金・祝）10：00～14：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　就学前までのお子さんとその家族
事前予約コーナー 対象年齢（目安）
①親子クッキング
　（10：15～10：50）
　「ぎょうざの皮を使った
　手作りおやつ」

3歳以上（就学前）
先着12組

②歯科検診
　（10：30～12：30）

1歳以上（就学前）
先着48名

③幼児体操じゃんぷキッズ
　ミニ（11：00～11：20）

2～4歳
先着10組

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・花育体験
コーナー・子育て応援マッサージ（成人対象・町
民限定、託児あり）・子育て支援情報掲示　など
【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22日（月）～11月15日（木）
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】
　自宅で読まなくなった絵本などがありましたら
お持ちください。
回収期間　10月22日（月）～11月15日（木）
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。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

在宅医療・介護連携地域講演会
長谷川ひろ子監督映画「生きたひ」上映と講演会
日　時　11月30日（金）18：30～20：30（受付18：00～）
場　所　南足柄市文化会館小ホール
講　師　映画監督　長谷川　ひろ子　氏
費　用　無料
申込み　11月22日（木）（平日8：30～17：00）
方　法　までに電話でお申込みください
問合せ　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
申込み　（☎43－8172）



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

平成30年度東山北1000まちづくり基本計画推進事業には、神奈川県川崎競馬組合が実施する競馬事業の
収益配分金を財源とする、神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金（地方創生推進事業）を活用しています。
問合せ　財務課財政班（☎75－3652）

場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1ほか
費　　用　無料
申込み期限　10月25日（木）まで
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にてお 
　　　　　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）

❺

入札結果9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）

福　祉　課
平成30年度　第2期山北町子ども・
子育て支援事業計画策定のための
ニーズ調査業務委託

株式会社 サーベイリ
サーチセンター静岡
事務所

1,465,560円 1,274,400円

農　林　課 平成30年度　農とみどりの整備事業
谷ケ新堰用水路改良工事 有限会社籔田組 2,883,600円 2,700,000円

定住対策課 平成30年度
東山北駅前広場整備工事 株式会社荻野工業 10,810,800円 10,368,000円

定住対策課 平成30年度　水上住宅基本構想検
討調査業務委託

株式会社 都市環境研
究所 1,522,800円 1,479,600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）

山北からだすっきりプログラム（平成30年度健康づくりステップアップ事業）

　運動のプロである健康運動指導士と一緒にどうして運動が必要なのかを考え、無理なく楽しく体を動
かしてみませんか。運動習慣作りのきっかけとしてご参加ください。

月　日 時　間 内　容
① 11月 1 日（木） 10：00～12：00 オリエンテーション、ライフコーダ貸出、運動実技、握力、柔軟性チェック
② 11月12日（月） 調整のうえ個別連絡 個別生活相談
③ 11月15日（木） 10：00～12：00 運動実技、ライフコーダ記録の見方説明
④ 12月 6 日（木） 10：00～11：30 運動実技
⑤ 12月20日（木） 10：00～11：30 運動実技
⑥ 平成31年1月10日（木） 10：00～11：30 運動実技、握力・柔軟性チェック
⑦ 平成31年1月17日（木） 10：00～12：00 森林セラピー（雨天中止）
⑧ 平成31年1月25日（金） 調整のうえ個別連絡 個別生活相談
⑨ 平成31年1月31日（木） 10：00～11：30 運動実技

※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。

「平成30年度 下水道排水設備工事責任
技術者試験及び更新講習」の実施について
　下水道排水設備の設計・施工管理を行う際に必要
な資格認定試験と、資格期間を更新する方の講習が開
催されます。受験される方、更新講習を受講される
方は、神奈川県下水道協会のホームページ（http://
www.jswa-kanagawa.jp/）をご確認ください。
問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

下水道ふれあいまつり開催のお知らせ
日　時　10月27日（土）10：00～15：00
場　所　酒匂川流域下水道酒匂管理センター内
　　　　「酒匂きらり広場」（小田原市西酒匂一丁目１番５４号）
内　容　施設見学、下水道学習室、模擬店、ゲー 
　　　　ムなど
問合せ　（財）神奈川県下水道公社　企画課　
　　　　（☎0463－55－7438）



離乳食教室
月　　日　11月7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。11月2日（金）午前中ま
申込み方法　でに保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
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　11月9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

内　　容

　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、
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11月1日（木）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

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　11月6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　11月8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。

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）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康ついて、お気軽
にご相談ください。

実施日 時　間 場　所

11月14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　町内にお住まいの方　　　　　　　　　　　　　　　
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）

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　10月23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）

下水処理場（流域下水道終末処理場）の呼称が変わりました！
　9月10日（下水道の日）に、次表のとおり呼称が変更されました。

変更前 変更後 処理市町
酒匂川流域下水道右岸処理場 扇町水再生センター 小田原市、南足柄市、開成町、山北町
酒匂川流域下水道左岸処理場 酒匂水再生センター 小田原市、秦野市、二宮町、中井町、大井町、松田町
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

行政相談所を開設します
　10月15日（月）～21日（日）の行政相談週間
に伴い、次の日程で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22日（月）13：00～16：00
場　所　役場3階　301会議室
内　容　国の行政機関の業務などについて、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が

相談をお受けします。
※当日は、人権相談もお受けできます。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）


