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～住民総参加型のスポーツイベント～
“チャレンジデー2019”にご参加ください！

5月29日（水）0：00▶21：00
　山北町内で運動やスポーツをした人の数を北海
道新得町と競います！また、参加率60パーセント
以上で金メダルが授与されます！みなさん、ご協
力をお願いします！

VS　　 

　５月16日に各戸配付したチャレンジデーのプロ
グラムをご覧いただき、15分以上継続して運動や
スポーツを実施のうえ、ご報告をお願いします。

参加方法　プログラムに掲載された各種イベント
に参加していただくか、自主的に運動
を行い報告してください

※各種イベントに参加された場合は報告不要です。
報告方法　①実行委員会に電話
　　　　　②プログラムに掲載の報告書によりFAX

　または投函
　　　　　③パソコン・スマートフォンで報告フォームに入力
報告フォーム　①URL https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/
　　　　　②右の画像を読み込む

報告期限　当日21：00まで
投函場所　①９：00～17：00
　　　　　清水支所・三保支所・ふるさと交流セ

ンター、山北駅、社会福祉協議会、と
れたて山ちゃん、道の駅「やまきた」

　　　　　②９：00～19：00
　　　　　生涯学習センター、健康福祉センター、

小田原百貨店山北店、ファミリーマート
山北店、ファミリーマート山北平山店、
ニューヤマザキデイリーストア山北駅前
店（公共交流スペース）

問 合 せ　山北町チャレンジデー実行委員会
報 告 先　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649　 FAX75－3661）
　　　　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

令和2年山北町成人式のご案内
　令和２年の成人式の日程が決まりましたので、
お知らせします。成人の日の前日となっています
ので、ご注意ください。

日　時　令和２年１月12日（日）
※成人の日の前日です。
　　　　10：30～13：00（受付10：00～）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

製造事業所の皆さんへ
～2019年工業統計調査にご協力をお願いします～
　全国の製造事業所を対象とした2019年工業統計
調査が実施されます。町でも調査員が事業所や企
業を訪問しますので、ご協力をお願いします。

調査時期　５月中旬～６月
問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

バスをご利用ください
　町内で運行されている路線バスは、町民の移動
手段となる大切な生活交通です。利用者が少ない
と減便や路線が休廃止となることがあります。皆
さんの生活を支える生活交通を守るため、外出の
際はバスをご利用ください。

問合せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

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　６月２日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～８：30
　　　　　第２部　９：00～11：45
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、惣菜、パン、花、雑貨
　　　　　などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題、山のワークショップ
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

しんとくちょう



ブロック塀の除却工事に係る
費用を助成します

　町では、倒壊の危険性のあるブロック塀の除却
工事を行う所有者の方に、工事費用の一部を助成
します。

補助対象　次の条件を満たすものに限ります
①町内に存在し、避難路など（※1）に面
していること

②コンクリート造り、石造り、レンガ
造り、その他組造りであること

③道路面からの高さが１m以上（擁壁の
場合は0.6m以上）であること

※１　小学校及び中学校への登下校のため児童及
び生徒が利用する通り抜けができる道路並
びに緊急輸送道路。

※補助金の請求については事前に申請が必要です。
　その他詳細につきましてはお問合せください。
助 成 額　工事費用の1/2（上限20万円）
問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

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　町内に住民登録があり、次の①又は②
　　　　　に該当する方
　　　　　①１～２歳未満の方
　　　　　②小学校就学前（平成25年４月２日～
　　　　　　平成26年４月１日生まれ）の方
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健康手帳を持参し、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）

❷

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31年度（令和元年度）に次の①～⑤いずれかに該当する方

※①、⑤の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は前回接種日よ
り５年が経過しないとワクチンを接種することはできません。
※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　令和２年３月31日(火)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）

公園を利用するみなさんへ
　みなさんがいつでも気持ちよく使える公園であるように、次のマナーを守って使用してください。
・ごみは各自で持ち帰りましょう
・樹木や遊具を大切にしましょう
・公園内での火気の使用はやめましょう
問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

③65歳
②70歳
①75歳以上

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

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

昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生まれの方
昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生まれの方
昭和20年４月１日以前に生まれた方

④満60歳以上65歳未満

⑤満66歳以上75歳未満



ごみ減量再資源化と
環境美化の推進について
環境課生活環境班（☎75－3656）

生ごみ処理容器等購入費を助成しています
　町では、家庭から出るごみの自家処理を推進す
るため、生ごみ処理容器などを購入した家庭に助
成をしています。

※助成額は100円未満切捨てです。
※購入前に環境課へお問合せください。　
申請方法　購入後、補助金交付申請書兼実績書・

補助金請求書・商品の領収書（レシー
トではなく氏名及び型番が確認できる
もの）を環境課窓口へ提出してください

※補助金交付申請書兼実績書、補助金請求書の用
　紙は町ホームページからダウンロードできます。
※助成金は書類審査し、町から交付決定通知後、
　申請者の口座に振込みます。

資源回収団体に奨励金を交付しています
　町では、資源ごみ回収を実施している町内の団
体に、奨励金を交付しています。該当する団体は
お申込みください。
　なお、対象となる品目は次のとおりです。

対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、古着、
　　　　　アルミ缶、ビール瓶など
※申請には、受入れ業者などの証明が必要です。

「花いっぱい運動」に助成しています
　町では、環境美化の推進やごみの散乱・不法投
棄の防止のため、花や緑があふれる空間づくりを
進めています。
　参加希望の団体などには、花の種・苗の費用な
どを助成していますのでお申込みください。
※助成額や件数には限りがありますので、事前に
　お問合せください。

有害鳥獣による農業被害対策について
　イノシシやニホンジカといった大型獣の捕獲に
ついて、町が設置している鳥獣被害防止対策実施
隊、又は猟友会による捕獲活動を行っています。
　農業被害があった際は、町又はJAへ有害鳥獣被
害届の提出をお願いします。提出に必要な届出用
紙は役場、各支所、町内JA各支店、JA営農経済セ
ンターで配布しているほか、町ホームページでダ
ウンロードもできます。また、電話やFAXでも受
け付けています。
　被害届をもとに、鳥獣被害防止対策実施隊又は
猟友会による駆除などの対応を行うほか、被害面
積や金額を集計し、今後の対策に役立てます。
問合せ　農林課農林振興班
届　出　（☎75－3654　FAX75－3661）

ゴーヤ苗無料提供のお知らせ
　町では、地球温暖化防止対策の一環としてグ
リーンカーテンを推奨しており、町民の皆さんに
ゴーヤ苗を無料で提供します。すだれ代わりに窓
際で育ててみませんか。

対　象　山北町在住の一般家庭の方
内　容　１世帯につき３株と育て方マニュアルを
　　　　環境課窓口でお渡しします（先着20世帯）
募集期間　５月22日（水）～31日（金）
応募方法　環境課へ直接または電話、FAXにてお申
　　　　し込みください
※FAXでお申込みの方は、住所・氏名・電話番号
をご記入のうえ、「ゴーヤ苗希望」と明記して
ください。

問合せ　環境課生活環境班
申込み　（☎75－3656　FAX76－4564）

汚泥発酵肥料を無料配付します
　足柄上衛生組合は、汚泥発酵肥料（足柄のみの
り）を無料でお配りしています。土壌改良に最適
です。

配付方法　電話で事前にお申込みのうえ、平日9：
30～16：30に軽トラック、2ｔダンプ
車などの自動車で取りに来てください

※肥料は、袋詰めされていません。
主な成分　窒素全量1.1％、りん酸全量0.8％、
　　　　　加里全量0.5％未満、炭素窒素比13
※農林水産省登録（登録番号　生91075号）の肥
料で毎年各種測定も行っており安心してお使い
いただけます。　

問 合 せ　足柄上衛生組合業務課（☎74－0722）申 込 み

❸

か　り

生 ご み
処 理 容 器
電動式生ごみ
処 理 機

種　　類
購入額の
2分の1
購入額の
2分の1

助成額
1基につき
6,000円
1台につき
20,000円

限度額
1世帯
2基まで

限度数

1世帯
1台まで



「足柄乃文化」第46号を発刊しました
　山北町地方史研究会の機関誌「足柄乃文化」の
最新号です。
　今号は巻頭の写真ページを含め、町の近代産業
に関する内容を掲載しているほか、広い面積の森
林を有する山北町にも関わりの深い、森林環境税
についてのシンポジウムの講演録など、多岐にわ
たり、町の歴史などに関する内容を掲載していま
す。一度、お手にとってご覧ください。
　また、バックナンバーもご購入できますので、
お問い合わせください。
販売場所　生涯学習課
価　　格　1,500円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

【麦秋の大滝と森林ハンモック体験プラン】
日　　時　６月８日（土）10：00～15：00
場　　所　「箒杉・大滝コース」
集　　合　箒杉公園（※1）
内　　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、
　　　　　昼食（みほ弁）、森林ハンモック体験

【向暑の都夫良野とお茶摘み体験プラン】
日　　時　６月22日（土）９：50～15：30
場　　所　「つぶらの公園コース」
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、お茶

畑で昼食（セラピー弁当）、ハンモック体験、
お茶摘み体験

❹

森林セラピー体験ツアー参加者募集中

※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。
※１　健康福祉センターから集合場所まで送迎します。送迎希望の方は、９：20に健康福祉センターへ
　　　お越しください。申込時に送迎の希望をお伝えください。
定　　員　　各プランそれぞれ限定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）
申 込 み　　参加申込書により、直接又はFAX、メ－ル、電話にてお申込み下さい
※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。
問合せ申込み　　山北町森林セラピー運営協議会事務局（健康福祉センター内）
　　　　　　（☎75－0822　FAX76－4592　 メール　kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

町議会議員選挙の結果について
　４月21日（日）町議会議員選挙が行われ、新議
員14人が決まりました。任期は５月１日から令和
５年４月30日までの4年間です。

開票結果　　　　（敬称略・得票順）
　当　 　山　　崎　　政　　司 736.000票
　当　 　冨　　田　　陽　　子 653.000票
　当　 　遠　　藤　　和　　秀 585.000票
　当　 　石　　田　　て る こ 532.000票
　当　 　せ　　と　　え つ こ 481.300票
　当　 　くまざわ　　友　　子 457.000票
　当　 　府　　川　　輝　　夫 453.000票
　当　 　こ だ ま　　洋　　一 385.000票
　当　 　瀬　　戸　　伸　　二 370.000票
　当　 　鈴　　木　　と し 子 323.000票
　当　 　瀬　　戸　　あきひろ 258.699票
　当　 　清　　水　　　 明 239.000票
　当　 　和　　田　　成　　功 222.000票
　当　 　堀　　口　　恵　　一 128.000票
　　　 　伊　　藤　　文　　孝 28.000票
　　
　　　　 　　　　あん分切捨て 0.001票
　　　　 　　　　無　効　票 85　　票

投票結果

問 合 せ　山北町選挙管理委員会（総務防災課内）
　　　　　（☎75－3643）

当日の有権者数
4,367人
4,599人
8,966人

投票者数
2,861人
3,075人
5,936人

男
女
計

投票率
65.51％
66.86％
66.21％

スクエアダンス de 頭の体操
　スクエアダンスは、４組のカップル（８人）が
カントリー＆ウエスタンのメロディーに乗って踊
るレクリエーションダンスです。運動量はウォー
キング程度で、少し頭を使います。私たちと一緒
に楽しく運動しながら脳トレしてみませんか。
日　時　６月７日（金）～９月13日（金）全15週
　　　　毎週金曜日９：00～11：15
場　所　健康福祉センター２階会議室
定　員　８名
費　用　3,500円／全15回（テキスト代・会場費）
※動きやすい服装・靴でお越しください。
※毎週金曜日9：00～11：15に定例会を行ってい
　ますので見学もできます。
問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
申込み　岩原　茂子　　（☎76－4426）
　　　　佐藤　百文得　（☎76－3822）

いわはら

さ とう

しげ こ
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教育委員会とフリースクール
などによる不登校相談会

　教育委員会とフリースクールなどが連携・協働
し、不登校で悩む児童・生徒や保護者を対象に相
談会を行い、一人ひとりの自立や学校生活の再開
に向けた支援を行います。

日　時　６月１日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　県立青少年センター　研修室１ほか
　　　　（横浜市西区紅葉ヶ丘9－1）
内　容　・不登校を経験した子どもや保護者によ
　　　　　る座談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介　
　　　　・個別相談会　など
※参加費無料・事前申込みは不要です。

問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　小中学校生徒指導グループ　
　　　　（☎045－210－8292  FAX045－210－8937）

❺

入札結果４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

LGWAN接続機器賃貸借
（長期継続契約）

富士通リース株式
会社横浜支店 6,033,000円

3,391,200円

1,770,120円

2,159,300円

1,624,800円

4,276,800円

2,246,400円

3,717,900円

2,905,200円

4,994,000円

2,101,000円

867,350円

4,600,800円

3,348,000円

1,728,000円

1,745,700円

1,566,000円

4,028,400円

2,095,200円

3,669,300円

1,583,550円

4,840,000円

2,035,000円

836,000円

企画政策課

財 務 課

財 務 課

福 祉 課

農 林 課

都市整備課

都市整備課

上下水道課

上下水道課

定住対策課

定住対策課

議会事務局

加藤電気

庁用自動車賃貸借（軽自動車）
（長期継続契約）

有限会社イケダ
オート

平成31年度　第2期山北町
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託

株式会社サーベイリサー
チセンター静岡事務所

平成31年度
役場事務室LED蛍光管交換工事

平成31年度　庁用車購入 有限会社杉本自動
車整備工場

東栄建設株式会社

有限会社山秀工業

NECキャピタルソリューショ
ン株式会社神奈川支店
愛知時計電機株式
会社神奈川出張所
株式会社都市環境
研究所
株式会社都市環境
研究所
神戸綜合速記株式
会社東京支店

平成31年度
町道滝入口線改良工事
平成31年度
町道田屋敷万随線歩道舗装補修工事
土木積算システム賃貸借
（長期継続契約）
平成31年度
直読式水道メーター器購入
平成31年度　
水上住宅基本構想等策定業務委託
平成31年度　山北町
町営住宅等長寿命化計画改定業務委託
平成31年度
山北町議会会議録作成業務委託

※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）

道の駅「山北」パート職員募集
　道の駅「山北」では、パート職員を募集しており
ます。明るく楽しい職場です。そんな職場で働いて
みたいという方、ご応募をお待ちしております。

募集人員　若干名
募集年齢　65歳以下
勤務時間　①８：00～17：00
　　　　　②８：00～13：00
　　　　　③13：00～17：00
※勤務時間は要相談。
勤務日数　週２日又は３日程度
勤務内容　販売業務（レジ）、清掃業務
給　　与　道の駅「山北」管理規定による
※交通費支給（1.5km以上）
応募期限　５月31日（金）まで
応募方法　履歴書を郵送又はご持参ください
提 出 先　山北町湯触317
問 合 せ　道の駅「山北」駅長　池田　隆之
　　　　　（☎77－2882）

いけ だ たかゆき



歯と口の健康週間（フッ化物洗口普及事業）
～健康づくりは　お口のケアから～
日　時　６月６日(木)　13：30～16：00
対　象　幼児～高齢者
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　（足柄上合同庁舎本館5階　西側大会議室A・B）
内　容　歯科検診、歯科相談、歯磨き指導、
　　　　フッ化物塗布、フッ化物洗口体験、その他
費　用　無料　
※申込みは不要です。
※センター内工事中のため、駐車場が混雑する場
　合があります。バスでの来場にご協力ください。
問合せ　足柄歯科医師会事務所（☎74－1180）
　　　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

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。

男性のための料理教室
日　　時　６月１日（土）９：30～
場　　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　　容　手打ちうどん
定　　員　30名
費　　用　700円程度（当日徴収します）
持 ち 物　エプロン、三角巾
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

特設人権相談所を開催します
　人権擁護委員がさまざまな人権相談を無料でお
受けします。相談の内容は固く守られますので、
安心してご相談ください。
※人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間
の人たちで、人権相談・人権啓発活動などを
行っています。

日　時　６月３日（月）13：00～15：00
場　所　役場３階　301会議室
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

費 　 用
持 ち 物

申込み方法

６月１日（土）
10：00～12：00（受付9：45から）
健康福祉センター １階 多目的室１
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・新生児の育て方［講話］
・赤ちゃんのお風呂［デモンストレ
　ーション・実習］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル
５月30日（木）までに保険健康課健
康づくり班へお申込みください。
※託児希望の方は５月24日（金）ま
　でにお申込みください。

ママパパクラス

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

費 　 用

持 ち 物

６月14日（金）
９：00～10：30
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・
栄養相談、助産師による乳房ケアなど
※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
　６月３日（月）からです。
無料
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

６月４日（火）
９：30～10：30
役場４階403会議室
※受付は１階福祉課です。

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
受付時間

場　　所

６月６日（木）
９：30～10：30
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。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　　日
受付時間
場　　所

５月28日（火）
14：00～16：00
役場３階　301会議室


