
西丹沢もみじ祭り開催のお知らせ
　山北町観光協会では、次のとおり西丹沢もみじ祭り
を開催します。多数の方の参加をお待ちしています。

日　　時　11月９日（土）11：00から
　　　　　※雨天決行。
場　　所　中川バーベキューセンター前
定　　員　1,000名（定員になり次第、締切り）
参 加 費　１人3,500円（前払制）
※山北駅からのバスをご利用の方は3,800円。
※新松田駅からのバスをご利用の方は4,300円。
申込み期限　10月31日（木）
問合せ申込み　山北町観光協会（☎75－2717）

南足柄市と箱根町を連絡する
道路の愛称を募集します

　2020年春に開通を予定している南足柄市と箱根
町を連絡する道路（県道731号矢倉沢仙石原）を地
域内外の方にいち早く知っていただき、親しみをもっ
て利用いただけるよう愛称を募集します。選考の上、
入賞作品の応募者には賞品を贈呈します。

応募方法　10月10日（木）までに、郵送、FAX、応募
箱への投函、ホームページ（電子申請）の
いずれかによりご応募ください。詳細は次
のホームページをご覧ください。

　　　　　（URL：http://www.pref.kanagawa.jp/
 docs/m2g/doro_aisyo.html）
問 合 せ　神奈川県県西地域県政総合センター
応 募 先　愛称選考担当（企画調整課）
　　　　　（☎32－8903　FAX 32－8111）
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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　10月６日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～ ８：30
　　　　　第２部　８：30～11：45
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、薫る野牧場の牛乳を
　　　　　使ったプリン、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）

令和2年山北町成人式のご案内
　令和２年山北町成人式を次のとおり開催しま
す。町に住民登録がある新成人の方については、
12月中に案内状を送付します。町に住民登録がな
い方で、町の成人式に参加を希望される方は、生
涯学習課へご連絡ください。

日　時　１月12日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～13：00（受付開始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）

町内循環バス回数券又は高齢者福祉
タクシー助成券を配付しています
　町では、対象の方に町内循環バスの回数券又は
高齢者福祉タクシー助成券を配付しています。対
象の方（世帯）で、まだ申請していない方は、認
印を持参して次の窓口までお越しください。

※ご家族などによる代理申請の場合は、運転免許
　証など住所が分かる物を持参してください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

公益財団法人神奈川県市町村振興協会

高齢者福祉タクシー
助成券

町内循環バス
回数券

対象地区
平山瀬戸・高松・
共和・清水・三保
地区

山北（平山瀬戸
地区を除く）・岸・
向原（高松地区
を除く）地区

対　　象
対象地区にお住い
の70歳以上の方が
いる世帯

対象地区にお住
いの70歳以上
の方

福祉課・清水支所・
三保支所申請窓口 福祉課



女性活躍推進法などが改正されました
　女性活躍推進法などが改正されたことにより、
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策
定義務が常用労働者101名以上の事業主に拡大さ
れるほか、パワハラ防止措置が事業主に義務付け
られることになります。
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

問合せ　神奈川労働局雇用環境・均等部指導課
　　　　（☎045－211－7380）

9月20日（金）～26日（木）は
動物愛護週間です

　動物愛護週間は、命ある動物の愛護と適正な飼
育について国民の関心と理解を深めるために設け
られたものです。
　この機会に、私たちが飼っている動物、身近に
いる動物について、もう一度考えてみませんか。

【ペットを飼う場合の注意点】
・周囲の人に迷惑をかけないよう、しつけを行い
　ましょう。
・迷子に備え、鑑札・名札・マイクロチップなど
　をつけましょう。
・むやみに繁殖させないようにしましょう。
・災害に備え、えさの備蓄などをしましょう。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

森林セラピー体験ツアー
「錦秋の箒杉と大滝を巡る町民向け散策プラン」

参加者募集
日　時　10月23日（水）10：00～15：30
場　所　「箒杉・大滝コース」 
集　合　山北町健康福祉センター
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、
　　　　みほ弁（郷土食）、ハンモック体験
※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　町民限定14名（定員になり次第、締切り）
費　用　1,000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、メール、
方　法　電話にてお申込み下さい
※参加申込書は、役場又は健康福祉センターで配
　布しています。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）

空き家バンクの登録にご協力をお願いします！
　空き家バンクとは、町内に所在する家や土地な
どを町に登録していただき、移住希望者の方へ紹
介する制度です。現在、町へ移住を希望している
方に対して貸家や売家、売地などが十分に確保さ
れていないため、物件を紹介できないというのが
現状です。
　皆さんがお持ちの使っていない家や土地を町の
空き家バンクに登録し、有効活用しませんか。
　また、空き家バンクに登録すると、次の助成金
が活用できます。

①空き家活用助成金
　登録した物件の修繕が必要な場合、入居者が決
定後、床、トイレ、風呂などの改修費用や室内の
片付け費用などに対して１戸につき１回限り10万
円を限度に交付

②空き地活用助成金
　登録した土地を活用して小規模賃貸住宅を新築
する場合、１棟につき１回限り20万円を交付

※各種制度の利用を検討されている方は、お気軽
　にご相談ください。

問合せ　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

❷

フェイシャルヨガでギネス世界記録®に挑戦！！
～ME-BYOフェスタ2019～

　未病改善の拠点施設である未病バレー「ビオト
ピア」で高城れにさん（ももいろクローバーZ）と
一緒にフェイシャルヨガのレッスンを受けて、み
んなで世界記録を目指しましょう！
　その他、気軽に体を動かして楽しめるプログラ
ムも盛りだくさん！詳しくはホームページをご覧
ください。

日　時　10月12日（土）10：00～16：00
場　所　未病バレー「BIOTOPIA（ビオトピア）」
　　　　（足柄上郡大井町山田300番）
詳　細　http://www.pref.kanagawa.jp/
　　　　osirase/0602/kenseipj/festa2019
　　　　（右の画像からもアクセス可）

問合せ　（一社）小田原プロモーションフォーラム
　　　　（☎20－9166）

たか ぎ



山北町農業委員会は農地
パトロールを実施しています！

　山北町農業委員会では、農地の利用状況の確認
や遊休農地及び遊休化のおそれがある農地を把握
するため、８月から10月にかけて農地パトロール
（利用状況調査）を実施しています。
　農地パトロールの際に、農業委員及び農地利用
最適化推進委員が農地内に立ち入ることや、利用
状況などについてお話をお伺いすることがありま
すが、この調査結果をもとに、農地の適正な利用
や担い手への農地利用の集積・集約化の推進に活
かしていきますので、ご理解・ご協力をいただき
ますようお願いいたします。

問合せ　山北町農業委員会
　　　　（農林課内）　
　　　　（☎75－3654）

林業退職金共済制度（林退共）の
退職金請求について

　林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方の
ための退職金制度です。
　以前、林業の仕事に従事されていたことがあり、
その当時、林退共制度に加入していた方で、退職
金請求手続きをしたお心当たりのない方は、退職
金をまだ受け取っていない可能性があります。最
寄りの支部又は本部へお問い合わせください。

問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　林業退職金共済事業本部
　　　　（☎03－6731－2889）

❸

軟式野球大会参加チーム募集
月　　日　11月３日（日・祝）、11月10日（日）、
　　　　　11月17日（日）
※予備日は、11月24日（日）、12月１日（日）です。
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険に加入しているチーム
参 加 費　10,000円
申込み期限　10月17日（木）
※代表者会議を10月18日（金）19：00から生涯
　学習センター２階第１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。
問合せ申込み　山北町体育協会野球部
　　　　　湯川　靖法（☎090－8489－9403）

やすのりかわゆ

合併処理浄化槽を設置しましょう
　衛生的で快適な生活と、河川や水路などの水環境の保全を図るために、合併処理浄化槽を設置しましょ
う。設置を希望される場合は、事前に上下水道課へご相談ください。
　また、下水道処理区域の方は、公共下水道に接続するようお願いします。

【合併処理浄化槽設置補助金について】
○共和・清水地域にお住まいの方へ
　家の建替えで、合併処理浄化槽を設置する場合や、単独処理浄化槽・汲み取りから合併処理浄化槽へ切
替えを行う場合には、町からの補助があります。

○三保地域にお住まいの方へ
　高度処理型合併処理浄化槽の設置を希望される方は、町が設置工事を行います。
　町が設置した高度処理型合併処理浄化槽については、維持管理は町が行いますが、設置の次の年度より
分担金、使用開始と共に浄化槽使用料が必要となります。

※補助金などについては、国の基準改定などにより変更となる場合があります。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

かしていきますので、ご理解・ご協力をいただきかしていきますので、ご理解・ご協力をいただきかしていきますので、ご理解・ご協力をいただき

足柄上病院主催講演　参加者募集
口からの未病改善

～人生100歳時代に備えて～
日　　時　10月10日（木）
　　　　　14：00～16：00（13：30受付開始）
場　　所　南足柄市文化会館　小ホール
講　　演　
１．「口の衰え、放置していませんか？大変なことになりますよ！」
　　　講師：歯科口腔外科　大橋　伸英　氏
２．「未病と生活習慣病予防～しっかり食べて運動しよう！～」
　　　講師：副院長　加藤　佳央　氏
申込み期限　10月９日（水） ※平日のみ。
申込み時間　８：30～17：00
申込み方法　電話又はFAXにてお申込みください
※要予約（先着230名）。
問 合 せ　足柄上病院経営企画課　医学講座担当
申 込 み　（☎83－0351〈代表〉　FAX82－5377）

か とう よし お

おおはし のぶひで



「コンビニ交付サービス」
オープニングセレモニーを開催します！
　10月からマイナンバーカード（個人番号カー
ド）を利用しコンビニエンスストアなどで、住民
票の写しや印鑑登録証明書を取得できる「コンビ
ニ交付サービス」が始まります。サービス開始を
記念して、オープニングセレモニーを開催します。
　当日は「でごにぃ」や「マイナちゃん」も参加
します。お気軽にお越しください。

日　時　10月１日（火）10：00～10：30
場　所　ファミリーマート山北町店
内　容　テープカット、交付デモンストレーショ

ン、記念撮影、マイナンバーカード啓発
グッズ配布（数量限定）など

※コンビニ交付サービスの詳細については、町広
　報10月号で特集します。
※役場町民税務課の窓口では、マイナンバーカー
　ド（個人番号カード）の申請補助サービスを行っ
　ておりますので、ぜひご利用ください。
問合せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

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５日（火）～令和２年２月18日（火）
　　　　　の毎週火曜日（全14回）（祝日・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
※２回目と13回目に体力測定をします。
定　　員　20名
利 用 料　１回200円
※最終日に集金します。
申込み期限　10月11日（金）
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

❹

第17回やまきた健康スポーツ大会事前申込みについて
　やまきた健康スポーツ大会を開催します。実施種目の中には事前申込みが必要な種目がありますので、
各戸配付した大会プログラムで内容をご確認のうえ、お申込みください。参加賞や賞品も用意しています。

日　　時　10月６日（日）９：00～ 14：30　　　　　　場　　所　山北中学校
申込み方法　10月２日（水）までに次の「事前申込種目参加申込書」もしくは大会プログラムの参加申込
　　　　　書にご記入のうえ直接ご提出いただくか、電話、FAX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　FAX75－3661）

※進捗状況により、実施時間が変更する場合があります。

やまきた健康スポーツ大会事前申込種目参加申込書【10月２日（水）まで】

き　り　と　り　線

種目名 チーム名（団体種目） 参加人数 代表者名 連絡先

事前申込み種目
輪 投 げ 大 会
江 藤 省 三 さ ん の 野 球 教 室
フ ッ ト サ ル 大 会
エキサイティングウォーター

グラウンド30周リレーマラソン

３×３（スリーバイスリー）大会
フ リ ー ス ロ ー 大 会
ソ フ ト バ レ ー ボ ー ル 大 会

実施時間
10：00～ 10：20
10：40 ～ 11：50
11：50 ～ 12：30
12：45 ～ 13：30

13：40 ～ 14：25

９：30～ 11：30

11：30 ～ 13：30

定　　員
30名
50名

8チーム（１チーム５名）
12チーム（１チーム５名）

13チーム（１チーム10名以内）
（小学生のみの場合は30名以内）

20チーム（１チーム３名）

12チーム（１チーム４名）



山北の観光写真コンクール作品募集
　山北町観光協会と山北町環境整備公社では、観
光宣伝に広く活用できる町内の風景・史跡・行事
などの写真を募集します。

作品規格　・平成31年及び令和元年中に撮影され
た未発表作品で、発表予定のないもの

　　　　　・大きさは、一般部門（高校生以上）は
写真サイズ六つ切り版以上、ジュニ
ア部門（小・中学生）は写真サイズ
２L版以上

※入賞された方には、ネガ又はデジタルデータの
　提出をお願いします。また、版権は主催者に属
　し、作品は返却しません。

応募期間　10月１日（火）～令和２年１月10日（金）
※当日消印有効。

応募方法　直接又は郵便にてご応募ください

問 合 せ　〒258－0113　山北町山北1840－15
応 募 先　山北町観光協会（☎75－2717）

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　10月３日（木）
　　　　９：30～11：25

場　所　川村小学校

内　容　２校時　９：40～10：25
　　　　３校時　10：40～11：25
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※Ｂ棟昇降口にて受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
※動画及び写真撮影はご遠慮ください。

問合せ　川村小学校　教頭（☎75－1142）

インフルエンザ予防接種のお知らせ
　町では、インフルエンザ予防接種にかかる費用
の一部を助成しています。希望者は医療機関で接
種を受けてください。

対　　象　町内に住民登録があり、①又は②に該
　　　　　当する方

　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・
　　　　　　腎臓・呼吸器・免疫機能障害があっ
　　　　　　て、身体障害者手帳1級に相当する方

接種期間　10月１日（火）～令和２年２月29日（土）

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

※その他の医療機関で接種をご希望の方は、問合
　せ先までご連絡ください。

接種回数　１回のみ

接種費用　1,500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
　ものを医療機関で提示してください。

持 ち 物　健康保険証

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）

問 合 せ　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

❺

入札結果８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

令和元年度　水源環境保全・再生市町村
補助金事業　森林調査業務委託（私有林） 山北町森林組合 2,024,000円

4,664,000円 

3,377,000円 

7,403,000円

1,705,000円

4,598,000円

2,970,000円

7,040,000円

農 林 課

有限会社尾崎水道
工事店上下水道課

令和元年度
東山北駅前広場整備工事 株式会社荻野工業定住対策課

令和元年度　中川配水池急速ろ過器
ろ過材改修工事
令和元年度　山北町水道事業経営戦
略策定業務委託

株式会社東洋設計事
務所　神奈川出張所上下水道課

※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）



口腔がん検診のお知らせ
日　時　11月７日（木）　９：30～12：00
場　所　（一社）足柄歯科医師会歯科保健センター歯科診療室
　　　　（足柄上衛生組合内）
費　用　1,000円
申込み　ハガキに「口腔がん検診希望」と郵便番号・
方　法　住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別を

明記のうえ、〒250－0101　南足柄市班
目1547（一社）足柄歯科医師会口腔が
ん検診係まで郵送してください

※10月10日（木）必着。
※応募者多数の場合は、10月24日（木）までに郵
　送にて抽選結果をお知らせします。
問合せ　〒250-0101　南足柄市班目1547
　　　　足柄歯科医師会事務所（☎74－1180）
　　　　（平日10：00～15：00）

❻

「健康福祉センター」から
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
相談を無料でお受けします。

日　時　９月24日（火）14：00～16：00
場　所　役場３階　301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）

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
10月9日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

参 加 費
持 ち 物

申込み方法

10月５日（土）
10：00～ 12：00
松田町健康福祉センター
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
予約制です。10月３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。※託児を希望する方は、
９月27日（金）までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

10月11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
※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10月１日（火）
からです。
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

10月１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

10月３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）


