
山北町プレミアム付商品券の購入引換
交付申請はお済みですか？

　購入対象となる方にはプレミアム付商品券の申
請書を８月20日に郵送しました。まだ申請されて
いない方でプレミアム付商品券の購入を希望され
る方は、お早めに申請をお願いします。
　なお、プレミアム付商品券の使用できる期間は
令和２年２月29日（土）までです。

申請期限　11月29日（金）
申請方法　同封した返信用封筒（切手不用）を使
　　　　　用するか、福祉課、清水・三保支所に
　　　　　ご持参ください
※申請書を紛失した場合は、福祉課までお問い合
　わせください。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
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今年最後です！
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町内外から多数出店を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　12月１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、渋皮栗の
　　　　　モンブラン販売、季節の花苗販売（数
　　　　　量限定）
※お手持ちのガラガラ券の有効期限は今回までです。
※１月はお休みです。
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

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202号室　3LDK（72.23㎡）

家　　賃　56,000～70,000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30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　11月22日（金）から入居者決定まで
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

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。
※先着順で入居者を決定します。

入居可能時期　入居者決定後速やかに（要相談）

問合せ申込み　定住対策課定住対策班
　　　　　（☎75－3650）

《入学用品予約受付中》有料広告

　お問い合わせ・ご予約は、下記へお願い致します。

　山北中学校指定の（制服・体操服・カバン・上ばき）が
一度の試着で全て揃います。
　制服一式ご注文の方には、特典としてYシャツ１枚
サービス致します。スタンプ券もお付けします。
　電話かFAXでご予約するだけで、お支払いは商品お渡
しの時でけっこうです。

TEL＆FAX：75-0138 大谷スポーツまで



小田原市消防本部主催上級救命講習開催のお知らせ
日　　時　12月14日（土）９：00～18：00
場　　所　足柄消防署３階　多目的室
　　　　　（南足柄市怒田40－１）
内　　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱い、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
対　　象　中学生以上の方 先着20名（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）
申込み方法　電話（土・日曜日、祝日を除く９時～
　　　　　17時）予約後、申請書を12月５日(木)
　　　　　までに最寄りの消防署又は各出張所へ
　　　　　直接提出してください
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/）

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は、
その木などが生えている土地の所有者により伐採
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、
土地所有者の皆さんのご協力をお願いします。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

ふるさと直販加工組合（とれたて山ちゃん）
組合員募集

　野菜や果物を出品しませんか。
　お客様とのふれあいや組合員との情報交換など
もあり楽しいですよ。
　お気軽にお問い合わせください。

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

でごにぃの妹の名前の投票を行います
　「産業まつり」の開会式後に「でごにぃの妹」を
お披露目し、当日名前の投票を行います。

日　　時　11月23日（土・祝）9：45～11：45
※お披露目終了後から投票開始。
場　　所　産業まつり本部（健康福祉センター駐車場内）
投票方法　当日、７つの候補を発表しますので、
　　　　　その中から選んで投票してください
発　　表　当日集計し、会場内で発表します

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

山北町ふるさと交流センターからのお知らせ
　山北町ふるさと交流センターは、冬季期間中
（12月１日から令和２年２月29日まで）、開館時間
を９：00から16：00までとします。

問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）
　　　　ふるさと交流センター（山北町観光協会）
　　　　（☎75－2717）

❷

会場で
待ってるよ！

建設業退職金共済制度（建退共制度）について
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき
建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小
企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
　事業主の方が労働者の働いた日数に応じて掛金
となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が
建設業界で働くことを辞めたときに、建退共から
退職金を支払うという、建設業界全体の退職金制
度です。

加入できる事業主　建設業を営む方

対象となる労働者　建設業の現場で働く方

掛　け　金　日額310円
※ホームページに、建退共制度の知りたい情報が
　記載されています。ぜひご覧ください。

問　合　せ　建退共神奈川県支部
　　　　　　（☎045－201－8454）
　　　　　　（URL http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）

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）



狭あい道路拡幅整備制度について
　町では、安全・快適で災害に強いまちを目指し、
狭あい道路（幅員が４メートル未満の町道）の拡
幅整備に対して助成金を交付しています。
　狭あい道路に接する土地をお持ちの方は、建物
を建築する際には町へ事前にご相談ください。

【整備対象区域概略図】

※助成には各種条件があり、事前申請が必要です。
問合せ申込み　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

第8回神奈川チェンソーアート競技大会
　水源環境保全や地域振興のため、足柄上地域の
間伐材などからチェンソーを使って木彫作品をつ
くる大会を開催します。ダイナミックな制作過程
を体感してください！当日は、ブース出店や作品
販売も行う予定です。第８回大野山アウトドアふ
ゆフェスタも同時開催！ぜひ、お越しください！

日　時　12月１日（日）９：00～14：30　※雨天決行。
場　所　大野山山頂付近（山北町皆瀬川710）
アクセス　JR御殿場線谷峨駅から徒歩約80分
※駐車場が少ないため、徒歩での来場にご協力く
　ださい。
主　催　神奈川チェンソーアート競技大会実行委員会
問合せ　神奈川チェンソーアート競技大会実行委員会
　　　　事務局（県西地域県政総合センター企画調整課内）
　　　　（☎32－8000　内線2217）
　　　　（URL http://kanagawachainsaw.blog.fc2.com/）

通信制大学院合同入学説明会開催のお知らせ
日　　時　11月30日（土）11：00～16：00
※参加申込み不要・入場無料。
場　　所　日本大学通信教育部３号館　地下多目的ホール
　　　　　（東京都千代田区五番町12－5）
対　　象　一般の方及び高校生
内　　容　各大学院別の相談コーナーを設置。参
　　　　　加者は希望する大学院の教職員から講
　　　　　義内容・学習方法・受講手続きなどに
　　　　　ついて、直接相談を受けられます
※詳しくは次のホームページをご覧ください。
連 絡 先　〒113－0033　東京都文京区本郷2－27－16
　　　　　大学通信教育ビル４階
　　　　　公益財団法人　私立大学通信教育協会
　　　　　（☎03－3818－3870　FAX03－5803－9939
　　　　　 URL http://www.uce.or.jp/）

介助員（臨時職員）を募集します
　町では、介助員として従事していただける臨時
職員を募集します。

勤務場所　山北中学校
勤 務 日　平日課業日で週４日以内（勤務日数は
　　　　　要相談）　
勤務時間　８：15～16：00
※上記の時間内で７時間以内（うち休憩45分）の
　勤務となります。
賃　　金　時給1,040円
※通勤距離が２キロ以上の場合、町基準により通
　勤手当を支給します。
採用人数　若干名
応募方法　総務防災課窓口で配付している町指定
　　　　　の履歴書を、総務防災課窓口へ提出して
　　　　　ください。認印を持参し、その場で記
　　　　　入し提出できます（中学校卒業からの
　　　　　学歴・職歴などの記入箇所があります）
※町指定の履歴書は町ホームページからもダウン
　ロードできます。
問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

❸

人権講演会を開催します
日　時　12月８日（日）13：30～15：30
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール
テーマ　戦国時代は女性活躍社会だった
講　師　小和田　哲男　氏（静岡大学名誉教授）
費　用　入場無料
※事前申込みは不要です。
※駐車場に限りがあります。公共交通機関の利用
　や乗り合わせにご協力ください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

お　わ　だ てつ お
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幅員4.0ｍ未満の町道

現道路境界

整備対象区域



令和2年度版町民カレンダーに
広告を掲載しませんか

　町民カレンダーには、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。広告の掲載を
希望される場合は、申込書に原稿案を添えてお申
込みください。

掲載位置　各月面（６か月を限度とします）
※広告内容により掲載できない場合があります。
申込み期限　令和２年１月24日（金）
※申込書は、企画政策課で配付しています。町ホ
　ームページからもダウンロードできます。
　（町の紹介・取り組み▶広報・広聴▶有料広告）
問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、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。
　広告内容により、掲載できない場合があります
ので、企画政策課にお問合せください。

（一社）足柄歯科医師会
地域医療連携室のご案内

～ご自宅・施設・病院で歯科診療、口腔ケアが受けられます～

　高齢の方、お身体の不自由な方で、次のような
悩みをお持ちの方、又はそのご家族の方はお気軽
にご相談ください。
・歯科医院への通院が困難になった
・入れ歯が壊れた、合わない
・お口でうまく食べられなくなってきた
・口内炎がよくできる
・口腔ケアを受けたい
・在宅で診療を受けたいが治療費が心配　など

問合せ　一般社団法人　足柄歯科医師会
　　　　足柄歯科医師会地域医療連携室
　　　　（☎・FAX74－4185）

～思いやりからつなぐ命～献血にご協力を！

※65～69歳の方は、60～64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、運転免許証などの身分
　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。
※健康状態によっては献血をご遠慮いただくこと
　があります。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❹

第24回おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域の皆さんとの“農業を通じ
たふれあい”を大切に考えています。
　安心・安全な地場産品の販売や、へろくり倶楽
部（三保）の出品などがあります。皆さんぜひお
越しください。

日　時　12月１日（日）10：00～14：00
　　　　※雨天決行。
場　所　かながわ西湘農協山北支店
内　容　・葉ぼたん、寄せ植え、野菜、果物、自然
　　　　　薯、炊き込みご飯、赤飯、アメリカン
　　　　　ドックの販売
　　　　・バザー
※おれんじ会の手作り味噌を使った豚汁の無料サ
　ービスがあります。（先着200名）
問合せ　おれんじ会代表　磯崎　加代子
　　　　（☎75－1445）

いそざき か　よ　こ

じ ねん

じょ

実施日
12月5日（木）

場　所
役場西側駐車場

時　間
13：30～16：00

性　別
男　性
女　性

体　重

50kg以上

年　齢
17～69歳
18～69歳

献血ができる方

問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

規　　格
5.0cm × 9.0cm
2.5cm × 9.0cm
2.5cm × 5.0cm

掲載料
36,000円
20,000円
12,000円

広　　報
やまきた

おしらせ版

ホームページ
（バナー広告）

町　　内
循環バス

種　類
12cm× 9cm
1号につき1件
6cm×18cm
1号につき1件
6㎝× 9㎝
1号につき1件
12㎝× 9㎝
1号につき1件
6㎝×18㎝
1号につき1件
6㎝× 9㎝
1号につき1件

縦50ピクセル×横150ピクセル
1～12か月（1か月単位）
A4以内（車内ステッ
カー2枚）、1か月
B4以内（バックステッ
カー2枚）、1か月
A1以内（車内ポス
ター2枚）、14日間
車内放送（放送制
作費含む）、1年間

規格及び掲載期間
（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円
（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円
（裏表紙）10,000円
（本　稿） 7,000円

掲載料

10,000円

10,000円

5,000円

5,000円

1,000円

1,500円

1,000円

50,000円



男性のための料理教室
日　時　12月７日（土）９：30～
場　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　容　おもてなし料理
定　員　30名
費　用　700円程度（参加人数により変動あり）
持ち物　エプロン、三角巾、ハンドタオル
申込み　11月29日（金）期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

「県西未病観光コンシェルジュ」育成セミナー
　県西地域の地域資源や「未病の改善」に関する知
識、健康促進に着目したツーリズム、観光業界を取
り巻く環境などについて学び、観光客への接客や経
営戦略などに生かしていただくためのセミナーです。

定　員　各回初級50名、中級50名
参加料　無料
申込み期限　①11月22日（金）
　　　　②12月24日（火）
※申込み対象や申込み方法など、詳しくはホーム
　ページをご覧いただくかお問合せください。
問合せ　日本旅行MICE事務局（㈱ジャッツ内）
 （☎03－5471－8353）
 （URL http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/
  0602/kenseipj/concierge/index.html）

❺

入札結果10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　健康福祉センター
LED蛍光管交換工事 尾崎電気 4,686,000円 

5,478,000円 

2,970,000円

29,997,000円

4,895,000円

4,378,000円

2,890,360円

2,860,000円

29,678,000円

4,829,000円

保険健康課

越健産業株式会社環 境 課

松下電気工事生涯学習課

令和元年度　山北町立生涯学習センター
空調機器更新工事
令和元年度　山北町立生涯学習センター
LED蛍光管交換工事

加藤電気生涯学習課

令和元年度　山北町指定ごみ袋購入

令和元年度　町道茱萸ノ木松原先線
修正設計・河川協議資料作成業務委託

株式会社技研コン
サルタント都市整備課

※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）

～21世紀の森イベント参加者募集～　森林文化体験「六角凧をつくろう」
日　　時　12月８日（日）10：00～14：00
内　　容　凧を作って21世紀の森で揚げてみよう
対　　象　小学生以上の親子
募集人数　５組（抽選）
費　　用　500円
申込み期限　11月27日（水）
申込み方法　イベント名・開催日・参加者全員の郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号（FAXでお申込み
　　　　　の場合はFAX番号）を明記の上、往復はがき、FAX、又はメールにてお申込みください
申 込 み　〒250－0131　南足柄市内山2870－5
問 合 せ　県立21世紀の森管理事務所（☎72－0404　FAX72－2882　メールk21seiki@ak.wakwak.com）

実施日

12月10日（火）

令和２年　　
１月20日（月）

①

②

場　所

小田原
合同庁舎

時　間
【初級】

10：00～12：30
【中級】

13：30～16：00



❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

参 加 費
持 ち 物

申込み方法

12月７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）
・妊娠中の過ごし方［講話］
・母乳育児について［講話］
・お産の進み方［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル
予約制です。前日までに保険健康課
健康づくり班へお申込みください。
※託児を希望する方は、11月29日（金）
　までにお申し込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

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　11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）

月　　日
受付時間

場　　所

12月３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

12月５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）

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

12月13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）
・健康相談、栄養相談
・助産師による乳房ケア（予約制）
※助産師による乳房ケアは予約制で
す。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12月2
日（月）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。

１歳６か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

11月26日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成30年３月～５月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラ
シ、問診票、子育てアンケート

月　　日
受付時間
場　　所

相談内容

12月４日（水）
10：00～15：00
役場４階　403会議室
プライバシーの侵害、児童虐待（暴
力・養育放棄・いじめなど）の問題
や、行政に対する苦情や要望など

人権行政相談
12月4日（水）から10日（火）は人権週間です

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

有料広告

12月はいつものありがとう講座に「あけましてお
めでとう」と「2020」も書けるようになる特別
講座です。2020年は笑い文字の年賀状で新年の
ご挨拶を送ってみませんか？

日　時 12月4日（水） 9：30～11：30
場　所　生涯学習センター 第３会議室
費　用　3,630円（筆ペン２本・はがき付）
問合せ　一般社団法人  笑い文字普及協会

中級講師　元山恵子（☎090-4110-9697）
＊お申込み受付は11月30日㈯まで

笑い文字  年末特別講座笑い文字  年末特別講座

【ありがとう＋あけましておめでとう講座】
笑い文字とは満面の笑顔を渡す筆文字です


