
子ども議会が開催されます
　町内の中学校3校の生徒代表15名による「子ど
も議会」を開催します。
　「子ども議会」は町の未来を担う子どもたちが
議会の仕組みなどを理解し、実際の議会と同じ雰
囲気の中で、自分自身の意見や考え方の発表をす
ることにより、町政や地域社会に関心を持ち、心
身ともに自立した成人者に育つことを目的として
います。

☆日　時　8月19日（水）9：00から

☆場　所　山北町役場　本庁舎議場（4階）
※傍聴は自由ですが、議場傍聴席は生徒の保護者

などを優先します。

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

住宅用太陽光発電システム設置費補助
制度が始まります！!

　町では、住宅用太陽光発電システムを設置する
方に、費用の一部を補助します。温室効果ガスの
排出を削減し、地球温暖化を防止するためにも、
ぜひこの機会にご検討ください。

☆受付開始　8月3日（月）から

☆補 助 額　設置する太陽電池の最大出力×
　　　　　　35,000円×2、上限240,000円
　　　　　　（町の補助額35,000円／ｋＷと、
　　　　　　県の補助額35,000円／ｋＷを併せ
　　　　　　て交付します）

  例　設置する太陽電池最大出力＝3.425ｋＷの場合
 　　 3.42ｋＷ（小数点以下第3位は切り捨て）
 　　 ×35,000円＝119,700円
 　　 119,000（1,000円未満は切り捨て）×2
 　　 ＝238,000円　補助金額　238,000円

☆補助件数　10件（先着順）
※必ず設置する前に申請をしてください。
※県の補助申請は町の窓口で町の申請と同時にで

きます。また、国の補助制度も利用できますが、
町では取り扱いできませんので、詳しくは（社）
神奈川県土地建物保全協会（☎045−201−
9967）にお問合せください。

☆問 合 せ　生活環境課生活環境班
　申 込 み　（☎75−3645）

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成20年度敬老のつどいで祝金品として配布さ
れた山北町商品券の有効期限は、8月31日（月）
までです。まだ、お手元にある方は、お早めにご
利用ください。
※同封された、山北町商品券が使えるお店・事業
　所(特定事業者)一覧表を参考にしてください。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）

車いすなど補装具を利用したい方へ
　身体障害者手帳をお持ちの方で、車いすや補聴
器などの補装具（※１）や日常生活用具（※２）の利
用を考えている方は、助成の対象となる場合があり
ます。なお、購入してからの申請は受け付けできま
せんので、必ず購入前にご相談ください。

※１　障害のある方の身体機能を補い代替し、長
　　　期間にわたり継続して使用されるもの。
　　  （例）義肢、装具、車いす、補聴器など。

※２　入浴補用具やネブライザー（吸入器）など、
　　　重度の障害がある方などの日常生活をサポー
　　　トする用具。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）
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川村小学校地域コミュニティールーム
開放のおしらせ

　川村小学校のB棟西側１階に地域コミュニ
ティールームがあります。地域の学習会や会合な
どに利用できますのでご利用ください。

☆利用日　月曜日〜金曜日（祝祭日を除く）
　　　　　9：00〜21：00
※あらかじめ学校にある所定の使用申請書にて申

請してください。
※その他、希望がありましたらご相談ください。

☆問合せ　川村小学校（☎75−1142）

地域活動支援センター事業
「スマイル講演会」開催！！

　足柄上地域の方を対象に障害者福祉の理解と促
進を図ることを目的とした｢スマイル講演会｣を開
催します。

☆日　時　8月22日（土）13：30 〜 16：00
　　　　　（13：00受付開始）

☆場　所　大井町立中央公民館ホール
　　　　　（大井町金子1995）

☆対　象　南足柄市、上郡5町在住の方

☆参加費　無料

☆内　容　
　　・基調講演：「障害のある方の地域生活とは」
　　　　　講師：田中　英樹　氏
 　　　　　（早稲田大学　人間科学学術院教授）
　　・シンポジウム：「生活を楽しむには〜工夫
　　　　　　　　　　　していること〜」
　　　　　コーディネータ−：田中　英樹　氏
　　　　　シンポジスト　　：３名予定

☆問合せ　自立サポートセンタースマイル
　　　　　（☎71−0117）（FAX 72−4160）
　　Eメール：ashigara.rindou@leaf.ocn.ne.jp

アマチュア無線免許をお持ちの方へ
　町では、地震発生による土砂災害などで、孤立
地区の出現が想定されるため、地震発生時の情報
の収集・伝達手段として、防災行政無線を整備し
ていますが、アマチュア無線による情報収集など
も重要と考えています。
　現在、情報活動協力者としてアマチュア無線免
許を有し、無線機をお持ちの22名の方に、登録し
ていただいていますが、新たに登録していただけ
る方を募集しますので、ご連絡をお願いします。
　
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

障害のある方の歯科検診
　障害をお持ちの方の歯科検診を無料で行います。

☆日　時　9月3日（木）13：00〜15：00

☆場　所　足柄上合同庁舎  2階研修室

☆対　象　身体、知的、精神に障害のある方

☆内　容　歯科医師会による検診、相談、保健師に
よる栄養相談、その他

☆申込み　8月27日（木）まで
　期　限　

☆問合せ　直接または電話でお申込みください
　申込み　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）

自転車が歩道を通行できる
場合があります

　道路交通法では、歩道上を自転車が通行できる
場合について、次のように定めています。

【自転車が歩道を通行できる場合】
　1「歩道通行可」の標識があるとき
　2 幼児・児童（13歳未満）が運転する場合
　3 70歳以上の人が運転する場合
　4 身体に障害のある方が運転する場合
　5 車道通行が危険な場合

　自転車が歩道を通行する場合、車道側を通行し
ます。歩道は歩行者優先ですので、自転車は歩行
者に迷惑をかけないスピードでの運転を心がけて
ください。また、歩行者は自転車が歩道を通行で
きる場合があることを認識していただき、ともに
安全な通行をお願いします。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）



「地域防災リーダー育成講座」受講者を募集します
　足柄上地域県政総合センターでは、地域防災の中心的役割を果たしていただくリーダーを育成する講
座を開催しますので、受講者を募集します。

☆日　　時・場　　所・定　　員
日　程 時　間 場　所 定　員

10月
  6日（火） 10：30〜16：00

足柄上合同庁舎
会議室

40人
※応募者多数の
　場合は抽選と
　なります。

  8日（木）15日（木）20日（火）
22日（木）27日（火）29日（木） 10：30〜16：15

11月   5日（木） 10：30〜16：30

☆対　　象　次の要件を満たす方
　　　　　　・足柄上地域（南足柄市を含む）に在住、在勤で全講座受講可能な方
　　　　　　・日ごろから地域の防災活動に携わっているか、今後参加する意思のある方

☆内　　容　「東海地震、県西部地震のあらまし」、「気象に関する情報について」、「地域防災活動
　　　　　　と自主防災組織」、「家庭の防災」、「応急手当実習」、「図上訓練」など全22講座

☆費　　用　無料（昼食は各自ご用意ください）

☆申 込 み　8月31日（月）
　期　　限

☆申 込 み　直接窓口または往復はがきに氏名（ふりがな）、住所、性別、電話番号、地域防災活動の
　方　　法　経験の有無を記載し申込みください

☆問 合 せ　〒258-0021　足柄上郡開成町吉田島2489-2
　申 込 み　足柄上地域県政総合センター　県民・安全防災課　（☎83−5111　内線242）

水難事故に注意！！
　夏を迎え子どもたちは夏休みに入り、屋外でのレジャーや水辺での遊びが楽しい季節になりました。
　しかし、この季節は台風の発生も多く、また、近年の異常気象がもたらす局地的な豪雨により河川が
急激に増水するなど、水辺での遊びは危険な一面もあります。
　ご家庭でもう一度水辺での遊びの危険性やルールについて話し合い、
天候の変化などに十分注意して遊びましょう。

☆問合せ　足柄消防組合予防課（☎74−6663）

リバーサカワ・ゴルフクラブからご案内
　リバーサカワでゴルフを楽しみませんか。以下の日程で「町民サービス料金」を設定しますので、ぜ
ひご利用ください。

☆日　程　9月21日（月）、9月22日（火）
※「町民サービス料金」の詳細についてはお問合せください。

☆問合せ　リバーサカワ・ゴルフクラブ（☎77−2204）



1歳6か月児健康診査
 月　　日　 8月18日（火）
 受付時間　 13：00〜13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年11月〜平成20年1月生まれの幼児
※母子健康手帳と歯ブラシをお持ちください。

すくすく相談（6 〜 8 か月児）
　離乳食を中心に相談を行います。
 月　　日　 8月19日（水）
 時　　間　 9：30〜10：00
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年11月〜平成21年1月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

2 歳児歯科検診
 月　　日　 8月20日（木）
 受付時間　 9：00〜9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年6月〜8月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。なお、希望

者にはむし歯予防の薬をぬります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちください。

3 か月児健康診査
 月　　日　 8月25日（火）
 受付時間　 13：00〜13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成21年4月、5月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

ＢＣＧ予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、ＢＣＧ接種を
します。
 月　　日　 8月25日（火）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 おおむね生後3か月から6か月未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健診と一緒に行います。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

親子スイミングサークル
“アクア キッズ“に参加してみませんか
☆日　時　毎週月曜日　14：30〜15：30

☆場　所　健康福祉センタ−3階　
　　　　　さくらの湯運動浴室

☆対　象　2歳以上の幼児
※親も一緒にプールに入ります。

☆定　員　16人

☆受講料　子ども1人1レッスン：500円
※シーズン一括払いです。
　例　9月7日（月）から入会する方は12回
　　　のレッスンで6,000円になります。
※途中入会もできます。
※別にプール使用料がかかります。

☆持ち物　水着、帽子、腕につける浮き輪、着替え
　　　　　など
※帽子に大きく名前を書いてください。

☆申込み　月曜日レッスン開催時の15：30〜16：00
　方　法　までに直接プールまでお越しください

☆問合せ　アクア キッズ 事務局（☎76−3398）

今月の納税
町 ・ 県 民 税（第2期分）
国民健康保険税（第3期分）

※納期限は、8月31日（月）です。

《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５−３６４３　☎７５−３６４４

【相談内容】
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

　　　8月20日（木） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　　 役場3階301会議室


