
10月、11月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異なりますので、町民カレンダーをご確認いただき、お間
違えのないようお願いします。

※町民カレンダーに★印が付いています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

10月1日から
重度障害者医療証が変わります！
　町では、制度改正に伴い、新しい重度障害者医
療証を郵送します。
　現在お持ちの重度障害者医療証は10月1日
（水）から使えませんので、必ず郵送されたもの
をお使いください。
※新しい医療証と返信用封筒を同封し、郵送しま

すので、古い医療証は、返信用封筒によりご返
却ください。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）

10月1日から
小児医療証が変わります！

　町では、制度改正に伴い、新しい小児医療証を
郵送します。
　現在お持ちの小児医療証は10月1日（水）から
使えませんので、必ず郵送されたものをお使いく
ださい。なお、古い小児医療証は福祉課または清
水・三保支所へお返しいただくか、ご自分で確実
に廃棄してくださるようお願いします。
　また、小学生以下のお子様で、小児医療証の申
請がお済みでない方は、必要な物をお持ちの上、
福祉課または清水・三保支所で申請の手続きをし
てください。
※中学生は入院のみ助成対象で、所得制限があり

ます。小児医療証は発行されませんので、受診
後に領収書をお持ちの上、福祉課または清水・
三保支所へ申請してください。

☆申 請 に　お子様の保険証、印鑑、転入の場合
　必要な物　は児童手当用所得証明書
☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

第６回“あしがらカップ”
パークゴルフ大会参加者募集

☆日　　時　11月22日（土）9：00〜（集合8：30）
　　　　　　※当日雨天の場合は11月29日（土）

に延期します。
☆場　　所　開成町パークゴルフ場
　　　　　　（開成水辺スポーツ公園内）
☆競技方法　18ホールストロークプレー
☆参加資格 南足柄市、中井町、松田町、開成町、

山北町、小山町に在住・在勤の方
☆定　　員　一　般（18歳以上）120人
　　　　　　小学生（3年生以上） 24人
※定員になり次第、締切りとなります。
☆参 加 費　一　般　1,500円
　　　　　　小学生　　500円
※参加賞、昼食、傷害保険などを含みます。
☆申込み方法　申込み用紙に必要事項を記入し、参

加費を添えて生涯学習課へお申込み
ください

※申込み用紙は、生涯学習課にあります。
☆申込み期間　10月10日（金）〜11月7日（金）
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）

東京都市圏パーソントリップ調査に
ご協力をお願いします

　神奈川県では、10月から11月にかけて、国や
東京都などと協力して、「東京都市圏パーソント
リップ調査」を行います。この調査は、将来のま
ちづくりや交通計画などを検討するための基礎資
料として、大切に活用します。調査の対象となっ
たご家庭には、調査票を送付しますので、本調査
へのご協力をお願いします。
☆問合せ　神奈川県都市計画課交通企画班（☎045−210−6182）

収　集　日
10月14日（火）
10月15日（水）
11月 4日（火）
11月 5日（水）

種　　別
もえるごみ
もえるごみ
もえるごみ
もえるごみ

地　　区
三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原
三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原
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山北町観光協会職員を募集します！
　山北町観光協会では、平成21年4月1日付け採
用職員を次のとおり募集します。町の観光振興に
意欲のある方は、ぜひご応募ください。
☆職　　種　事務局長
☆勤務内容 観光協会の事業運営に関する総括、観

光案内、販売、イベント対応
☆勤務時間　8：30〜17：00
☆給　　与　月額150,000円（ボーナス年2回あり）
☆採用人数　1人
☆応募資格　55歳〜60歳　経験不問
☆提出書類 申込書（指定の用紙に写真を貼り付け

たもの）、その他必要書類（詳しくは
産業観光課にお問合せください）

※申込書は10月1日（水）から産業観光課で配布します。
※郵便による申込書の送付及び受付は行いません。
☆申込み期間　10月6日（月）〜10月17日（金）
☆問合せ申込み　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

国民年金保険料の未納案内が
民間委託になります

　10月1日（水）から国民年金保険料が未納と
なっている方に対して、社会保険庁から委託を受
けた民間事業者が電話や文書、戸別訪問などで納
付の案内を行います。これは、競争の導入による
公共サービスの改革に関する法律に基づき実施す
るもので、受託事業者は「㈱もしもしホットライ
ン」になります。なお、受託事業者に提供する個人
情報は、個人情報の保護に関する法律や委託契約
書などに基づき、目的外使用や閲覧、漏えい、複
写を禁じるなど厳格な安全管理措置を講じます。
☆問合せ　小田原社会保険事務所（☎22−1394）
※回線の都合上、国民年金電話センターにつなが

る場合があります。

丹沢森林館「きのこ祭り」
☆日　時　10月19日（日）10：00〜16:00
☆場　所　丹沢森林館
☆内　容　・まいたけ総重量当てクイズ(2回実施)
　　　　　・まいたけ他、きのこの即売
　　　　　・地場産品即売会
　　　　　・きのこ汁無料配布
　　　　　・食堂（まいたけそば、まいたけ炊き
　　　　　　　　　込みごはん他）
☆問合せ　丹沢森林館薬草園（☎78−3077）

消防団総合演習を実施します
　町では、峰下地区を会場に、消防団の総合演習を実施します。
☆日　時　10月19日（日）9：00〜9：30　      　☆場　所　峰下地区
☆内　容　消防団員による火災消火訓練　
※当日は、清水・三保地区でサイレンが鳴りますが、火災とお間違えのないようご注意ください。また、

訓練に伴い、一部で交通規制が行われますので、ご協力をお願いします。
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

財団法人山北町環境整備公社職員を
募集します！！

　財団法人山北町環境整備公社では、平成21年4
月1日付け採用職員を次のとおり募集します。丹
沢湖周辺の振興対策に意欲のある方は、ぜひご応
募ください。
☆職　　種　事務局長
☆勤務内容 山北町環境整備公社の事業運営に関する総括
☆勤務時間　8：30〜17：00
☆給　　与　月額240,000円（ボーナス年2回あり）
☆採用人数　1人
☆応募資格　55歳〜60歳　経験不問
☆提出書類 申込書（指定の用紙に写真を貼り付け

たもの）、その他必要書類（詳しくは
産業観光課にお問合せください）

※申込書は10月15日（水）から産業観光課で配布します。
※郵便による申込書の送付及び受付は行いません。
☆申込み期間　10月15日（水）〜10月31日（金）
☆問合せ申込み　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

山北診療所の職員を募集します
　町では、12月1日から新たな医師を迎えて山北
診療所の再開を予定しています。再開にあたり、
看護師・事務職員を次のとおり募集します。
☆採用時期　11月頃
☆勤務場所　山北診療所（谷ケ地区）
☆応募内容

☆給　　与　管理する医療団体の規定による
※町の雇用ではありません。山北診療所の管理運

営を行う医療団体の雇用となります。
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

職　種
看 護 師
医療事務

応　募　資　格
看護師の資格のある方

医療事務の資格のある方

採用人数
１人
１人



保育園と幼稚園の入園説明会
来年度（平成２１年４月）から保育園・幼稚園に入園を希望される方への説明会を開催します。
☆日　　　程

☆申込み期間　11月6日（木）〜11月13日（木）までの8：30〜17：15　※土曜、日曜日は除く。
☆問　合　せ　保育園については、福祉課福祉推進班（☎75−3644）
　　　　　　　幼稚園については、学校教育課教育班（☎75−3648）

西丹沢もみじ祭り
　山北町観光協会では、西丹沢もみじ祭りを開催します。色とりどりの紅葉に囲まれて、美味しい
「しし鍋」を楽しむ秋のイベントにぜひ、ご参加ください。
　今年は土曜日１日のみの開催となっていますので、多数の方の参加をお待ちしています。
☆日　時　11月15日（土）11：00から ※雨天決行 ☆場　所　中川バーベキューセンター
☆参加費　1人 3,200円（前金制） ☆定　員　850人（定員になり次第締切り）　
※山北駅からのバス利用者は3,500円 ☆申込み受付　9月17日（水）9：30から観光協会で受付けます
※新松田駅からのバス利用者は3,800円 ☆問合せ　山北町観光協会（山北駅前）（☎75−2717）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込み

JICAボランティア募集
　独立行政法人国際協力機構（JICA）では「青年
海外協力隊（満20〜39歳）」及び「シニア海外
ボランティア（満40〜69歳）」を募集します。
　募集に併せ、県内7か所で「体験談＆説明会」
を開催します。申込みは不要ですので、お気軽に
お越しください。
☆日　程　
　【青年海外協力隊】

　【シニア海外ボランティア】

※開催時間2時間を予定しています。
☆費　用　無料
☆問合せ　JICA横浜 青年海外協力協会 河野（☎045−663−3219）
※平日の9：30〜17：30にお問合せください。
URL：http://www.jica.go.jp

10月1日（水）からスポーツ広場
夜間照明の利用を開始しました。

長い間、ご協力ありがとうございました。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

知事と語ろう！
神奈川ふれあいミーティング参加者募集
　県では、地球温暖化防止に貢献するための様々
な取り組みを展開しています。地球温暖化防止に
は、私たち一人ひとりがライフスタイルを変え、
社会を変えていく必要があります。「今、私たち
に何ができるのか」を知事と語り合い、考えてみ
ませんか。
☆日　　時　11月1日（土）10：30〜12：30
☆会　　場　足柄上合同庁舎2階大会議室
☆テ ー マ　神奈川から『地球復興』を！
　　　　　　〜地球温暖化防止に向けて、
　　　　　　　　　　　　今、できること〜
☆内　　容 知事のテーマ説明、地域の活動の事例発表、

参加者のみなさまと知事との意見交換
☆申込み期限　10月24日（金）まで
☆申込み方法 電話かFAX、はがき、または県の

ホームページにより、氏名（ふりが
な）、お住まいの市町村名、参加人
数を明記し、お申込みください

☆問合せ申込み　〒258−0021開成町吉田島2489−2
　　　　　　足柄上地域県政総合センター
　　　　　　県民課（ ☎ 　83−5111内線244）
　　　　　　　　　（FAX　83−4591）
URL：http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/

asikamiac/kensei/sanka/fureai20boshu.html
※手話通訳とパソコン文字通訳があります。
※保育（2歳から就学前6歳まで）を希望される方

は、その旨と連絡先の電話番号またはFAX番号
をお教えください。

月　日

11月5日(水)

時　間

13：00集合

14：00集合

対象園名
山 北 幼 稚 園
岸 幼 稚 園
三 保 幼 稚 園
わかば保育園
向 原 保 育 園
清 水 保 育 園

入園対象児

3歳〜5歳

10か月〜5歳
2か月〜5歳
3歳〜5歳

説明会場

健康福祉センター１階
多目的室１　　　　　

日　時
10月10日（金）19：00〜
10月17日（金）19：00〜
10月19日（日）14：30〜
10月31日（金）18：00〜

場　所
藤沢産業センター
グリーンホール相模大野
JICA横浜
かながわ県民センター

日　時
10月 7日（火）18：30〜
10月19日（日）10：30〜
10月28日（火）19：00〜

場　所
かながわ県民センター
JICA横浜
藤沢産業センター



《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

　　　10月20日（月） 13：00〜16：00
　　　　　　　　　　　役場3階301会議室
※行政相談週間のため、通常より1時間延長します。

今月の納税
町　県　民　税（第３期分）

※納期限は、10 月 31 日（金）です。

岸幼稚園バザーのおしらせ
☆日　時　10月18日（土）10：00〜13：00
☆場　所　岸幼稚園遊戯室
☆駐車場　高齢者いきいきセンター、岸幼稚園
※駐車場が少ないので、ご了承ください。
☆内　容 日用雑貨、入園・入学準備手作り品、

食品、子供服・園服などのリサイクル
品の販売

☆問合せ　相良　順子（☎75−1787）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　　時　10月21日（火）　雨天中止
　　　　　　8：20に山北駅表口集合
☆行 き 先　宮ノ下〜小涌谷　さわやかコース（箱根町）
☆対　　象　町内にお住まいの方
☆費　　用　2,540円（交通費、保険代など）
☆持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み締切り　10月17日（金）まで
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）
※会員の方も必ずお申込みください。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

３か月児健康診査
 月　　日　 10月15日（水）
 受付時間　 13：00〜13:15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年6月、7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　 10月15日（水）
 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。

DV防止・人権啓発シンポジウム
☆日　時　10月25日（土）10：30〜13：00
☆場　所　県立かながわ女性センター・ホール
☆内　容 「生き生きと心豊かに暮らすために〜

DVのない未来へ」辛 淑玉さんの講演
とシンポジウム

☆参加費　無料
☆申込み期限　10月18日（土）まで
☆申込み　電話または、行事名、氏名（ふりがな）、
　方　法 連絡先電話番号をご記入の上、FAXで

下記にお申込みください
※1歳〜就学前児童に対して保育を行っています。

保育をご希望の方は、お子様の名前と年齢を10
月15日（水）までにお申込みください。

☆問合せ　県立かながわ女性センター参画推進課
　申込み　（ ☎ 　0466−27−2118）
　　　　　（FAX　0466−25−6499）

「学校へ行こう週間」のご案内
　保護者や地域の方々に、学校の様子を身近に感
じてもらい、学校に対する理解と支援をより一層
深めてもらうために、「学校へ行こう週間」を実
施します。
☆日　程　10月20日（月）〜11月1日（土）
　　　　　※幼稚園・小・中学校により日程が異

なります。
☆場　所　町内の幼稚園・小・中学校
☆内　容 保育公開、子育て相談、授業公開、部

活動・給食・特別活動等の公開、保護
者・地域の方々との交流など

☆問合せ　
岸 幼 稚 園（☎75−1145）、山北幼稚園（☎75−1530）
三保幼稚園（☎78−3151）、川村小学校（☎75−1142）
共和小学校（☎75−1143）、清水小学校（☎77−2406）
三保小学校（☎78−3028）、山北中学校（☎75−0755）
清水中学校（☎77−2413）、三保中学校（☎78−3125）

無料調停相談会のおしらせ
☆日　時　10月18日（土）14：00〜17：00
☆場　所　小田原市民会館5階第3会議室
☆内　容
【民事のご相談】
　・多重債務に陥り、困っている
　・家賃や地代のことで、もめている
　・交通事故でケガをしたが、話し合いがつかない
【家事のご相談】
　・夫婦の間がうまくいかないので解決したい
　・親子の間で争いがあり、困っている
　・遺産相続のことで、話し合いがつかない
※その他、お困りの方は何でもご相談ください。
　担当者は調停委員で、費用無料、予約不要です。

個人の秘密は絶対に守られます。
☆問合せ　小田原調停協会　民事（☎22−6186）
　　　　　　　　　　　　　家事（☎22−6586）


