
障害者虐待防止法が10月1日から施行されます
　児童虐待、高齢者虐待と同じように、障がいの
ある方に対する虐待を発見した方は、行政機関な
どに通報することが義務づけられました。家庭、
施設、雇用先などで異変を感じたら、ご相談くだ
さい。
※相談者の秘密は守られます。

問合せ　福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）

有料広告

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、丹沢大山クリーンピア21クリーンキャ
ンペーンに合わせ、町内全域で統一美化クリーン
キャンペーンを連合自治会ごとに開催します。
　散乱ごみや不法投棄のない美しい町づくりのた
め、みなさんの参加をお願いします。

日　　時　10月28日（日）
※小雨決行。
※各地区指定の時間及び場所に集合してくださ

い。
※向原連合自治会・城山自治会は、10月14日

（日）に実施します。
※台自治会は、9月29日（土）に実施済みです。
メイン会場　三保小学校　9：00
内　　容　・散乱ごみの一斉清掃
　　　　　・不法投棄パトロール
問 合 せ　環境農林課生活環境班
　　　　　（☎75－3654）

10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。

収集日 種　別 地　　区
10月9日
（火） もえるごみ 山北第1、共和、

清水、三保
10月10日

（水） もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原

※町民カレンダーに★印が付いています。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

平成25年度保育園と幼稚園の入園説明会
　平成25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。

日時・対象等

月　日 集合時間 対象園名 入園
対象児

11月 6 日
(火)

13：30
山北幼稚園

3歳～5歳岸幼稚園
三保幼稚園

14：30

わかば保育園 10か月
～5歳

向原保育園 2か月
～5歳

清水保育園 3歳～5歳

場　所　健康福祉センター1階多目的室1
※説明会の参加申込みは不要ですので、直接お越

しください。

入　園　11月7日（水）～16日（金）　　　　　　
申込み　
※土曜・日曜・祝日を除く、8：30～17：15に各

園で受付けます。

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）

　おかげさまで柔道整復師・鍼灸師の三谷渉志が地元の皆さまの御支援を頂き、
新しく開院することになりました。「心のこもった治療」に励んで参ります。
　今後ともよろしくお願いいたします。

お問い合せ
（☎35－1663 ※オープン後は番号が変更になります。）

「あさひ鍼灸整骨院」が
山北駅前に10月半ば オープンします

受付時間

平　日　8：30～12：00  15：00～19：00
土曜日　8：30～13：00
休診日　日曜日・祝祭日 各種保険取扱います

 お し ら せ 版

平成２４年１０月１日発行  第５３５号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 財 政 課
〒２５８‐０１９５ 神奈川県足柄上郡山北町山北１３０１-４

☎０４６５—７５—１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp



国民年金保険料後納制度が始まります
　この制度は、平成24年10月から平成27年9月ま
での3年間に限り、国民年金保険料の納め忘れな
どの期間について、納められる期間が過去2年か
ら10年に延長されるものです。
　保険料を納めることにより、将来受け取る年金
額の増加や、年金の受給資格を得られるようにな
りますが、そのためには申込みが必要です。

対　象　①20歳以上60歳未満で、10年以内に納
め忘れや未加入の期間がある方

　　　　②60歳以上65歳未満で、①や任意加入
中の納め忘れの期間がある方

　　　　③65歳以上の方で、年金受給資格がなく
任意加入中の方

※老齢基礎年金を受給している方は対象になりません。

申込み　小田原年金事務所に申請書の送付を依頼
方　法　し、記入後に提出します
※送付依頼や問合せの際は、基礎年金番号がわか

るものを用意してください。

問合せ　国民年金保険料専用ダイヤル
申込み　（☎0570－011－050）
　　　　小田原年金事務所
　　　　（☎22－1391）

健康ウォーキングと
パークゴルフの参加者募集

日　時　10月16日（火）※雨天中止。
※8：30に岸いきいきセンターに集合。
※パークゴルフだけに参加の方は、パークゴルフ

場に10：15集合。
行き先　河村城址・山北町パークゴルフ場・日向

活性化施設
費　用　会 員 の 方    700円（パークゴルフ、
　　　　　　　　　　　　　　昼食費）
　　　　新規入会の方 1,700円（パークゴルフ、
　　　　　　　　　　　　　　昼食費、入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会する必要があります。
持ち物　飲み物、雨具など
申込み　10月12日（金）まで
期　限　※会員の方も必ずお申込みください。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　10月7日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　7：00～8：30
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、魚類、惣菜、花、食料

品などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、じゃがいも・たまね

ぎ詰め放題（おまけ付き）
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

やまきた夕市を開催します
日　時　10月20日（土）14：00～18：00
※雨天決行（一部内容を変更することがあります）。
場　所　・山北駅前商店街
　　　　・萩原地区　身代り地蔵堂前広場
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、各種余興ほか
※買い物中のマイカーの駐車は、役場または健康

福祉センターの駐車場をご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

一日陶芸教室を開催します
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら、1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。

日　時　①10月20日（土）10：00～15：00
　　　　②10月21日（日）10：00～15：00
場　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　「まきば館」
内　容　作陶（形を作るまで）
講　師　つぶらの窯　山

やまもと
本　 渉

わたる
　氏

服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
持ち物　弁当、飲物
定　員　各日15名（定員になり次第締切り）
費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）
申込み期限　10月17日（水）まで
申込み方法　希望日、氏名、連絡先を電話またはFAX

でお伝えください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

町民文化祭展示作品を募集
　11月2日（金）から4日（日）まで開催する町
民文化祭の展示作品を募集します。

対　　象　町内にお住まいの方
部　　門　絵画、書、手工芸など
搬　　入　10月27日（土）・28日（日）
　　　　　10：00～16：00
※申込みは不要ですので、直接搬入してください。
搬入場所　中央公民館美術工芸室
搬　　出　11月4日（日）15：10から
※時間厳守でお願いします。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）



平成24年度山北町PTA連絡協議会
合同家庭教育学級（映画鑑賞会）の開催
日　時　11月10日（土）
　　　　13：30～15：15（13：00開場）
場　所　中央公民館視聴覚室
内　容　映画「ハッピーバースデイ」
参加費　無料
問合せ　山北町PTA連絡協議会事務局（川村小学校内）
　　　　（☎75－1142）
※託児をご希望の方は、事前に連絡をお願いしま

す。

弁護士・税理士による法と税の無料休日相談会
　弁護士・税理士による無料相談会を開催します。
　相続、不動産、離婚、仕事、金銭トラブル、税
務申告、会計に関する悩みなどを、弁護士・税理
士に相談してみませんか。

日　時　10月13日（土）13：00～16：00
場　所　中央公民館2階　会議室
対　象　町内及び周辺市町村に在住・在勤・在学の方
相談内容　法律相談一般、税務相談一般
相談時間　1人30分以内
相談方法　面談（予約制）
担当者　神奈川県内に事務所を有する弁護士・税理士
相談料　無料
申込み期限　10月11日（木）まで
申込み方法　総務防災課まで電話にてお申込みください
※申込み時に、お名前とご相談の分野をお伺いし

ますが、秘密は厳守いたします。
※問合せは、総務防災課または弁護士法人かなが

わパブリック法律事務所までお願いします。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　弁護士法人かながわパブリック法律事務所
　　　　（☎045－640－0099）

ユーシン渓谷散策ツアーの募集
　昨年、青崩隧道が開通し絶景のユーシン渓谷を
散策することが可能になりました。
　これを機に山北町観光協会では、ユーシン渓谷
散策ツアーを計画しました。透き通った川の流れ
と、エメラルドグリーンに輝く水面に色鮮やかに
映える紅葉を楽しみに参加しませんか。

日　時　11月10日（土）
　　　　9：00山北駅発、16：30山北駅着
行　程　山北～玄倉～ユーシン渓谷（片道2時間

30分）～山北
定　員　30名（先着順）
※定員になり次第締切り。
参加費　1,000円（昼食、保険代ほか）
申込み　10月9日（火）から
開　始
問合せ　山北町観光協会
申込み　（☎75－2717）

間伐＆木工体験参加者募集
　間伐をすると日光が差し込み、豊かな森がつくられま
す。酒匂川の水源の森である、山北町の森の間伐をしな
がら、県西地域2市8町の方との交流を深めましょう。

日　時　11月11日（日）
場　所　山北町川西
集　合　小田原駅西口（北条早雲公像前）
※町内から参加の方は、ご相談ください。
対　象　小学校4年生以上（小学生は保護者同伴）
定　員　50名（先着順）
持ち物　軍手、お弁当（1個500円で注文もでき

ます）、飲み物
主　催　神奈川県西部広域行政協議会
　　　　酒匂川水系保全協議会
申込み期限　10月30日（火）まで
問合せ申込み　小田原市環境政策課（☎33－1472）

木の実や果物の種などを使って
クリスマス飾りを作ってみませんか
日　時　11月10日（土）
　　　　10：00～12：00
場　所　足柄上合同庁舎第2別館3階大会議室
対　象　小学生以下
※小学校低学年以下の場合は、保護者が同伴して

ください。
内　容　・作品は1個30分ほどで出来上がります
　　　　・作品は1人2個までとさせていただきま

す
講　師　足柄観光ガイドの会の会員
定　員　40名程度（先着順）
費　用　1作品につき200円（材料費など）
主　催　足柄観光ガイドの会
申込み期限　10月31日（水）まで
問合せ申込み　足柄観光ガイドの会事務局　高橋
　　　　（☎090－7700－9489）
　　　　（FAX0463－88－0750）

平成25年度版町民カレンダー掲載広告を募集しています
　掲載希望の方は、企画財政課にお申込みください。
掲 載 料

規　　格 掲　載　料
5.0cm×9.0cm （1枠）50,000円
2.5cm×9.0cm （1枠）25,000円
2.5cm×5.0cm （1枠）14,000円

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。
問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75－3652）



女性の健康相談
日　時　11月6日（火）
　　　　9：30～11：30
場　所　足柄上保健福祉事務所　2階診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が健康に関する

相談をお受けします。
※予約制ですので、電話でお申込みください。
問合せ　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
申込み　（☎83－5111　内線464）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

《人権行政相談》
10月15日から21日は行政相談週間です

10月22日（月）13：00～16：00
役場3階　301会議室

※行政月間のため、通常より1時間延長します。
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

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

スマイル講演会を開催します
　障がいのある方自身が、「地域づくり」に協働
参画し、地域住民に対して障害者福祉の理解の促
進と周知を図ることを目的として行います。

日　時　10月13日（土）13：30～16：00
場　所　中井町農林環境改善センター多目的ホール
　　　　（中井町比奈窪56）
内　容　・講演「障害のある方が地域で生活していくには」
　　　　・シンポジウム
講　師　諏

す わ べ
訪部　政

まさよし
好　氏

問合せ　南足柄さつき会　自立サポートセンタースマイル
　　　　（☎71－0117）

～思いやりからつなぐ命～献血にご協力を
日　時　10月12日（金）
　　　　10：00～12：00、13：00～15：30
場　所　役場前駐車場
献血ができる方
　・年齢が男性17歳・女性18歳以上69歳まで、

体重が50kg以上の方。（65～69歳の方は、
60～64歳の時に、献血をしたことのある方
となります。）

※初めて献血される方は、免許証等の身分を証明
できるものをお持ちください。

※献血カードをお持ちの方は、ご用意ください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康相談を実
施します。個別相談ですのでお気軽にお申込みください。
実施日・時　間・場　所

実施日 時　間 場　所

10月24日
（水）

  9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター1階
内科・歯科診察室

対　　象　町内にお住まいの方
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　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

今月の納期限
● 10 月 10 日（水）
上下水道使用料（A 地区第 4 期分）
● 10 月 31 日（水）
町県民税（第 3 期分）
国民健康保険税（第 5 期分）
介護保険料（第 4 期分）
後期高齢者医療保険料（第 4 期分）
し尿処理手数料（第 2 期分）

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　10月12日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

１歳児歯科教室
月　　日　10月16日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年8～10月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳、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　10月23日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成24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。


