
山北町立認定こども園
概要説明会を開催します

　町では、平成29年4月に開園する、幼保連携型
認定こども園の概要説明会を開催します。
　どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越
しください。

日　時　9月29日（木）18：30から
場　所　生涯学習センター3階　視聴覚ホール
※事前申込みは不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

横浜市消防局航空隊との
合同救助訓練を実施します

　世附地内において、小田原市消防本部と横浜市
消防局航空隊ヘリコプターとの合同救助訓練を行
います。

日　時　10月5日（水）、6日（木）
　　　　各日　13：30～15：00
※予備日は10月11日（火）、12日（水）同時刻です。
場　所　丹沢湖畔世附地内三保ダム管理事務所管理地
内　容　ヘリコプターによる救助訓練
※訓練中は、丹沢湖周辺におきまして、ヘリコプ

ター飛来により大きな音が発生しますが、ご理
解とご協力をお願いします。

※災害出場又は悪天候などにより、訓練自体が中
止となる場合があります。

※訓練の状況により実施時間が前後することがあ
ります。

問合せ　小田原市消防本部警防計画課
　　　　（☎49－4436）

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　　時　10月2日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～  8：30
　　　　　第2部　8：30～12：00
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、雑貨などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題
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）

平成29年山北町成人式のご案内
　平成29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月中旬に案内状を発送します。

日　時　1月8日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（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）

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19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3,400円（前納制）
※山北駅からのバス利用者は3,700円。
※新松田駅からのバス利用者は4,200円。
申込み期限　10月31日（月）まで
問合せ申込み　山北町観光協会（☎75－2717）

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28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。

応募期限　平成29年1月10日（火）まで
　　　　　※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
応 募 先　山北町観光協会（☎75－2717）
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1．平成28年度　臨時福祉給付金

対　　象　平成28年1月1日において、山北町に
住民登録があり、平成28年度町民税
（均等割）が非課税の方

※平成28年度町民税（均等割）が課税されている
方の扶養親族や、生活保護の受給者は対象とな
りません。

支 給 額　3,000円

申請期限　12月5日（月）まで
申請方法　申請書に必要事項を記入し、役場福祉課又は清水・三保支所へ持参又は郵送してください
※対象と思われる方には、個別にお知らせと申請書を郵送しています。
※申請がなければ、支給することができませんのでご注意ください。　

【申請に必要なもの】
①申請書　　②印鑑　
③本人確認書類のコピー（免許証、パスポート、保険証など）
　※前回受給された方は必要ありません。
④振込先の通帳又はキャッシュカードのコピー　
　※昨年と同じ口座を指定する場合には必要ありません。
問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

2．障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
　 （年金生活者等支援臨時福祉給付金）

対　　象　1．の臨時福祉給付金の支給対象者の
うち、障害基礎年金や遺族基礎年金な
どを受給している方

※高齢者向け給付金の受給者を除きます。
支 給 額　30,000円

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を実施していま
す。希望者は医療機関で接種を受けてください。

対　　象　町内に住民登録のある方で、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（土）～平成29年2月28日（火）
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
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）

9月20日（火）～26日（月）は
動物愛護週間です

　「動物の愛護及び管理に関する法律」では、毎年9
月20日から26日を動物愛護週間と定めています。こ
れは、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。

・最期まで愛情と責任をもって飼いましょう。
・周辺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）

❷
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御殿場線沿線写真コンテスト作品募集
　御殿場線沿線の自然・風景・祭事などを題材に
した作品や御殿場線が走る風景や御殿場線の魅力
が伝わる作品などの写真を募集します。

応募部門　御殿場線沿線の小田原市、大井町、松
　　　　　田町、山北町、小山町、御殿場市、裾
　　　　　野市、長泉町、沼津市、三島市の全10
　　　　　部門とし、撮影地により部門を決定
作品規格　・未発表又は発表予定のない自作品 
　　　　　　で、他コンテストへの出品（予定） 
　　　　　　作品は不可
　　　　　・デジタルカメラ・スマートフォンで 
　　　　　　撮影した作品は、1,000万画素以上 
　　　　　　の画質で、合成加工などのないもの
　　　　　・デジタルデータはJPG形式で、画像 
　　　　　　容量は3MB以内
　　　　　・おおむね3年以内に撮影した作品を対象
募集期限　平成29年1月31日（火）まで
          　　※郵送の場合は、当日消印有効。
応募方法　デジタルデータ又は郵送にてご応募く 
　　　　　ださい
※提出された作品は、原則として返却しません。
問 合 せ　〒412－8601　静岡県御殿場市萩原483
送 付 先　御殿場線利活用推進協議会事務局
　　　　　（御殿場市企画課）（☎0550－82－4421）
　　　　　（メール kikaku@city.gotemba.shizuoka.jp）
　　　　　（URL http://www.gotembasen.net）

❸

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　10月6日（木）、7日（金）
　　　　8：20～12：15
場　所　川村小学校
内　容　
　日課　朝の会  8：20 ～　１校時  8：45 ～
　　　　２校時  9：35 ～　３校時10：40 ～
　　　　４校時11：30 ～12：15
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※最初に、正面玄関で受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
※ビデオ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）

軟式野球大会参加チーム募集
月　　日　10月30日（日）、11月13日（日）、
　　　　　11月20日（日）
※予備日は、11月27日（日）、12月4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　9月30日（金）まで
※代表者会議を10月7日（金）19：00から生涯学

習センター2階第3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

ゆ か わ
川　靖

やすのり
法（☎090－8489－9403）

身近な税金セミナー
「確定申告とマイナンバー」＆「ふるさと納税」
　マイナンバー制度の導入により、来年の確定申告か
ら、申告書にマイナンバーの記載が必要となります。
　マイナンバー記載の注意点やふるさと納税につ
いて、みなさんにご理解いただけるよう、わかり
やすくご説明します。どなたでもご参加いただけ
ますので、お気軽にご来場ください。

日　時　10月18日（火）18：00から
　　　　（1時間～1時間半の予定）
場　所　山北町ふるさと交流センター
参加費　無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

日　時　10月1日（土）
　　　　13：30～16：30（受付13：00から）
場　所　南足柄市文化会館　小ホール
内　容　医師などによる4講演

定　員　250名　
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課　鈴木（☎83－0351）

日本消化器病学会関東支部市民公開講座
～おなかの病気の最新情報～

ごてんばせんネット
御殿場線に関するアンケートにご協力を
　御殿場線の沿線自治体で構成する「御殿場線利
活用推進協議会」では、御殿場線の利活用推進と
沿線地域の活性化、利便性向上に向けた取り組み
を行っています。
　御殿場線に対するみなさんのご意見を広く取り
入れ、今後の活動の参考とするため、ホームペー
ジ内でアンケートを実施していますので、ぜひご
協力をお願いします。
　詳細は、ごてんばせんネットをご覧ください。

問合せ　御殿場線利活用推進協議会事務局
　　　　（御殿場市企画課）（☎0550－82－4421）
　　　　（URL http://www.gotembasen.net）



今月の納税
固定資産税（第 4 期分）

※納期限は、2 月 28 日（水）です。

赤ちゃんの心を育てよう！
～子育て支援教室のご案内～

　0歳の1年間は、1日のほとんどを寝て過ごす新
生児期から、一人歩きができる1歳頃まで、一生
で最も成長の度合いが大きい時期です。
　親子で楽しく遊ぶ方法や子どもとの接し方など
もお話します。パパのご参加も大歓迎です！

日　　時　10月9日（日）
　　　　　10：00～11：30（受付9：45から）
場　　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
対　　象　町内在住の3か月～1歳未満の乳児とそ 
　　　　　の保護者
※対象年齢外のお子さんの参加はご相談ください。
内　　容　・親子でふれあいあそび！（演習）
　　　　　・気持ち伝わるコミュニケーション（講義）
講　　師　保育士、心理士、保健師
定　　員　15組（定員になり次第、締切り）
参 加 費　無料
申込み期限　10月6日（木）まで
申 込 み　健康福祉センター窓口又は電話にてお
方　　法　申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

平成28年度　保健医療セミナーを開催します
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。ぜひご参加ください。

日　　時 演　　題 講　　師

10月19日
（水）

13：30～14：30 地震発災時のけが・病気、そして医療　　
足柄上病院地域医療センター 
清
し み ず

水　智
ともあき

明　氏

14：30～15：30 受動喫煙しない、させない。よし、禁煙
しよう。

町立山北診療所
三
み か め

瓶　正
た だ し

史　氏

10月20日
（木）

13：30～14：30 ～お口の環境を整えておこう～
《超高齢化時代を迎えて・・・》

足柄歯科医師会・中村歯科医院
中
なかむら

村　善
よしろう

郎　氏

14：30～15：30 認知症について　
～上手に付き合うための基本的な知識～

南足柄レディースクリニック
大
おおもり

森　 元
はじめ

　氏

10月26日
（水）

13：30～14：30 乳がんについて
足柄上病院外科
松
まつうら

浦　 仁
ひとし

　氏

14：30～15：30 しなやかな体づくりのためのストレッチ
ングの実践

かながわ健康財団 健康運動指導士
高
たかがき

垣　茂
し げ こ

子　氏

10月27日
（木）

13：30～14：30 「お薬のことで困っていませんか？」
小田原薬剤師会・塚原薬局
五
い そ は た

十畑　照
て る み

美　氏

14：30～15：30 キズ・キズ跡・ヤケドをキレイに治す。
ウチダクリニック
内
う ち だ

田　佳
よしたか

孝　氏
場　　　所　足柄上合同庁舎2階　大会議室
申込み期限　10月14日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

森林セラピー体験ツアー
「仲秋の城跡♪お茶摘みプラン」参加者募集
日　時　10月23日（日）、29日（土）
　　　　各日9：00～15：00
場　所　「河村城址コース」
集　合　健康福祉センター 
内　容　セラピーウォーキング、ストレス度チェッ 
　　　　ク、昼食（セラピー弁当）、お茶摘み体 
　　　　験、お土産タイム
※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　各日14名（定員になり次第、締切り）
　　　　※参加者が5名以上で開催します。
費　用　2,000円、町民の方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
方　法　ルにてお申込みください
※申込書は、役場又は健康福祉センターで配付し

ています。町ホームページからもダウンロード
できます。

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  FAX 76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）
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入札結果8月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

農　林　課 平成28年度　
森林管理業務委託 山北町森林組合 1,263,600円 1,263,600円

上下水道課 平成28年度
川村用水改修工事 株式会社山崎組 19,245,600円 18,576,000円

生涯学習課 平成28年度　河村城址歴史公園整備
公衆便所設置工事 有限会社山崎建設 11,901,600円 11,664,000円

※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）

足柄古道を歩こう
「彼岸花咲く矢倉沢往還」参加者募集
月　日　9月25日（日）※雨天中止。
行き先　地蔵堂→金太郎史跡→定山道→楽山荘→　
　　　　矢倉沢宿場街→リコリスの小道→足柄神社
集　合　地蔵堂バス停前　9：40
　　　　 箱根登山バス時刻表案内（関本経由直通）
　　　　【新松田】⇒【関本】⇒【地蔵堂】
　　　　 　8：40       9：00        9：30
解　散　苅野駐在所前バス停　15：30（予定）
定　員　25名
費　用　500円（資料代、保険代など）
※当日集金します。
持ち物　弁当、飲み物、帽子、筆記用具、ごみ袋、 
　　　　健康保険証など
申込み期限　9月21日（水）まで
申込み　参加者住所・氏名・年齢・電話番号を電
方　法　話又はFAXにてご連絡ください
問合せ　足柄観光ガイドの会事務局  
申込み　高橋（☎090－7700－9489）
　　　　（FAX 0463－88－0750）

西湘地区障害者就職面接会
日　時　10月7日（金）
　　　　13：00～16：00（開場12：30）
場　所　小田原アリーナ（小田原市中曽根263）
内　容　仕事を探している障がいのある方と企業

の面接会
持ち物　障害者手帳（身体障害者手帳、療育手

帳、精神保健福祉手帳）、手帳のコピー
（複数）、履歴書（複数）

申込み　9月28日（水）までにハローワーク松田
方　法　にお申込みください
主　催　松田公共職業安定所、小田原公共職業安

定所、平塚公共職業安定所
共　催　小田原市
問合せ　松田公共職業安定所求人・専門援助部門
　　　　鈴木・内越（☎82－8609）

いくみ会料理講習会のお知らせ
　いくみ会では、「減ら脂Naさい　増やしな
菜」と題し、料理講習会を開催します。減塩でヘ
ルシーな料理を楽しみましょう！

日　　時　10月6日（木）9：30から
場　　所　健康福祉センター2階　栄養指導室
内　　容　調理実習と試食
費　　用　400円程度（材料費）
持 ち 物　エプロン、三角巾
申込み期限　9月28日（水）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み  （☎75－0822）

電動自転車モニターツアー参加者募集
日　時　10月30日（日）9：00～15：00
場　所　小田原市内
内　容　電動自転車で、かまぼこ博物館、早川漁
　　　　港など、小田原の伝統、食、文化を巡る
　　　　（昼食、お土産付）
定　員　30名
※身長140cm以上。
※申込者多数の場合は抽選になります。
参加費　1,000円
申込み　10月17日（月）まで
期　限
申込み　参加者住所・氏名・電話番号・メールア
方　法　ドレスを電話又はFAX、ホームページ、 
　　　　メールにてご連絡ください
送付先　松並木工芸（委託事業者）
　　　　（☎050－3568－0273 FAX 050－5893－9710）
　　　　（メール oubo@kenseicycle.com）
　　　　（URL http://kenseicycle.com/oubo.htm）
問合せ　松並木工芸（050－3568－0273）
　　　　神奈川県県西地域県政総合センター
　　　　企画調整課（☎32－8903）
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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　10月4日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

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。
月　　日　10月6日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

ママパパクラス
月　　日　10月1日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45から）
場　　所　健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）

内　　容

　・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]

◎地域創生大学連携事業による北里
大学看護学部の特別メニューを実
施予定（胎動体感システム「胎児
のきもち」を使った体験や「育児
プラン」の作成など）

費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル

申込み方法　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
※動きやすい服装でお越しください

「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30日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階　301会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」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）

 不登校児童生徒、高校中退者等のための
～不登校相談会・進路情報説明会～県西地区
　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の
一環として、県・市町村教育委員会とフリース
クールなどが連携・協働し、不登校で悩む児童生
徒や保護者を対象に相談会を行います。また、不
登校で悩む生徒や高校中退者及びその保護者に進
路の見通しが持てるよう情報提供を行い、一人ひ
とりの自立や学校生活の再開に向けた支援を行い
ます。

日　時　10月22日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　小田原合同庁舎（小田原市荻窪350－1）
内　容　フリースクールなど活動紹介、個別相談 
　　　　会、進路についての情報提供など
対象者　小・中学生、高校生、高校中退者、保護 
　　　　者、教員など
参加費　無料
※事前申込みは不要です。
主　催　神奈川県学校・フリースクール等連携協 
　　　　議会、神奈川県教育委員会
問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　小中学校生徒指導グループ　大城、星野
　　　　（☎045-210-8292　FAX 045-210-8937）　 

横浜地方法務局全庁において
登記相談の事前予約制を実施します
　横浜地方法務局では、登記の申請に関する相談
をお受けしていますが、10月3日（月）から予約
制となります。
　詳細は、最寄りの法務局にお問合せください。

問合せ　不動産登記については
　　　　　西湘二宮支局（☎0463－70－1102）
　　　　会社法人登記については
　　　　　湘南支局（☎0466－35－4620）

アシガラマルシェを開催します
　アシガラマルシェ実行委員会では、熊本地震の
復興支援及び足柄地域の活性化を目的に、足柄地
域を中心としたマルシェ（市）を開催します。

日　時　10月2日（日）10：00～16：00
　　　　※雨天決行。
場　所　酒匂川健楽ふれあい広場（松田町）
内　容　飲食物、農作物、クラフト品の販売、木 
　　　　工教室の開催など
後　援　南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
問合せ　アシガラマルシェ実行委員会
　　　　草柳（☎080－4795－4797）
　　　　（メール ashigara.marche@gmail.com）
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