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森林セラピー体験ツアー
「初冬の城跡と滝＆収穫プラン」参加者募集
日　時　12月10日（土）9：50～15：00
場　所　「河村城跡・洒水の滝コース」
集　合　健康福祉センター
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、

昼食（セラピー弁当）、みかん収穫体験
※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　20名（定員になり次第、締切り）
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、直接又は電話、FAX、
方　法　メー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  FAX76－4592）
　　　　（メールkenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

防災行政無線を用いた
全国一斉緊急情報の伝達試験を実施します
　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国
瞬時警報システム（J

ジ ェ イ ・ ア ラ ー ト
－ALERT）により送られて

くる国からの緊急情報を、防災行政無線を用いて
確実にみなさんへお伝えするための試験放送を行
います。
※J－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報

を、人工衛星などを通じて瞬時に情報伝達する
システムです。

実 施 日　11月29日（火）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、テストです」×3回
　　　　　「こちらは、ぼうさい山北です」
　　　　　防災行政無線チャイム
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

道の駅「山北」秋の収穫祭
　道の駅「山北」では、秋の収穫祭を開催します。
地場産の新鮮野菜・果物など、たくさん揃

そろ
えてお待

ちしています。みなさんぜひご来店ください。

日　時　11月20日（日）9：00～16：00
内　容　とれたて地場農産物、清水地区産コン

ニャク芋で作った「味噌おでん」、豚
汁、焼きそば、フランクフルトの販売

※先着100名に甘酒の無料サービスがあります。
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成29年1月8日（日）の
成人式に参加される方の名簿を作成します。該当
する方は、平成8年4月2日から平成9年4月1日ま
でに生まれた方です。
　山北町に住民登録がある方については、12月中
旬に成人式の案内状が送付されますが、山北町に
住民登録がない方で、山北町の成人式に参加を希
望される方は、11月25日（金）までに生涯学習
課へご連絡ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

《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

介護職員急募!!（正社員・パート）
家庭的で、とても働きやすい環境です。
是非、高齢者様の生活のお手伝いを私たちと一緒にしませんか。

日勤　 8：30～　17：30（休憩１時間）
夜勤　16：30～翌 9：30（休憩１時間）
夜勤　一晩　18,000円～（Wワーク可）

勤務時間応相談
※資格：ヘルパー２級
　　　　（介護職員初任者研修修了者）以上
　　　　介護福祉士有資格者歓迎

正社員：当社規定による
パート：時給 1,000円～

有料広告

勤務時間 給　与

〒258-3340
足柄上郡山北町山北1861-1
小規模多機能型居宅介護施設 すずらん
   グループホーム アミーゴ

TEL：0465-20-3340
FAX：0465-20-3341是非、お気軽にご連絡下さい。
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町営駐車場利用者を募集します
　町営駐車場の利用者を次のとおり募集します。

対 象 地　山北駐車場（山北1425－4）
駐車区画　2区画（屋根・照明付）
利 用 料　月額5,400円
※満車になり次第終了させていただきます。
問合せ申込み　財務課財産管理班（☎75－3652）

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料
納付額証明書が送付されます

　平成28年中に国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療制度保険料を普通徴収（納付書に
よる納付又は口座引落し）にて納付された方に、
確定申告などに使用する納付額証明書を1月中旬
に郵送します。年末調整のために事前に必要な方
は、身分証明書をお持ちのうえ、保険健康課へお
越しください。
※特別徴収対象者（年金天引き）で納付額証明書

が必要な方は、1月中旬より年金保険者（日本
年金機構など）から郵送される源泉徴収票をご
利用ください。

※非課税年金（遺族年金又は障害年金）から特別
徴収されている方は、源泉徴収票が年金保険者
から郵送されません。納付額証明書が必要な方
は、保険健康課へお問合せください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

放課後子ども教室の
安全管理員を募集します

　町では、放課後子ども教室の児童を見守ってい
ただける方を募集します。

日　　時　毎週水曜日（給食のある日のみ）　
　　　　　放課後～16：00
場　　所　川村小学校
募集人数　若干名
謝　　金　1時間950円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

消防団教養訓練を実施します
日　時　12月4日（日）9：00～12：00
場　所　役場西側駐車場
※訓練に伴い、役場西側駐車場は午前中一般の方

の利用ができません。ご迷惑をおかけします
が、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）

2つの給付金の申請期限が近づいています
　町では、臨時福祉給付金及び障害・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）の申請を受け付けています。申請の期限
は12月5日（月）までとなります。
　支給の対象であっても、申請期間内に申請がな
かった場合には支給できません。支給要件を再確
認し、役場福祉課又は清水・三保支所にて申請を
お願いします。
　なお、対象と思われる方には、9月上旬に町か
ら申請書と案内を送付しています。

1.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

※課税されている方の扶養親族などや、生活保護
を受給している方を除く。

支給額　対象者1人につき3,000円

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.の対象者のうち、障害基礎年金や遺族
基礎年金を受給している方

※高齢者向け給付金を受給された方を除く。
支給額　対象者1人につき30,000円

問合せ　福祉課福祉推進班
申込み　（☎75－3644）
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国民年金保険料の控除証明書が送付されます
　年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告す
るための「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」が、11月上旬に日本年金機構から送付され
ます。
※10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を

納付された方には、平成29年2月上旬に送付さ
れる予定です。

問合せ　小田原年金事務所（☎22－1391）



「やまきたの絵図」を再版しました
　町史編さん事業と併せて平成11年に出版した
「やまきたの絵図」は、好評のため在庫切れと
なっていましたが、この度、再版しました。A4サ
イズ、35ページ、フルカラーで町内に残る江戸時
代の絵図40点を収録していますので、ぜひ一度お
手にとってご覧ください。

販売場所　役場2階生涯学習課窓口
価　　格　1,000円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

不用品（廃品）回収業者との
トラブルにご注意ください

　全国的に、不用品（廃品）回収業者に関するト
ラブルが増えています。
　県内においても、無許可で不用品（廃品）を回
収し、高額な費用を請求していた業者が逮捕され
ました。
　廃棄物に関する法律では、ご家庭から出た不用
品（廃品）を回収・処分する場合には、一般廃棄
物処理業の許可が必要になります。（ただし、テ
レビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機の
家電リサイクル法対象物やパソコンはメーカーな
どが引取ります。）
　山北町の許可を受けた一般廃棄物処理業者が、
トラックなどで宣伝しながら回収することはあり
ません。
　また、この法律では、廃棄物（ごみ）を排出す
る町民のみなさんにも、責任を持って処分するこ
とが求められます。不用品、粗大ごみなどは町の
ルールに従って処分しましょう。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
推　　薦 一　　般

応募資格 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子
※中学校長の推薦などが必要。 17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子

受付期限 12月2日（金）まで 平成29年1月6日（金）まで

試験期日 平成29年1月7日（土）～9日（月・祝）ま
での間の指定する1日

第1次試験　平成29年1月21日（土）
第2次試験　平成29年2月2日（木）～5日（日）

までの間の指定する1日
教育及び
卒業資格

通信制高等学校に入学し（身分は特別職国家公務員（生徒））、手当の支給を受けながら高
等学校教育などを受け、生徒課程修了時には高等学校の卒業資格を取得できます。

問合せ　自衛隊神奈川地方協力本部　小田原地域事務所
　　　　小田原市栄町1－14－9　NTビル3Ｆ（☎24－3080）

人権講演会を開催します
日　時　12月3日（土）13：30～15：30
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
テーマ　「決断 命のビザ
　　　　　　　　　～SEMPO杉

すぎはら
原千

ち う ね
畝物語～」

講　師　水
み さ わ

澤　心
し ん ご

吾　氏（俳優）
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

や乗り合わせをお願いします。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

イノシシにご注意ください
　最近、街中でイノシシが出没しています。イ
ノシシと出会った時は、興奮させて事故に遭わ
ないためにも、慌てずに次のことに注意してく
ださい。

○落ち着いてゆっくり行動しましょう
　なるべく背中を見せないでゆっくりと後退し、

静かにその場を離れましょう。

○攻撃したり、威嚇したりしてはいけません
　棒を振り上げたり、石を投げたりしてイノシシ

を挑発するのは大変危険です。

○暗い時に出歩く際は、鈴や懐中電灯などで人間
の存在を知らせましょう

　出会い頭の遭遇で危害を受けないよう、特に暗
い時に出歩く際は、音や光であらかじめイノシ
シに人間の存在を知らせる工夫をしましょう。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

❸



男性のための料理教室
日　時　12月3日（土）9：30から
場　所　健康福祉センター2階　栄養指導室
内　容　正月料理
定　員　30名
費　用　700円程度（材料費）
持ち物　エプロン、三角巾　
申込み　11月25日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

平成29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。

規　格 掲載料
5.0cm×9.0cm 36,000円
2.5cm×9.0cm 20,000円
2.5cm×5.0cm 12,000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。
申込み期限　平成29年1月31日（火）まで
※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。
　（行政情報▶広報・広聴▶有料広告）
問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

中小企業退職金制度のお知らせ
　中小企業退職金制度は、独力では退職金制度を
設けることが困難な中小企業に対して、事業主の
相互共済の仕組みと国の援助によって設けられた
国の退職金制度です。（運営は独立行政法人勤労
者退職金共済機構）

　中小企業退職金制度の特徴
・条件を満たす中小企業であればどなたでも加

入できます
・年齢、勤務年数に応じて掛金を選ぶことが可

能です
　・国の退職金なので、安全・安心です

問合せ　中小企業退職金共済事業本部
　　　　（☎03－6907－1234）

町の史跡巡りウォーキング参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催の町の史
跡巡りウォーキングを開催します。今回は共和地
区を訪ねます。会員と一緒に楽しくウォーキング
しませんか。

日　時　11月24日（木）9：30～14：00
　　　　※雨天中止。
行き先　牛頭観音、高杉のウラジロガシ、神明社
集　合　役場西側駐車場　9：30
※旧共和小まで、車で乗り合わせて行きます。
定　員　25名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
持ち物　弁当、飲み物、嗜好品、タオル、帽子、

雨具、ザックなど
申込み　11月22日（火）まで期　限
申込み　健康福祉センター窓口又は電話にてお申
方　法　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）　　　　　　

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では、冬季期間中
（12月から2月）、開館時間を9：00から16：00
に変更します。なお、登録団体による占用利用に
ついては変更ありません。

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）

斎場の臨時駐車場をご利用ください
　小田原市斎場の建て替え工事に向けて、施設内
の駐車台数が制限されます。車で来場される場合
は、臨時駐車場をご利用ください。

場　所　小田原市斎場
期　間　12月1日（木）～平成31年8月（予定）
問合せ　小田原市環境政策課（☎33－1422）
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あすぽ「夜チャージ！」
夜
や き ん
筋！！～明日の為の筋トレ＆ストレッチ～

　姿勢を正し、体の柔軟性を高めて、体幹を鍛え
ませんか？ストレッチをはじめ、自宅で手軽にで
きる体操がたくさん。自分の体を知って、全身の
ハリやコリをとるセルフケアを覚えましょう。腰
痛軽減・予防にも効果的です。
　お仕事帰りの方も参加できる夜のレッスンで、
1回だけの参加、男性も女性も歓迎です。

日　時　11月29日（火）、12月6日（火）
　　　　19：30～20：30
場　所　健康福祉センター2階　多目的室2
講　師　ささき　ともみ　氏（手力整体師・日体

協公認スポーツリーダー）
費　用　大人800円、中高生500円、小学生100

円（会場費、講師料、保険料）
持ち物　ヨガマット（ない方はバスタオル持

参）、飲み物、タオル、動きやすい服装
問合せ　あすぽ事務局
申込み　秋葉（☎090－8013－5541）平日のみ
　　　　（メールasupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　（URL http://asupo1.com/）

スポーツ振興くじ助成事業

乳がん・子宮がん集団検診のお知らせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。受診を希望される方はお申込みください。
　なお、平成26年度に集団検診で受診された方には、問診票を送付しますので申込みの必要はありま
せん。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指針で2年に1回が適切とされています。
※医療機関での検診を希望される方は、受診券を送付しますので、ご連絡ください。

月　日 受付時間 場　所 対　象・自己負担額

12月12日（月）

 9：00
10：30
13：00
14：30

健康福祉センター

【乳がん】
　視触診・マンモグラフィ（乳房X線検査）
　　40～69歳の方     2,000円
　　70歳以上の方        400円
【子宮がん（頸部検査）】
　　20～69歳の方       700円
　　70歳以上の方          無料
※年齢は平成29年3月31日が基準日です。

平成29年
1月21日（土）

平成29年
2月8日（水）

※妊娠中又は妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、申請により自己負担が免除されますので、事前にお申込み

ください。
※マンモグラフィは40～49歳の方は2方向、50歳以上の方は1方向の撮影となります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

第35回小学生の税の書道展
公開展示・表彰式のお知らせ

　国税庁で行う税を考える週間（11月11日～17
日）に伴い、第35回小学生の税の書道展公開展示
と表彰式を行います。

【展示について】

日　時 場　所

11月26日（土）～27日（日）
9：30～16：30

小田原市民会館
3階  小ホール

※特選・金賞・銀賞・銅賞1,328点を展示します。

【表彰式について】

日　　時　11月27日（日）
　　　　　14：00（受付13：30）
場　　所　小田原市民会館　大ホール
対　　象　特選・金賞・銀賞・銅賞受賞児童
応募総数　12,451点（小田原市、南足柄市、足柄

上・下郡の小学生）
主　　催　公益社団法人小田原青色申告会
問 合 せ　（社）小田原青色申告会事務局
　　　　　（☎24－2611）

❺



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　12月6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　12月1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　12月3日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45から）
場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
　　　　　・妊娠中の過ごし方[講話]
内　　容　・母乳育児について[講話]
　　　　　・お産の進み方[講話・実技]
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。
※開催場所にご注意ください。

3歳児健康診査
月　　日　12月6日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成25年9～11月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、問診票、3歳児健診検査
　　　　　セット（視力・聴力検査用紙、尿検査）

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　12月9日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　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

内　　容　・助産師による乳房ケア（予約制）
　　　　　※乳房ケアは先着4名、初めて受ける
　　　　　　方・産後6か月以内の方優先。
　　　　　　申込み開始は12月1日（木）からです。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は
　　　　　フェイスタオル2枚

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❻

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22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）

おはなし会
「クリスマススペシャル」を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。クリスマスにちなんだ
絵本や手遊び、歌で一緒に楽しく過ごしましょ
う。どなたでも自由に参加できます。

日　時　12月7日（水）11：00から
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

みずきフェスタ2016秋
　普段は入ることのできない水道施設の中を探検
してみませんか。野鳥観察やミニ野鳥講演会、ス
タンプラリーなどの各種イベントも行います。

日　時　11月26日（土）10：00～15：00
　　　　※荒天中止。
場　所　飯泉取水管理事務所
　　　　（小田原市飯泉884）
費　用　無料
主　催　神奈川県内広域水道企業団
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
　（http://www.kwsa.or.jp/）
問合せ　神奈川新聞社（☎045－227－0804）

≪人権行政相談≫
12月4日(日)から10日(土)は人権週間です

12月5日（月）10：00～15：00
役場3階　301会議室

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）


