
お　し　ら　せ　版

普通救命講習Ⅰを行います
日　時　６月10日（土）９：30～12：30
場　所　山北町健康福祉センター
対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町に在住・在勤・
在学で中学生以上の方

内　容　成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取扱い
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
受講料　無料
申込み　５月10日（水）～６月１日（木）
期　間　９：00～17：00（土・日曜日を除く）
申込み　電話予約後、申請書を消防署、分署又は
方　法　出張所へ直接提出してください
※申請書は、最寄りの消防署、分署又は出張所で
受け取るか、ホームページからもダウンロード
できます。

問合せ　小田原市消防本部救急課（☎４９－４４４１）申込み　
※小田原市消防本部ホームページに平成29年度定
期救命講習予定表を掲載しています。
（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）
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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　５月７日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　7：00～ 8：30
　　　　　第２部　9：00～ 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、花、パン、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
　　　　　石田（☎75－0113）

軽自動車税の減免申請について
　障がいのある方、又は障がいのある方と生計を
ひとつにする方で、通院や通学などに使用する軽
自動車を所有している場合は、軽自動車税の減免
を受けることができます。
　平成29年度軽自動車税の納税通知書が届いた
後、申請書を提出してください。

提出期限　５月31日（水）まで

提出場所　役場町民税務課、清水・三保支所

必要書類　・平成29年度 納税通知書
・減免申請書
・自動車検査証（写し）
・運転免許証（写し）
・印鑑
・身体障害者・戦傷病者・療育・精神
　障害者保健福祉手帳のいずれか

※昨年度の減免対象者には、「減免申請の案内」と
「減免申請書」を納税通知書に同封しますので、
軽自動車税の納入前に手続きをしてください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

あなたの善意を赤十字に！
　今年も「赤十字協力会員増強運動」が５月１日
から31日まで行われ、会費を募集します。
　みなさんのご支援、ご協力をお願いします。
※本年度より社資を会費、社員を協力会員と呼ぶ
　ことになりました。

会　費　１世帯　500円以上
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

平成29年度 ニホンジカ管理捕獲について
　自然環境保全センターでは、第４次神奈川県ニ
ホンジカ管理計画に基づき、次のとおりニホンジ
カの管理捕獲を実施しますので、ご協力をお願い
します。
　
実施期間　５月17日（水）～平成30年３月17日（土）
　　　　　までの主に水・土曜日
※学校の夏休み期間（７月21日～８月31日）と年
　末年始（12月29日～１月３日）は実施しません。
※実施中は、実施地周辺に赤い幟と横断幕を掲示
　します。

実施場所　主に丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
※山北町内においては、皆瀬川（日陰山・セリ沢周
辺）、神縄（米ヶ沢）、中川（大滝沢・白石沢・
箱根屋沢・細川沢・菩提沢周辺）、世附（寺ノ沢・
大矢沢・源五郎沢周辺）、玄倉（仲ノ沢・ユーシン・
熊木沢・箒杉沢周辺）

問 合 せ　神奈川県自然環境保全センター
　　　　　野生生物課（☎046－248－6682　内線215）

のぼり



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、受付を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）

やまきた定住協力隊員を募集します
　町では、空き家・空き地の情報収集や田舎暮ら
しの推進・サポートなど、町の定住促進のために
「やまきた定住協力隊員」を組織しています。こ
こで、在住者に加えて、移住者の方々を隊員とし
て拡充するために、移住おおむね10年以内の方を
対象として隊員を募集します。

対　　象　山北町に移住しておおむね10年以内の方
募集人数　若干名
募集期間　５月12日（金）まで
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　５月16日（火）※雨天決行。
行 き 先　国営昭和記念公園と神代植物公園（春の
　　　　　バラフェスタ）※深大寺そばの昼食付。
集　　合　山北駅北口　８：00
費　　用　会員の方　6,300円（バス代・入園料・昼食代）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
　に入会する必要があり、別途入会費が1,000円
　かかります。
持 ち 物　飲み物、雨具、健康保険証など
申込み期限　５月12日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❷

避難行動要支援者支援制度への登録について
地域で支え合い・助け合うために！

　町では、地域防災計画に基づき、災害時に高齢者や障がいのある方、外国人の方など（要配慮者）を支
援する避難行動要支援者支援制度（旧名称：災害時要援護者避難支援制度）を実施しています。
　要配慮者として登録されると、登録情報を自主防災組織（自治会）、民生委員・児童委員などの地域支援
者や近隣避難支援者が共有し、災害時の安否確認や安全に避難できる体制づくりに活用します。

※すでに登録されている方は、お申込みの必要はありません。
※近隣避難支援者とは、支援が必要な人の近隣に住んでいる方で、災害時に情報の伝達や安否確認、避難の
手助けをしてくれる方です。ただし、支援はできる範囲で行うもので、義務や責任を負うものではありません。

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

川村小学校環境整備作業ボランティアの募集
　川村小学校では、次の日程で環境整備作業を行
います。ご協力いただける方は、５月12日（金）ま
でに、学校にご連絡ください。また、軽トラックや鎌、
草刈り機などお持ちの方は、当日ご持参ください。
日　　時　５月21日（日）８：30～11：00
問合せ申込み　川村小学校　教頭（☎75－1142）
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登録対象者
75歳以上の高齢者：ひとり暮らし、高齢者のみ
の世帯の方
障害程度が重度の方：身体障がい（１・２級）、
知的障がい（療育手帳A）、精神障がい（精神障
害者保健福祉手帳１級）の方
介護保険の要介護認定者：要介護３以上の方
その他：難病をお持ちの方、外国人の方など災
害時に自力で避難又は災害情報を入手すること
が困難な方

登 録 方 法
地区の民生委員が自宅へ登録申込書をお届けし
ますので、希望される方はお申込みください

町から登録申込書を送付しますので、希望され
る方はお申込みください

役場福祉課及び清水・三保支所に登録申込書が
ありますので、必要事項を記入のうえ、随時お
申込みください



食生活改善推進員養成講座受講生募集
（１市５町共同開催）

　食生活改善推進員（ヘルスメイト）とは、食を通
じた健康づくり、食育の担い手として地域で活動す
るボランティアです。養成講座を受講し、修了後は
食生活改善推進員となり地域で活躍します。

日　時　【第１回】６月27日（火）9：30～12：30
※12月まで全８回の講義・実習と食生活改善推進
　団体の活動の見学実習が１日あります。
会　場　山北町健康福祉センターほか各市町会場
内　容　・食生活改善推進員の役割
　　　　・栄養の基礎知識、栄養価計算
　　　　・調理実習など
費　用　3,500円程度（テキスト・調理実習材料
　　　　代・献立制作発表材料代）
※講座終了後に食生活改善推進団体の年会費とし
　て、3,000円を徴収します。
申込み　６月22日（木）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

乳がん・子宮がん 施設検診のお知らせ
　平成27年度に施設検診を受診された方に「受診
券」を送付します。新たに検診を希望される方は
お申込みください。なお、乳がん・子宮がん検診
は国の指針で２年に１度の受診となりますので、
昨年度受診した方は今年度受診できません。
※集団検診（健康福祉センター）は12月～平成30
　年２月に実施します。

❸

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部助成を実施しています。
対　　象　山北町に住民登録があり、平成29年度内に次のいずれかに該当する方

【三保ダム洪水対応演習】
日　時　５月12日（金）10：00～16：00
場　所　三保ダムから酒匂川河口に至る区域
内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー

による放送、ダム放流中の電光表示を行
います（実際にはゲート放流は行いません）

問合せ　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所（三保ダム）（☎78－3711）

【玄倉ダム・熊木ダム管理演習】
日　時　５月19日（金）９：15～16：00
場　所　熊木ダムから玄倉第１発電所まで
内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー

による放送を行います（実際にはゲート
放流は行いません）

ダム洪水対応などの演習を行います
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り人など
への警報、ダム操作などを的確に行うため演習を行います。

※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライ
　ド）の接種を受けたことがある方は対象外となります。
※満66歳以上75歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
有し、身体障害者手帳１級をお持ちの方も対象となります。
接種期限　平成30年３月31日(土)まで　　　　　
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
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて事前

にお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

接種間隔　５年に１回
自己負担額　3,000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
ものを申請時に提示してください。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

①75歳以上
②70歳
③65歳

④満60歳以上65歳未満

昭和18年４月１日以前に生まれた方
昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生まれの方
昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生まれの方
心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
有し、身体障害者手帳１級をお持ちの方

検 診 名 対象・費用 医療機関
【乳がん】
視触診・超音波検査

30～39歳の方
　　 1,300円 白 鷗 医 院

【乳がん】
視触診
マンモグラフィ検査

40～69歳の方
2,000円

70歳以上の方
400円

足 柄 上 病 院

【子宮がん】
子宮頸部検査

20歳以上の方
　　 1,700円

足 柄 上 病 院
柴田産婦人科クリニック
緑 蔭 診 療 所
開成駅光クリニック
南足柄レディースクリニック



「あかちゃんひろば」が始まります！
　子育て支援センターでは、毎月第２水曜日の午
後１時30分から３時までを「あかちゃんひろば」
と称して、満１歳までのお子さんと保護者の専用
時間とさせていただきます。
　育児に関する相談をしたい方や、赤ちゃんがい
る家庭の交流を深めたい方など、事前の手続きは
ありませんので、気軽にご参加ください。
※詳細は、子育て支援センターのホームページで
　もご確認いただけます。
開催日時　５月10日（水）13：30～15：00
　　　　　※以後、毎月第２水曜日に実施。
開催場所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問 合 せ　（☎７５－０８１８）

❹

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10か月～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで
母子健康手帳、お誕生前健診票

５月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

５月12日（金）
９：00～10：30
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・
栄養相談、助産師による乳房ケアなど
※助産師による乳房ケアは予約制で
す（先着４名）。初めて受ける方・
産後６か月以内の方を優先。申込
み開始は５月１日（月）からです。
母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル２枚

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
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

５月19日（金）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成27年３～５月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、お子さんの歯ブラシ

２歳児歯科健診
　歯科健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。

１歳６か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

５月16日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成27年９～11月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、子育てアン
ケート、お子さんの歯ブラシ

「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》
５月22日（月）13：00～15：00

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）

おはなし会を開催します
　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。手遊びと絵本で一緒に楽し
く過ごしましょう。どなたでも自由に参加できます。
日　時　５月17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）

～町職員クールビズ実施～
ご理解・ご協力をお願いします！！
　町では、地球温暖化防止及び省エネ対策として、
庁舎など公共施設の室内温度の28℃設定と室内照
明の省エネを実施しています。これに伴い、事務
能率の向上を図るために町職員の服装を、ノーネ
クタイ及び白ポロシャツなど軽装対応としていま
す。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
実施期間　10月31日（火）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班 （☎75－3643）

お詫びと訂正
　平成29年度町民カレンダーで、6月のカレンダー
中及び「今月の主な行事」に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。
　（正）６月３日（土）山北町社会福祉大会
　（誤）６月４日（日）山北町社会福祉大会

●１日 ●31日
認定こども園保育料（4月分） 固定資産税（第1期分）
保育園保育料（4月分） 軽自動車税　
幼稚園保育料（4月分） 認定こども園保育料（5月分）
放課後児童クラブ負担金（4月分） 保育園保育料（5月分）
国民健康保険税（第1期分） 幼稚園保育料（5月分）
し尿処理手数料（第4期分） 放課後児童クラブ負担金（5月分）
町営住宅使用料（4月分） 町設置型浄化槽使用料（3・4月分）
●10日 町営住宅使用料（5月分）
上下水道使用料（B地区第1期分）

今月の納期


