
お　し　ら　せ　版

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主催のクリーン
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。
　散乱ゴミ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15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。
※向原連合自治会は、10月８日（日）に実施します。
※台自治会は、９月24日に実施しました。
メイン会場　三保小学校　９：00　
内　　容　・散乱ゴミの一斉清掃
　　　　　・不法投棄パトロール
問 合 せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

10月１日は「浄化槽の日」
　浄化槽は微生物の力で水をきれいにする装置で
す。正しく機能させるためには、定期的な保守点
検と年１回以上の清掃、年１回の法定検査が義務
付けられています。美しい生活環境を守るため、
浄化槽の適正な維持管理をお願いします。
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　環境課生活環境班（☎75－3656）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月９日（月・祝）10：00～16：00
場　所　ハルネ小田原うめまる広場及びJR小田原

駅ビル東口２階  二宮金次郎像前広場
内　容　・労働問題（労働時間、賃金、雇用、労災、安全衛生）
　　　　・社会保険（健康保険、年金）など
問合せ　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　高崎（☎24－5551）
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やまきた夕市を開催します
～鉄道の日記念～

日　時　10月14日（土）13：00～17：00
※小雨決行。（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
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、菓子まき、さん

ま大祭、金魚プレゼント、町外からの出店ほか
※山北町商工会館から山北駅までの間の町道は、
車両通行止めとなります。来場には、電車やバ
スをご利用ください。

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）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原

収集日
10月10日
（火）
10月11日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

ごみの収集日について
　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。

※町民カレンダーに収集日要注意印がついています。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

子育て世帯向け住宅
サンライズやまきたの入居者を募集します
募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
　　　　　１戸401号室
間 取 り　3LDK（80.22㎡）
家　　賃　60,000円～75,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。

主な入居資格　①子育て世帯であること（18歳未満の子
どもがいる世帯、新婚（婚姻後概ね３
年以内）や婚約中（概ね１年以内に婚
姻予定）の若年世帯など）

　　　　　②入居者と同居親族の平成28年の合計
所得が月額158,000円以上487,000
円以下の方

　　　　　③町内、町外を問いません
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問合せください。

申込み期間　10月10日（火）～10月16日（月）
申込み方法　定住対策課で配付している入居申込書に

必要事項を記入し、提出してください
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取り
　消しとなります。
※入居申込者が多数の場合、書類選考後に公開抽
　選を行います。
入居可能時期　11月中旬（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班
　　　　　（☎75－3650）

おおむ



廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、
新聞紙・雑誌・アルミ缶などの廃品回収を行いま
すので、ご協力をお願いします。
　前回の収益金は4,810円でした。ご協力ありが
とうございました。

日　時　10月21日（土）９：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会　　　　
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

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

対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　絵画、書、写真、手工芸など
搬　　入　10月28日（土）10：00～16：00
※直接搬入してください。
搬入場所　生涯学習センター３階　美術工芸室
搬　　出　11月４日（土）15：10～17：15
※時間厳守でお願いします。
問 合 せ　生涯学習センター（☎75－3131）

岸幼稚園　バザーのお知らせ
　岸幼稚園保護者会ではバザーを開催します。お
誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。お待ち
しています。

日　時　10月28日（土）10：30～13：00
場　所　高齢者いきいきセンター
※岸幼稚園駐車場を利用できますが台数に限りがあり
ますので、乗り合わせなどのご協力をお願いします。
内　容　手作り食品・入園入学準備などの手作り

品・日用雑貨・園服などのリサイクル品・
子ども服・おもちゃなどの販売、縁日ほか

問合せ　岸幼稚園（☎75－1145）

❷

かながわ移動観光大学  受講者募集
　松田町においてセミナー「かながわ移動観光大学」
が開催されます。このセミナーは、地域における観
光分野の人材育成、観光まちづくり、観光産業の振
興に寄与することを目的としています。どなたでも
ご参加いただけますので、ぜひご参加ください。

テーマ　地域資源を生かした国際観光交流の振興
と地域の活性化に向けて

講　師　横浜商科大学商学部教授　羽田　耕治　氏
日　時　10月20日（金）14：00～16：00
　　　　（受付13：30～）
会　場　松田町役場４階AB会議室
費　用　無料
定　員　80名
申込み　10月12日（木）までに名前・住所・連絡
方　法　先（電話番号）をFAX又はホームページ
　　　　申込みフォームに記入するか、電話でお
　　　　知らせのうえ、お申込みください
申込み　松田町役場観光経済課観光推進係
問合せ　（☎83－1228　FAX83－5031）
　　　　URL　https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/kankou-sub/kankoudaigaku.html

は　だ こう じ

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたものを１通）、エントリーシート（町指定のもの）、
　　　　　成績証明書、卒業証明書又は卒業見込証明書、資格証明書又は取得見込証明書
※申込書は、10月２日（月）から総務防災課で配付します。町ホームページからもダウンロードできます。
給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付期間　10月16日（月）～17日（火）８：30～17：15　
※郵送などによる申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
試験日程　第１次試験：10月24日（火）13：30～16：00（予定）
　　　　　第２次試験：第１次試験合格者に直接連絡します
試験会場　役場4階　403会議室
試験内容　第１次試験：一般的な知識についての筆記試験ほか
　　　　　第２次試験：第１次試験合格者について、面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

町職員を募集します！！

応　募　資　格
昭和42年４月２日以降出生で保健師の資格をお持ちの方、又は
採用期日までに取得見込みの方（平成30年３月卒業予定者含む）

採用人数

１名

採用予定日

平成30年４月1日

募集内容
職　種

保健師



D5270の線路延伸募金にご協力ください！
　山北町鉄道公園D52線路延伸協議会では、
「D5270」の線路延伸のために募金活動を行って
います。ぜひ、皆さんのご協力をお願いします。
振込先　・横浜銀行　山北支店（普）6018140
　　　　・さがみ信用金庫　山北支店（普）0200466
　　　　・かながわ西湘農協　山北支店（普）0021559 
　　　　・ゆうちょ銀行　10910－19458391
　　　　　【口座名義人】（全ての口座共通）
　　　　　山北デゴニ会事務局長武芳和
　　　　　（ヤマキタデゴニカイジムキョクチョウタケヨシカズ）
問合せ　山北町鉄道公園D52線路延伸協議会
　　　　事務局　武　芳和（☎・FAX75－0752）

大人のためのヘルス＆ビューティー
　栄養不足・冷え・便秘に注目し、身体の内面か
ら健康で美しくいるための方法や、健康福祉セン
ターに設置している健康ステーションの活用につ
いて学ぶ講座です。
日　　時　10月26日（木）13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１
対　　象　町内在住の方
定　　員　30名
費　　用　無料
※本事業は、健康長寿への社会貢献のため、「神
奈川県公共型未病センター健康支援プログラ
ム」の一環として資生堂ジャパン株式会社の協
力により実施するものです。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

第６回神奈川チェンソーアート競技大会
　足柄上地域の間伐材などからチェンソーを使っ
て木彫作品をつくる技を競う大会を開催します。
ダイナミックなアートの制作過程を体感してくだ
さい！当日は、作品販売を行います。第６回大野
山アウトドアフェスタも同時開催します！ぜひ、
お越しください！ 
日　時　10月29日（日）9：30～15：00　※雨天決行。
場　所　大野山山頂付近（山北町皆瀬川710）
アクセス　JR御殿場線谷峨駅から徒歩約80分
※駐車場が少ないため、徒歩での来場にご協力ください。
主　催　神奈川チェンソーアート競技大会実行委員会
問合せ　神奈川チェンソーアート競技大会実行委員会
　　　　事務局（県西地域県政総合センター企画調整課内）
　　　　（☎32－8000　 内線2217）
　　　　URL:http://kanagawachainsaw.blog.fc2.com/ 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。会員と楽しくウォーキングしませんか。

日　　時　10月22日（日）９：30～14：00頃
※歩行時間は約２時間半。雨天の場合は中止。
集合場所　役場西側駐車場
※旧共和小まで車で乗り合わせて行きます。
行　　先　牛頭観音、高杉のウラジロガシ、神明社
定　　員　25名
費　　用　300円（交通費、資料代）
持 ち 物　弁当、飲み物、タオル、帽子、雨具、
　　　　　ザックなど
申 込 み　10月12日（木）までに健康福祉センター
方　　法　窓口又は電話にてお申込みください
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

❸

平成29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。申込みは不要ですので直接会場にお越しください。

演　題

時　間　①13：30～14：30　②14：30～15：30 問合せ　足柄上医師会事務局（☎83－1800）
場　所　足柄上合同庁舎２階　大会議室 　　　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

①21世紀の超高齢時代、人生の最終段階における医療
　選択について“とことん型医療”？“まあまあ型医療”？
　（足柄上病院　堀口　一弘　氏）
②気になる尿漏れのはなし（排泄機能指導士による）
　運動で尿失禁予防・改善セミナー
　（かながわ健康財団　高垣　茂子　氏）

①健康寿命とお口の健康
　（足柄歯科医師会　みつはし歯科医院　三橋　英文　氏）
②ひざの痛みに悩んでおられる方へ
　変形性膝関節症とその治療について
　（足柄上病院　篠原　健太郎　氏）

【第２回】
10月12日
（木）

【第４回】
10月19日
（木）

ほりぐち かずひろ

たかがき しげ こ

みつはし ひでふみ

しのはら けん た ろう

①くすりのあんなこと・こんなこと
　（小田原薬剤師会　くすのき薬局　山崎　真弘　氏）
②風邪症状、発熱（心配した方がいい症状とは）
　（足柄上病院 吉江　浩一郎　氏）

①足柄平野でともに暮らそう
　～ひとりじゃないよ～
　（足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
　　大木　世津子　氏）
②手術で治せる脳・神経・脊髄の働き
機能的脳神経外科とは？

　（足柄上病院　濱田　幸一　氏）

【第３回】
10月18日
（水）

【第１回】
10月11日
（水）

やまざき まさひろ

よし え こういちろう

おお き せ　つ　こ

はま だ こういち



下水道区域見直しに伴う現地調査の実施について
　町では、下水道区域の見直しに伴い現地調査を実
施します。期間中は腕章を着けた業者の調査員が調
査を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。
実施期間　10月～平成30年２月
調査区域　山北、岸、向原、平山の一部
業　　者　（株）アスコ大東
問 合 せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

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。絵本や手遊びで一緒に
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　10月18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）

❹

《人権行政相談》
10月16日（月）～22日（日）は

行政相談週間です
10月20日（金）13：00～16：00

役場３階　和室
※行政相談週間のため、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）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

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10～11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
※お誕生前健診票は個別に郵送します。

10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

10月13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。
原則先着４名ですが、初めて受ける
方・産後６か月以内の方を優先します。
申込み開始は10月２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

10月17日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成28年８～10月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。

３か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

10月24日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階
平成29年６～７月生まれの乳児
母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

●２日 ●31日
認定こども園保育料（9月分） 町県民税（第3期分）
保育園保育料（9月分） 認定こども園保育料（10月分）
幼稚園保育料（9月分） 保育園保育料（10月分）
放課後児童クラブ負担金（9月分） 幼稚園保育料（10月分）
国民健康保険税（第4期分） 放課後児童クラブ負担金（10月分）
介護保険料（第3期分） 国民健康保険税（第5期分）
後期高齢者医療制度保険料（第3期分） 介護保険料（第4期分）
町設置型浄化槽使用料（7・8月分） 後期高齢者医療制度保険料（第4期分）
下水道受益者負担金（第2期分） し尿処理手数料（第2期分）
町設置型浄化槽分担金（第2期分） 町営住宅使用料（10月分）
町営住宅使用料（9月分）　　　　　　　　 　　
●11日
上下水道使用料（A地区第4期分）

今月の納期

足柄上病院　第29回「医学講座」
これからの健康診断は何がわかるのか？
～未来の骨折、ねたきり、生活習慣病、がんも予知できる！？～
日　時　10月14日（土）14：00～16：00
場　所　大井町生涯学習センター２階 第1.2会議室
講　演　①「がん検診」神奈川県立がんセンター　

　がん予防・情報学部部長　成松　宏人　氏
　　　　②「これからは“骨・関節”の検診」
　　　　　神奈川県立足柄上病院　病院長　牧田　浩行　氏
申込み期限　10月13日（金）
問合せ　神奈川県立足柄上病院経営企画課
申込み　医学講座担当
　　　　（☎83－0351　FAX82－5377）

なりまつ　　ひろ と

ひろゆきたまき


