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道路上の障害物の管理について
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により
伐採などの管理をしていただいています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障になるばか
りか、事故につながる恐れもあり大変危険です。
道路を利用される方々の安全確保のためにも、土
地所有者の方のご協力をお願いします。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
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役場庁舎駐車場舗装工事がはじまります
　役場庁舎駐車場の舗装を新しくするため、期間
中は駐車場のおよそ半分がご利用いただけなくな
り、車両は西側から出入りするようになります。
工程によっては一時、歩行者の通行もできず、迂
回が必要になる場合がありますので、ご協力をお
願いします。

工事期間　12月４日（月）～12月15日（金）

問 合 せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

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月から平成30年２月）、開館時間を９：00か
ら16：00までとします。

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）

《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

生涯学習
センター

工事箇所

工事期間中
駐車場出入口

役場

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19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）

そろ

今年最後です！
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町外からの出店も多数予定していますので、ぜ
ひお越しください。お待ちしています。

日　　時　12月３日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～８：30
　　　　　第２部　９：00～11：45
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、パン、花、雑貨
　　　　　などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題、ビンゴ大
　　　　　会、ポインセチア数量限定特売
※お手持ちのガラガラ券の有効期限は今回までです。
※１月はお休みです。
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）



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郵送されます。
※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30年２月上旬に郵送される予定です。

問合せ　年金ダイヤル（☎0570－003－004）

国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療制度保険料

納付額証明書を送付します
　平成29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、保険健康課へお問合せください。

※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）

「山北町地域防災計画」を改訂しました
　町では、防災対策（災害予防・災害応急対策な
ど）の基本となる「山北町地域防災計画」を改訂
しました。防災意識を高めていただくためにも、
ぜひご覧ください。
※計画書は町ホームページまたは総務防災課で閲
　覧できます。
　（URL　http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
　（暮らしの情報▶防災・防犯▶防災▶山北町地域防災計画）
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

❷

【跨線橋位置図】

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

跨線橋点検のお知らせ
　山北地区のJR跨線橋（山北跨線橋・三良橋・中橋・人道橋）について、橋梁点検を実施します。夜間作
業となるため、近隣の方々にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。なお、橋梁点検
の際は通行規制をさせていただく場合がありますので、あわせてご承知おきください。
※通行止めとなる場合には、付近に交通誘導員の配置及び看板を設置し周知します。

橋梁名
①山北跨線橋
②三　良　橋
③中　　　橋
④人　道　橋

箇所説明
山北駅上部に架かる跨線橋
山北体育館付近の跨線橋
タニカワ理容店前の跨線橋
ほたるの家付近の跨線橋

点検日
11月24日（金）及び25日（土）

11月25日（土）
11月27日（月）
11月27日（月）

こせんきょう

作業時間　21：00～翌朝６：00頃　※雨天実施予定。

きょうりょう

東名高速道路

役場

国道２４６号

山北駅

④人道橋

←御殿場方面

松田方面→

③中橋 ②三良橋

①山北跨線橋



第36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36回小学生の税の書道展公開展示
と表彰式を行います。

【公開展示について】
日　　時　11月25日（土）～26日（日）
　　　　　９：30～16：30
場　　所　小田原市民会館３階　小ホール
対　　象　特選・金賞・銀賞・銅賞の作品（1,311点）

【表彰式について】
日　　時　11月26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・銅賞受賞の児童
応募総数　12,311点（小田原市、南足柄市、足柄
　　　　　上・下郡の小学生）
問 合 せ　小田原青色申告会事務局
　　　 　 （☎24－2611）

❸

いっしょに山を歩きませんか！
　私たちは山歩きを愛する団体「湘南山友会」で
す。一緒に山道を歩きさわやかな汗を流しません
か？

活　動　毎月１回丹沢山塊の山を巡る
目　的　自然に恵まれた丹沢山塊を歩き、様々な

状況を官公庁と共有することで、地域の
観光を盛り上げる

運　営　会則、会費なし（会員の自主運営）
問合せ　湘南山友会　代表　　秋重　芳江
　　　　山北町岸1851－6（☎76－3418）

あきしげ　　よし え

林業退職金共済制度（林退共）の
お知らせ

　林業の仕事をしていたことがありませんか？林
退共制度に加入していたが、退職金をまだ受け
取っていない方を探しています。
　以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退
共へ加入していたか分からない方についてもお調
べいたします。
　また、罹災された共済契約者及び被共済者のみ
なさんに対し、各種手続き（共済手帳の紛失、退
職金の請求など）の必要が生じた場合は、お問合
せください。

問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　林業退職金共済事業本部
　　　　（☎03－6731－2887）

り さい

「明治150年」関連施策などについて
　平成30年（2018年）は、明治元年（1868年）から起算して満150年に当た
ります。政府では、「明治150年」関連施策として、地方公共団体や民間も含めて、
全国で取組を推進しています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
　　
（URL　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/）
内閣官房「明治150年」関連施策推進室

人権講演会を開催します
日　時　12月２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　「私たちはなぜ生まれてきたのか？小説

『あん』でハンセン病快復者の人生を描
いた意味」

講　師　ドリアン　助川　氏（作家）
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
　や乗り合わせにご協力ください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

すけがわ



平成30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。

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30年１月30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）

「一緒に、ゆっくり、親子になろう」
～里親制度をご存知ですか～

　「里親制度」とは、さまざまな事情で自分の家
庭で生活できなくなった子どもたちを、里親の家
庭に迎え入れ養育することにより、子どもの「心
身ともに健やかに育つ権利」を守る制度です。児
童養護施設とは異なり、子どもが里親と生活する
ことによって、一般家庭と同じ生活環境や、親子
という人間関係のつながりを保障することができ
ます。
　県西地域２市８町では小田原児童相談所を主
に、里親、４か所の児童養護施設、地域社会が連
携し、里親制度の普及・啓発活動を行っていま
す。お気軽にお電話ください。

問合せ　社会福祉法人ゆりかご園家庭養育
　　　　支援センター（☎48－4921）　
　　　　小田原児童相談所（小田原合同庁舎内）
　　　　（☎32－8000〈代表〉）

あすぽ　朝のエクササイズ「チャージ！」から
「託児ご利用キャンペーン♪」のお知らせ
　朝のエクササイズ「チャージ！」では、子育て
応援企画として「託児ご利用キャンペーン♪」を
実施します。託児を利用してレッスンに参加する
と、次回参加時に使える託児無料券を進呈！ぜひ
ご来場ください。リンパ流しやヨガ、エアロビク
スなどのレッスンがあります。レッスン日など詳
しくは、ホームページをご覧ください。

対象期間　12月～平成30年２月
場　　所　健康福祉センター２階　多目的室２ほか
費　　用　１回500円、託児子ども１人500円
※託児は事前にご予約ください。
持 ち 物　ヨガマット（ない方はバスタオル）、飲

み物、フェイスタオル
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/）
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規　　格
5.0cm × 9.0cm
2,5cm × 9.0cm
2.5cm × 5.0cm

掲  載  料
3 6 , 0 0 0円
2 0 , 0 0 0円
1 2 , 0 0 0円

スポーツ振興くじ助成事業

ねんじょ

第22回おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域のみなさんとの“農業を
通じたふれあい”を大切に考えています。
　安心・安全な地場産品の販売や、体験コー
ナー、へろくり倶楽部（三保）の出品などがあり
ます。みなさんぜひお越しください。

日　時　12月３日（日）10：00 ～ 14：00
　　　　※雨天決行。
場　所　かながわ西湘農協山北支店
内　容　・葉ぼたん、寄せ植え、野菜、果物、自

然薯、炊き込みご飯、赤飯、アメリカ
ンドッグの販売

　　　　・バザー
　　　　・体験コーナー
※おれんじ会の手作り味噌を使った豚汁の無料
サービスがあります。（先着200名）

問合せ　おれんじ会代表　磯崎　加代子
　　　　（☎75－1445）

じ

いそざき か　よ　こ



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にかかる費用
の一部を助成しています。希望者は医療機関で接
種を受けてください。

対　　象　町内に住民登録があり、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　平成30年２月28日（水）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
※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）

食品衛生責任者養成講習会を開催します
　飲食店などの営業を行う場合は、必ず「食品衛生
責任者」の資格のある人を設置しなければなりません
（食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条
例）。この「食品衛生責任者」の資格を取得するため
の講習会を開催します。受講希望の方は事前申込み
が必要です。ぜひ、この機会に資格を取得しませんか？

【受講申込み受付について】
日　　時　11月28日（火）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　２階　研修室
受講資格　満15歳以上の方（義務教育履修中の方
　　　　　を除く）で、日本語が理解できる方　
定　　員　100名
持 ち 物　受講料10,000円（納入後、返金不可）
※代理の方でも申込みできますが、受講者本人の住
所・氏名・生年月日などを確認しておいてください。

【講習について】
日　　時　12月19日（火）10：00～17：00
場　　所　足柄上合同庁舎2階　大会議室
内　　容　公衆衛生　10：00～11：00
　　　　　衛生法規　11：00～13：00
　　　　　食品衛生　14：00～17：00

※庁舎建て替え工事中のため、駐車場の設備があ
りませんので公共交通機関をご利用ください。

問 合 せ　足柄食品衛生協会
　　　　　（小田原保健福祉事務所足柄上センター内）
　　　　　（☎85－3730）

❺

入札結果10月中
落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）事　業　名担当課

平成29年度　
山北町役場庁舎駐車場舗装工事 有限会社山秀工業 7,970,400円

9,990,000円

2,548,800円

3,380,400円

3,153,600円

3,067,200円

7,560,000円

6,858,000円

2,548,800円

3,240,000円

3,024,000円

2,754,000円

財 務 課

湯川建築福 祉 課

平成29年度
町道宿平山線舗装補修工事 金子建設株式会社都市整備課

平成29年度
嵐橋復元設計業務委託 株式会社相信設計都市整備課

平成29年度
やまきたこども園わかば園舎屋上防水工事
平成29年度　水源環境保全・再生市町村補助金事業
私有林整備工事（浅間山・丸山地区） 株式会社湯川林業

株式会社相信設計

農 林 課

平成29年度　東山北1000推進業務委
託（水上地区水路拡幅設計）定住対策課

※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）



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28日（火）14：00～16：00
場　所　役場４階　402会議室
※相談は、「相談支援センターりあん」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）

男性のための料理教室
　主食・主菜・副菜のそろったおすすめ料理を紹
介します！

日　　時　12月２日（土）９：30～12：00
場　　所　健康福祉センター　栄養指導室
内　　容　たこの炊き込みご飯、カジキマグロの

ソテー胡麻ソース、きゅうりとわかめ
の酢の物、かきたま汁

定　　員　30名
費　　用　700円程度（参加人数により変動あり）
持 ち 物　エプロン、三角巾、ハンドタオル
申込み期限　11月22日（水）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

いくみ会料理講習会のお知らせ
　いくみ会では、「美味しく・楽しく・きちんと食べ
よう」をテーマに活動しています。今回はお正月に
向けて「おもてなし料理」の講習会を開催します。

日　　時　12月６日（水）９：30～13：00
場　　所　健康福祉センター　栄養指導室
内　　容　調理実習と試食
費　　用　400円程度
持 ち 物　エプロン、三角巾、ハンドタオル
申込み期限　11月30日（木）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❻

「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》
12月4日（月）から10日（日）は人権週間です

12月４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）

月　　日
受付時間
場　　所

12月７日（木）
９：30～10：30
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
受付時間
場　　所

12月５日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

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
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

12月８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）
・健康相談、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12月１日（金）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
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

費 　 用
持 ち 物

申込み方法

12月２日（土）
10：00～ 12：00（受付9：45～）
健康福祉センター　多目的室１
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］
・母乳育児について［講話］
・お産の進み方［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル
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。
※託児を希望する方は、11月24日
（金）までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。


