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防災行政無線を用いた
国民保護サイレン再生訓練を実施します
　緊張が続く北朝鮮情勢をふまえ、Ｊアラートの
警報が発令される事態を想定し、国民保護サイレ
ン音を防災行政無線から放送し、実際に町民の皆
さんに聞いていただくことを目的とした訓練を神
奈川県下一斉に実施します。
実 施 日　１月31日（水）11：00
放送内容　防災行政無線チャイム

「これは訓練です。これは訓練です。
　これから国民保護サイレン音を放送
　します」×２回
国民保護サイレン音吹鳴（14秒）
「ただいまのサイレン音は、訓練です。」
　×２回
「これで訓練を終了します。」
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）
　　　　　神奈川県コールセンター（☎045－210－3645）

麻しん風しん混合ワクチン予防接種について
　町では、麻しん風しん（MR）混合ワクチンの
予防接種について、接種費用を助成します。
　麻しん（はしか）と風しんの予防接種は、１歳
と小学校就学前の２回受けることになっています。
　まだ接種を受けていないお子さんは、できるだ
け早い時期に医療機関で接種しましょう。

対　　象　町内に住民登録があり、次の①又は②
　　　　　に該当する方
　　　　　①１～２歳未満の方
　　　　　②小学校就学前（平成23年４月２日～
　　　　　　平成24年４月１日生まれ）の方
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
接種回数　①、②それぞれ１回
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）

※接種される際には母子手帳を持参し、保護者同
　伴で受けてください。

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

町ホームページに広告を掲載しませんか
　町のホームページには、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。掲載を希望
される方は、企画政策課にお申込みください。

悪天候時のごみの収集について
　積雪などの場合でも、基本的にもえるごみ・も
えないごみ・資源ごみの収集は、予定どおり実施
します。
　事前に業者がコンテナ・収集ネットを配付でき
ない場合は、レジ袋などで代用して出してください。
　なお、予定どおり収集できない場合は、町の防
災行政無線・あんしんメールでお知らせします。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

平成30年度町立小学校入学説明会
　町内小学校では、平成30年度に町立小学校入学予
定者の保護者を対象とした入学説明会を開催します。
該当される保護者の方は、ご出席ください。

※室内履きをご用意ください。
※詳細については、学校へお問合せください。
問合せ　川村小学校（☎75－1142）
　　　　三保小学校（☎78－3028）

場　所
川村小学校
２階会議室
三保小学校
２階視聴覚室

対象校

川村小学校

三保小学校

２月１日（木）
10：30～

２月１日（木）
14：15～

日　時

問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

掲載料
5,000円
/１か月

種　類
ホームページ
（バナー広告）

縦50ピクセル×横150ピクセル
１～12か月（１か月単位）

規格及び掲載期間

平成29年台風18号
災害義援金募金のお礼

　平成29年台風18号災害の被災者に対し、町民の
皆さんからいただいた災害義援金が、9,045円に達
しました。皆さんの温かい心遣いに深く感謝します。
　なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金させていただきました。
問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）



小田原税務署からのお知らせ
　小田原税務署では、所得税及び復興特別所得
税・贈与税・個人消費税の確定申告書の作成会場
を開設します。

会　　場　２月16日（金）～３月15日（木）
開設期間　（土・日曜日を除く）
※２月18日（日）及び25日（日）は開場します。
※上記期間以外は、申告書作成相談会場はありま
　せんのでご了承ください。
時　　間　受付　８：30～（提出は17：00まで）
　　　　　相談　９：00～17：00
※混雑の状況により、受付終了時刻が早まる場合
　がありますので、なるべく16：00までにお越し
　ください。
場　　所　小田原税務署
申告期限　・所得税及び復興特別所得税・贈与税
・納期限　　３月15日（木）まで
　　　　　・個人事業者の消費税及び地方消費税
　　　　　　４月２日（月）まで
問 合 せ　小田原税務署（☎35－4511）

女性の健康相談
日　時　２月22日（木）９：30～11：30
　　　　（１人あたり30分程度）
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　２階　診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が妊娠・出産・

更年期など女性特有の心と身体の症状や
悩みに関する相談をお受けします

※予約制ですので、電話にてお申込みください。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　保健福祉課（☎83－5111　内線465）

所得税・事業税・住民税の申告相談
　申告書には、マイナンバーの記載と、マイ
ナンバーカードもしくは通知カードなど（番
号確認書類）と本人確認書類（免許証など）
の提示が必要になりました。

日　時　２月６日（火）
　　　　受付９：30～11：00、13：00～15：00
場　所　生涯学習センター２階　会議室
対　象　小規模納税者の所得税及び復興特別所得
　　　　税・消費税、年金受給者及び給与所得者
　　　　の所得税及び復興特別所得税の申告
持ち物　マイナンバーカードもしくは通知カード

など（番号確認書類）と本人確認書類（免
許証など）、筆記用具、印鑑、申告書（送
付されている方）、源泉徴収票、医療費
の明細書※1、社会保険料の証明書、生命
保険料控除証明書、地震保険料証明書、
損害保険料証明書、収入金額や必要経費
のわかるもの、前年の申告書の控えなど

※１　平成29年分以降、医療費控除をされる場合、
領収書の代わりに明細書の添付が必要とな
りました。

※譲渡取得（土地、建物及び株式など）のある方、
所得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を
初めて受けられる方は、ご遠慮ください。

※混雑状況により、受付終了時刻が早まる場合が
ありますので、ご了承ください。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

青色申告会による確定申告指導会
　青色申告会では、所得税の確定申告指導会場を
開設し、経験豊富なスタッフが決算書・申告書作
成の指導をします。また、税理士による無料相談
コーナーもあります。
期　間　２月１日（木）～３月15日（木）
※日曜日、祝日は開場します。（土曜日は休業日）
時　間　９：00～15：00　（最終日は14：00まで）
場　所　青色会館３階　大ホール
　　　　（小田原市本町２－３－24）
※確定申告書をお預かりしての税務署提出、
　 e-Taxでの申告については会員限定です。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

❷

対　象　小規模納税者の所得税及び復興特別所得
　　　　税・消費税、年金受給者及び給与所得者
　　　　の所得税及び復興特別所得税の申告
持ち物　マイナンバーカードもしくは通知カード

など（番号確認書類）と本人確認書類（免
許証など）、筆記用具、印鑑、申告書（送
付されている方）、源泉徴収票、医療費
の明細書※1、社会保険料の証明書、生命
保険料控除証明書、地震保険料証明書、
損害保険料証明書、収入金額や必要経費
のわかるもの、前年の申告書の控えなど

※１　平成29年分以降、医療費控除をされる場合、
領収書の代わりに明細書の添付が必要とな
りました。

※譲渡所得（土地、建物及び株式など）のある方、
所得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を
初めて受けられる方、相談内容が複雑な方及び
税理士に依頼されている方は、ご遠慮ください。
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

税理士による無料申告相談のお知らせ
場　所

小田原市川東タウンセンター
マロニエ3階マロニエホール
南足柄市役所5階
大会議室

月　日
2月 7日（水）
2月 8日（木）
2月 9日（金）
2月13日（火）

受付時間

9：30～11：00
13：00～15：00



山北サッカークラブ体験教室
日　時　２月４日（日）９：30～11：30
場　所　川村小学校（グラウンド）
対　象　町内在住の年長～小学校５年生までの男
　　　　の子・女の子
内　容　ボール遊び、ミニゲームなど
※運動のできる服装、飲み物をお持ちください。
費　用　無料
※申込みは不要ですので、直接グラウンドにお越
　しください。
問合せ　山北サッカークラブ事務局　諸星　
　　　　（☎75－2773　携帯080－5020－2773）

❸

文化講演会のご案内
日　時　２月10日（土）13：30～15：30
場　所　生涯学習センター３階　視聴覚ホール
題　目　山岳信仰と修験道
※お峯入りにも関係がある山岳修験についてご講演いただきます。
講　師　鈴木　正崇　氏（慶應義塾大学名誉教授、
　　　　日本山岳修験学会長）
主　催　山北町地方史研究会
共　催　河村城址保存会
※入場無料・申込み不要。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

すず き まさたか

乳がん・子宮がん検診無料クーポン券について
　町では、婦人がん検診の受診率向上のため、平成29年６月に次の方へ無料クーポン券をお送りしまし
た。有効期限は平成30年３月31日（土）です。受診方法は集団検診と施設検診の2通りがありますので、
まだ受診されていない方はぜひご利用ください。
無料クーポン　乳がん検診無料クーポン券：昭和51年４月２日～昭和52年４月１日生まれの方
対 象 者　子宮がん検診無料クーポン券：平成８年４月２日～平成9年４月１日生まれの方
【集団検診】※健康福祉センター窓口へ直接又は電話にて事前にお申込みください。

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を助成しています。
対　　象　町内に住民登録があり、平成29年度に次の①～④いずれかに該当する方

※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級に相当する方も対象となります。
接種期限　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　　　　　　　　　　　
接種回数　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。
申込み方法　健康福祉センター窓口へ直接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）

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級に相当する方

【施設検診】
指定医療機関で受診できます。希望される方は、クーポン券に同封されている説明文をご覧ください。
※妊娠中の方は受診できません。
※紛失された方は、再発行できますのでご連絡ください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

月　日 時　間 場　所 検診内容
1月27日（土）

2月21日（水）

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）
【子宮がん】
　問診・子宮頚部検査



介護相談員を募集します
　町では、介護保険施設を定期的に訪問し、利用
者が普段言い出せない日頃感じている不平や不満
などをお聞きし、施設側に伝える橋渡しの役目を
担う介護相談員を募集します。

募集人数　２人 
応募資格　資格は特に必要ありません（業務の内容
　　　　　上、明るく傾聴が得意な方）
勤務時間　平日８：30～17：15までの間で都合の
　　　　　良い時間（4時間程度/回、2回程度/月）
報　　酬　１回4,000円
交 通 費　町規定に基づき別途支給
応募方法　市販の履歴書に記入して持参
選考方法　書類選考及び面接
応募期限　２月16日（金）
※毎年夏頃に横浜で開催される研修受講後、業務
に従事します。研修は3日間程度です（研修中
の報酬及び交通費を支給します）。

問合せ・応募先　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

ぐみの木近隣公園駐車場の利用について
　ぐみの木近隣公園をご利用いただくにあたり、
車でお越しの際は酒匂川下流側にある駐車場をご
利用ください。
　道路上に駐車するとほかの利用者の迷惑になり
ますので、皆さんが気持ち良く公園を利用するた
めにご協力をお願いします。

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　1月27日（土）8：20～12：15
場　所　川村小学校
内　容　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
※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。
※インフルエンザなどが流行した場合、中止する
　ことがあります。

問合せ　川村小学校　教頭（☎75－1142）

三保小学校「学習発表会（学校公開）」のお知らせ
日　時　１月27日（土）
　　　　①10：30～11：15　②11：20～12：10
場　所　三保小学校　
内　容　①授業参観
　　　　②学習発表会
※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。
問合せ　三保小学校　教頭（☎78－3028）

❹

講演会「写真が語る、いのちのバトンリレー
～地域で考えるあたたかな看取り～」のご案内
　写真家、フォトジャーナリストの國森康弘氏を
迎え、東日本大震災、あたたかで幸せな看取り、
在宅医療、地域包括ケアの写真を通じて、「いのち
をみんなでつないでいくこと」を考える講演です。

日　時　２月14日（水）14：00～16：30（開場13：30）
場　所　神奈川県小田原合同庁舎３階3EF会議室
　　　　（小田原市荻窪350－1）
定　員　100名
参加費　無料
申込み方法　電話又はFAXでお申込みください（FAX

の場合は、「講演会　写真が語るいのち
のバトンリレー申込み」、氏名、勤務先、
電話番号、FAX番号をご記入ください）

申込み期限　２月９日（金）
問合せ　小田原保健福祉事務所保健福祉課
申込み　（☎32－8000内線3234　FAX32－8138）

くにもりやすひろ

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
平成29年度食品衛生責任者講習会のお知らせ
　平成29年４月１日以降、食品衛生講習会を受講
されていない食品衛生責任者（飲食店営業、食肉
販売業、魚介類販売業、乳類販売業及び菓子・惣
菜などの製造業）の方を対象に、講習会を開催し
ます。都合の良い日を選び受講してください。

持ち物　食品衛生責任者手帳、筆記用具
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　生活衛生課（☎83－5111 内線421・422）

月　日 時　間 場　所
2月6日
（火）

2月8日
（木）

14：30～16：00
（受付14：00）

14：30～16：00
（受付14：00）

大井町生涯学習セ
ンター  ホール

南足柄市文化会館
小ホール

駐車場

神奈川柑橘果工㈱

ぐみの木近隣公園

トオカツフーズ㈱

東山北駅

大口
酒匂川



第12回 ジュニアスキースクール開催
日　程　２月24日（土）※予備日３月３日（土）。
　　　　役場西側駐車場集合　7：30（出発8：00）
　　　　役場西側駐車場帰着予定　18：00
※雨天の場合は、予備日に順延します。
場　所　カムイ御坂スキー場
対　象　小学校３年生～中学校３年生
定　員　30名（先着順）
費　用　9,500円（バス代、傷害保険料、昼食代、
　　　　スキーレンタル料、入場料、リフト料含む）
※スキー用具をお持ちの方は、スキーレンタル料
　金分安くなります。
申込み期限　２月３日（土）
問合せ　山北町体育協会スキー部
申込み　武　芳和（武書店）（☎75－0020）
　　　　大谷　隆（大谷スポーツ店）（☎75－0138）

親子で遊ぼう!
～楽しくふれあう親子の時間～
　１歳半から３歳頃の子どもは、心と身体が大き
く成長する時期です。今回は、楽しい親子遊びを
体験し、子どもの成長と遊びの大切さを考えます。
パパの参加も大歓迎！！

日　時　２月25日（日）10：00～11：30（受付9：45～）
場　所　健康福祉センター２階　多目的室２
対　象　町内在住の１歳半（歩行ができる）～就
　　　　園前の幼児とその保護者
内　容　①親子でふれあい遊び（保育士との遊び）
　　　　②子どもを育てるコミュニケーション（臨
　　　　　床心理士との話し）
講　師　保育士、臨床心理士、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　２月20日（火）
申込み方法　健康福祉センター窓口へ直接又は電話に
　　　　てお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会

　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、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、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　２月３日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　大和市渋谷学習センター（大和市福田2021－2）
※専用駐車場がありませんので公共交通機関をご
　利用ください。
内　容　・不登校を経験した子どもや保護者による座談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介　
　　　　・個別相談会　など
※参加費無料・事前申込みは不要です。
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　松尾・小清水
　　　　（☎045－210－8292　FAX045－210－8937）

入札結果12月中

❺

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　町長車購入 有限会社イケダオート 5,140,800円 5,022,000円財 務 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）

たけ　　よしかず

おおたに たかし

食についての講演会を開催します
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催の山北町
管理栄養士による講演会を開催します。食から健
康になるための方法を一緒に学びませんか。
日　時　２月14日（水）10：00～11：30（受付9：30～）
場　所　健康福祉センター２階　会議室
内　容　「食から健康に　美味しさそのまま減塩の提案」
講　師　山北町管理栄養士　草間　恵美　氏
定　員　30名（先着順）
費　用　無料
申込み期限　１月25日（木）まで
申込み方法　健康福祉センター窓口へ直接又は電話にて
　　　　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）

くさ ま え　み

足柄上医師会 第35回「わかりやすい医学講話」のご案内
日　時　２月３日（土）14：00～（開場13：30）
場　所　南足柄市文化会館 小ホール（南足柄市関本415-1）
講　話　日本人の健康を守っている魚油（ＥＰＡ/ＤＨＡ）
　　　　～海からの贈り物は生活習慣病を予防します～
講　師　東邦大学医療センター佐倉病院　
　　　　糖尿病内分泌代謝センター教授　龍野　一郎　氏
問合せ　足柄上医師会事務局（☎83－1800）

いちろうたつ の



第14回かながわリハビリテーション・ケアフォーラム
災害とリハビリテーション

～安定した生活に戻るために、被災地から学ぶ～
日　時　２月３日（土）13：00～16：30
場　所　横浜情報文化センター６階　情文ホール
　　　　（横浜市中区日本大通11）
講　演　被災地から学ぶ

①東日本大震災から学ぶ保健師活動のあり方
②熊本地震でのリハビリテーション専門職
　の実践と提言

※講演後、災害後の地域生活支援についてのシン
　ポジウムがあります。
問合せ　神奈川県リハビリテーション支援センター
　　　　（☎046－249－2602）

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　１月23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）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所

２月１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。予約不要。

月　　日
受付時間
場　　所

２月６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。予約不要。

～足柄上病院 第30回 医学講座～
未病改善！「病気にならない

体づくり。～食事と運動～」
日　時　１月27日（土）
　　　　14：00～16：00（受付開始13：30）
場　所　南足柄市女性センター（南足柄市関本591
　　　　－1　大雄山駅前ヴェルミ3　３階）
講　演　
1. 元気で長生き！食生活!！～何を食べよう？健康づくり～
 足柄上病院管理栄養士　杉野　万紀　氏
2. 寝たきりにならないために 
 足柄上病院作業療法士　安孫子　富美代　氏
3. 膝痛・腰痛予防と対策～一人でもできる健康体操～
 足柄上病院理学療法士　山口　智行　氏
※講演の中で体操をしますので、動きやすい服装
　でお越しください。
申込み　足柄上病院経営企画課へ電話又はFAXで
方　法　お申込みください（FAXの場合は、氏名・お住
　　　　まいの市町村・電話番号をご記入ください。）
申込み期間　１月26日（金）まで
問合せ　足柄上病院経営企画課医学講座担当
申込み　（☎83－0351　FAX82－5377）

ま　きすぎ の

ふ　み　よあ　び　こ

ともゆきやまぐち

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

２月９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（予約制）
※乳房ケアは原則先着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２
月１日（木）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

２月３日（土）
10：00～12：00（受付９：45～）
健康福祉センター１階　多目的室１
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・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］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル
予約制です。２月１日（木）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、１
月26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。


