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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。

収集日 種　別 地　区
7月17日
（火） もえるごみ 山北第1、共和、

清水、三保
7月18日
（水） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
※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）

村雨踏切通行止めのお知らせ
　JR御殿場線の踏切工事のため、次のとおり全面
車両通行止めとなりますので迂回路をご利用くだ
さい。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力
をお願いします。

通行止め箇所　JR御殿場線村雨踏切
通行止め期間　①7月 4 日（水）22：00
　　　　　　～7月 5 日（木） 6：00
　　　　　②7月 5 日（木）22：00
　　　　　　～7月 6 日（金） 6：00
　　　　　③8月21日（火） 22：00
　　　　　　～8月22日（水） 6：00
※歩行者のみ通行可。
施工業者　双葉鉄道工業㈱御殿場支店
　　　　　（☎0550－83－9458）

問 合 せ　東海旅客鉄道㈱　御殿場保線支区
　　　　（☎0550－82－3162）

山北町長選挙のお知らせ
　7月8日（日）は、山北町長選挙の投票日です。
各投票区の投票所などについてお知らせします。

投票日時　7月8日（日）7：00～20：00
投票場所

投　票　区 投　票　所
山北第1投票区 旧山北体育館横投票所
山北第2投票区 山北町役場
山北第3投票区 高齢者いきいきセンター
山北第4投票区 湯坂公民館
山北第5投票区 山北中学校（柔剣道場）
山北第6投票区 下本村コミュニティセンター
平 山 投 票 区 平山集会所
共 和 投 票 区 共和のもりセンター（多目的室1）
清水第1投票区 清水ふれあいセンター
清水第2投票区 谷ケ公民館
清水第3投票区 ㈲田中モータース展示室
三保第1投票区 三保支所（和室）
三保第2投票区 畑集会所
三保第3投票区 玄倉公民館

【期日前投票について】
　投票日に都合があって投票に行くことができな
い方は、期日前投票ができます。
投票期間　7月4日（水）～7日（土）まで
投票時間　8：30～20：00
投 票 所　山北町役場1階　町民ホール
※4～6日の18時以降及び7日の終日は、役場正面玄関

から入場できませんので、裏口へお回りください。

問 合 せ　山北町選挙管理委員会（総務防災課内）
　　　　　（☎75－3643）

道の駅「山北」21周年大感謝祭
　道の駅「山北」では、日頃のご愛顧に感謝し、
大感謝祭を開催します。ご家族皆さんでご来店く
ださい。

日　時　7月21日（土）・22日（日）9：00～17：00
場　所　道の駅「山北」
内　容　かき氷、焼きとうもろこし、野菜、果物、ヨーヨー、

ポップコーン、金魚すくい、鮎の塩焼き　ほか
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）
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町職員を募集します！！
　町では、平成30年10月1日及び平成31年4月1日採用の職員を募集します。

採用予定日 職　種 採用人数 応　募　資　格

①
平成30年10月1日 

又は
平成31年4月1日

保　健　師 若干名
昭和53年4月2日以降出生の方で、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

② 平成31年4月1日

事　務　職

若干名

平成4年4月2日以降出生で高等学校卒業以上の方
（平成31年3月卒業見込みの方を含む）

事　務　職
（障がい者）

昭和43年4月2日以降出生の高等学校卒業以上
の方で、身体障害者手帳などの交付を受けてお
り、自力により通勤及び事務作業が可能なこ
と。また、活字印刷文による出題に対応できる
方（平成31年3月卒業見込みの方を含む）

土木技術職 昭和43年4月2日以降出生で高等学校卒業以上の
方（平成31年3月卒業見込みの方を含む）

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）、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（保健師のみ）、身体障害者
手帳などの写し（障がい者のみ）

※専門学校を卒業又は卒業見込みの方は、高等学校の成績証明書・卒業証明書も同時に提出
※申込書は、7月2日（月）から総務防災課で配付します。（町の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　①7月23日（月）～27日（金）8：30～17：15
　　　　　②8月27日（月）～31日（金）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　①第１次試験： 8 月 9 日（木） 13：30～16：30予定
　　　　　　第２次試験： 8 月31日（金） 13：30～　予定 
　　　　　②第１次試験： 9 月20日（木） 13：00～16：00予定（土木技術職は17：00まで）
　　　　　　第２次試験：10月 4 日（木） 13：00～　予定
　　　　　　第３次試験：10月22日（月） 13：00～　予定
試験会場　①山北町役場4階　403会議室（第１次試験）
　　　　　②生涯学習センター　多目的ホール（第１次試験）
試験内容　第1次試験：一般的な知識についての筆記試験、適正検査など（土木技術職は専門試験有り）
　　　　　第2次・3次試験：各試験の合格者について、面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

❷

プールの一般開放について
開放施設　町営プール※１、学校プール（川村小・

三保小）
※1　自転車でお越しの際は、やまきたこども園 
　　　の臨時駐輪場をご利用ください。
※今年度は旧清水小プールの開放は実施しませ

ん。
開放期間　7月21日（土）～8月20日（月）

施設 平日・土曜日 日曜日 休み

町営プール 13：00～
16：00

10：00～12：00
13：00～16：00 水曜日

学校プール 13：00～16：00 火曜日
使 用 料　無料
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

町営プールを団体に開放します
開放期間　7月23日（月）～8月20日（月）
　　　　　10：00～11：30　※水・土・日曜日は除く。
使 用 料　無料
申込み方法　7月2日（月）から、生涯学習課へ直接

又は電話にてお申込みください
※事故防止のため、責任者が必ず付き添ってくだ

さい。

問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）



町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　田屋敷住宅（4階建）402号室
間 取 り　3LDK　（共同エレベーター完備）
主な入居資格　・町内に在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・住宅に困窮していること
これらの条件をすべて備え、次の①又は②を満たす方　
①一般世帯の場合

夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とした
家庭で、平成29年の月所得額が158,000円以下で
あること

②高齢者世帯や障がい者世帯の場合
入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・
知的障がいのある方で、平成29年の月所得額が
214,000円以下であること

※月所得額とは年間所得金額から公営住宅法に定　
められている額を控除し、12か月で割った額です。

※犬、猫及びその他の動物は飼えません。
※入居資格の詳細は、町ホームページにも掲載してい

ます。不明な点はお問合せください。

受付期間　7月9日（月）～20日（金）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入し、定住対策

課に提出してください
※入居申込書は、定住対策課で配付します。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消し

となります。
※希望者多数の場合は選考の後、抽選を行い決定し

ます。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）　　

平成30年度保険税（料）の
本算定決定通知書を郵送します
　本年度の国民健康保険税、介護保険料及び後期
高齢者医療制度保険料の決定通知書を、7月上旬
に郵送します。

○国民健康保険税
平成29年中の所得や平成30年度の固定資産税
などによって計算されます。

○介護保険料
平成29年中の所得や平成30年度の住民税の課税
状況により1段階から12段階で計算されます。

○後期高齢者医療制度保険料
平成29年中の所得により計算されます。

※詳細は、決定通知書でご確認ください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

小児慢性特定疾病講演会
日　時　8月1日（水） 13：30～16：00
場　所　小田原保健福祉事務所
　　　　（小田原市荻窪350－1）
テーマ　心臓病の子どもの成長を支える～子ども　
　　　　の発達に合わせた対応について～
対　象　心臓病のお子さんと保護者、関係機関など
※保育あり（要相談）。
定　員　30名
申込み　7月20日(金)までに電話又はFAXでお申
方　法　込みください
問合せ　小田原保健福祉事務所　保健福祉課
申込み　（☎32－8000〈代表〉　内線3236・3239）
　　　　（FAX32－8138）

いくみ会地区伝達講習会のお知らせ
日　時　7月26日（木）　9：30～13：00
場　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　容　生活習慣病予防のための調理実習
費　用　400円程度
持ち物　エプロン、三角巾、ハンドタオル
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

かなテクカレッジ（県立職業技術校）
2018年10月生募集

実 施 校
・かなテクカレッジ東部（東部総合職業技術校）
（☎045－504－2810）
・かなテクカレッジ西部（西部総合職業技術校）
（☎0463－80－3002）
募集コース　工業技術分野、建築技術分野、
　　　　　社会サービス分野
対　　象　職業に必要な知識、技術・技能を習得

し、職業に就こうという意志がある方
募集期間　7月12日（木）～8月9日（木）
申 込 み　ハローワークで事前手続き後、各校へ
方　　法　郵送又は持参
選 考 日　8月26日（日）
※入校申込書は、各校・ハローワークで7月上旬 
　から配付します。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
問 合 せ　神奈川県産業人材課
　　　　　（☎045－210－5715）
　　　　　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/ 
　　　　　　docs/xa4/kanatech/index.html）

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　7月11日（水）11：00～
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）

❸



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　7月13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・
　　　　　栄養相談、助産師による乳房ケアなど
内　　容　※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。

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

申 込 み　7月2日（月）以降に保険健康課健康づく 
　　　　　り班へお申込みください

1歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。
月　　日　7月17日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　平成29年5～7月生まれの幼児
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

7月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
　　　　　生後10～11か月の乳児対　　象　※満1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

❹

今月の納期限

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

実施日 時　間 場　所
7月11日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

健康福祉センター
1階　内科診察室

対　　象　町内にお住まいの方　　　　　　　　　　　　　　　
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

女性の健康相談
日　時　7月12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
　　　　4階　診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が妊娠・出産・

更年期などの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）

≪人権行政相談≫
7月20日（金）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）

神奈川県

● 2 日　 ● 31 日
町県民税（第 1 期分） 固定資産税（第 2 期分）
幼稚園・保育園・認定こども園保育料（6 月分） 幼稚園・保育園・認定こども園保育料（7 月分）
放課後児童クラブ負担金（6 月分） 放課後児童クラブ負担金（7 月分）
下水道受益者負担金（一括納付又は第 1 期分） 国民健康保険税（第 2 期分）
町設置型浄化槽分担金（一括納付又は第 1 期分） 介護保険料（第 1 期分）
町営住宅使用料（6 月分） 後期高齢者医療制度保険料（第1期分） 
● 11 日  し尿処理手数料（第1期分）
上下水道使用料（B 地区第 2 期分）   町設置型浄化槽使用料（5・6 月分）
 町営住宅使用料（7 月分）


