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第3回山北町長杯 
パークゴルフ大会のご案内

日　　時　9月28日（金）9：00～12：00
場　　所　山北町パークゴルフ場
定　　員　100名（町外からの参加も可）
参 加 料　1人1,000円（保険料など）
※表彰は優勝から5位、参加賞や飛び賞もあります。
プレー方法　2ラウンド36ホール個人戦（男女別）
申込み期間　8月3日（金）～9月7日（金）
申込み方法　生涯学習課窓口又はパークゴルフ場

（水曜日は閉場日）で配付している申
込書に必要事項を記入のうえ、参加料
を添えてお申込みください

主　　催　山北町、山北町パークゴルフ協会
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）
　　　　　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）

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　8月5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　第1部　ガラガラ抽選会、お菓子つめ放題
　　　　　第2部　スロートレーニング（講師　あすぽ）
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

75歳以上の方の健康診査
　町では、後期高齢者医療制度により、生活習慣病
（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病など）の治療
をしていない方を対象に健康診査を行っています。定
期的に生活習慣病の検査を受けていない方で、健康診
査の受診を希望される方はお申込みください。

対　　象　・健康診査の受診日に75歳以上である方
　　　　　・65～74歳の後期高齢者医療制度加入者
検査内容　血圧測定、尿検査、心電図検査、血液 
　　　　　検査（貧血、肝機能、脂質、血糖）など
費　　用　無料
受診期限　平成31年3月31日（日）まで
※申込み後に、町から送付する健康診査票を持っ 
　て、町と契約をしている足柄上郡又は南足柄市 
　の医療機関で受診してください。
※受診できる医療機関が不明な場合は、保険健康 
　課にお問合せください。
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

平成30年7月豪雨災害義援金について
　町では、平成30年7月豪雨災害で被災された方
を支援するための義援金を募集しています。皆さ
んのあたたかいご協力をお願いします。

募 金 箱　役場1階エントランスホール、清水・
設置場所　三保支所、健康福祉センター、生涯学 
　　　　　習センター
実施期限　12月21日（金）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成29年度敬老のつどいの祝金品として配付し
た山北町商品券の有効期限は、8月31日（金）ま
でです。
　例年、商品券の有効期限が切れて使えなくなっ
てしまう事例が発生していますので、有効期限に
ご注意ください。
　なお、山北町商品券が使用できる商店・事業所
は、祝金品と同封の一覧表をご覧ください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

町民文化祭　一般参加者を募集します
開催月日　展示：11月 2 日（金）～ 4 日（日）
　　　　　芸能：11月11日（日）
場　　所　生涯学習センター
対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　展示：絵画・書・手工芸などの作品展示
　　　　　芸能：町内で活動する個人又は団体で、
　　　　　　　　15分以内の発表
申 込 み　展示：10月27日（土）のみ
期　　間　芸能： 8 月 8 日（水）～23日（木）
問 合 せ　町民文化祭実行委員会事務局
申 込 み　（生涯学習センター内）（☎75－3131）
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町職員を募集します！！
採用予定日 職　種 採用人数 応　募　資　格

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）

保育教諭・ 
幼稚園教諭・ 

保育士

昭和43年4月2日以降出生で幼稚園教諭及び保育士の両
方の資格をお持ちの方、または採用期日までに取得見
込みの方（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（幼保職のみ）、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してください。
※申込書は、総務防災課で配付しています。（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　8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　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　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、適性検査など（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）
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原爆パネル展
～広島、長崎の悲劇を2度と繰り返すことのないように～
　核兵器のない平和な世界の実現を！
　脱原発をめざし、再生可能なエネルギーを！
　みんなで考えよう平和のことを！

日　時　8月16日（木）～18日（土）
　　　　9：00～17：00（18日は15：00まで）
場　所　生涯学習センター1階　ロビー
問合せ　原水爆禁止西さがみ地区協議会
　　　　庄野（☎75－2911）

中学校環境整備作業の協力者を募集します！
　山北中学校では、地域との連携を深めることに力を
入れています。2学期に向けて環境整備作業にご協力い
ただける方を募集しています。なお、草かき、鎌

かま
、草刈

り機や軽トラックなどをお持ちの方はご持参ください。

日　時　8月18日（土）9：15～12：00
※予備日8月19日（日）。
問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

保育教諭・保育士（臨時職員）
を募集します（急募）

　町では、保育教諭・保育士として従事していた
だける臨時職員を募集します。

勤務場所　やまきたこども園、向原保育園
勤 務 日　応相談
勤務時間　 7:30～18:30
※上記時間内で、7時間45分以内（うち休憩45分） 
　の勤務となります。
賃　　金　時給1,030円
※通勤距離が2㎞以上の場合、町基準により通勤 
　手当を支給します。
採用人数　若干名
応募方法　総務防災課窓口で配付している町指定 
　　　　　の履歴書を、総務防災課窓口へ提出し 
　　　　　てください。認印を持参し、その場で 
　　　　　記入し提出できます（中学校卒業から 
　　　　　の学歴・職歴などの記入箇所があります）
応募期間　随時
※町指定の履歴書は町ホームページからもダウン 
　ロードできます。
問 合 せ　やまきたこども園（☎75－1530）



「法定相続情報証明制度」をご存知ですか？
　土地や建物の所有者が死亡した場合「相続による所有権移転」の登記が必要になります。
　昨年スタートした「法定相続情報証明制度」は、相続手続を取り扱う各種窓口に、戸籍謄本等の束を
何度も出し直す必要がなくなる便利な制度です。
　また、この制度により交付された「法定相続情報一覧図」の写しは「相続税の申告」にも利用できる
ことになり、とても便利になりました。
　具体的な手続き、必要書類など、詳しくは法務局へお問合せください。

問合せ　中郡二宮町二宮1240番地1　横浜地方法務局西湘二宮支局（☎0463－70－1102）

平成30年度やまぶき学級の参加者を募集します
　この事業は、生涯学習として「健康で明るく生きがいをもって社会を生きる。」ことを目的に開催し
ます。どなたでも参加できますので、ぜひお申込みください。
№ 日時・場所 学習課題 学習形態 講　　　師

１ 10月 5 日（金）13：30～15：00
生涯学習センター視聴覚ホール

開講式
「知っておきたい11の人権の話」

＜開講式＞
講　演

社会教育指導員
加
か と う

藤　陽
よういちろう

一郎　氏

２ 10月12日（金）13：30～15：00
生涯学習センター視聴覚ホール

高齢者の交通安全
詐欺や悪徳商法 講　話

松田警察署　
交通課・生活安全課
職員

３ 10月19日（金）13：30～15：00
生涯学習センター多目的ホール

心の健康対策事業
「しなやかな心と体づくり

　のための健康体操」
実　技

神奈川健康財団
健康運動指導士
高
たかがき

垣　茂
し げ こ

子　氏

４ 10月26日（金）13：30～15：00
生涯学習センター視聴覚ホール

あなたは人生の最後どこで迎
えますか?

介護保険ってなぁに？
講　話
寸　劇

足柄上地区在宅医療・
介護連携支援センター　職員
山北町地域包括支援センター　職員

５ 11月 1 日（木） 8 ：30～16：30
バスを利用しての施設見学（静岡方面）

静岡県立富士山世界遺産センター
富士市立博物館 施設見学

静岡県立富士山世界
遺産センター　職員
富士市立博物館　職員

６ 11月 9 日（金）13：30～15：30
生涯学習センター視聴覚ホール

芸術鑑賞
閉講式

鑑　賞
＜閉講式＞ 未定

参加費　1名2,500円（資料代・施設見学費）
※参加申込みは、9月14日（金）までに参加費を添えて社会福祉協議会までお申込みください。
問合せ　山北町社会福祉協議会（☎75－1294）

平成30年度神奈川県警察官採用試験（第2回試験）のお知らせ
試験区分 資    格 申込み期限 第1次試験期日・場所

警察官A
（男性・女性）

学校教育法に基づく大学（短期大学を
除く。）を卒業又は平成31年3月まで
に卒業見込みの人（警察本部長が同等
の資格があると認める人を含む。）
で、かつ、昭和58年4月2日以降に生
まれた人

8月14日（火）

インターネット：
当日17：00受信有効

郵送：
当日消印有効

9月16日（日）
青山学院大学相模原
キャンパス

警察官B
（男性・女性）

警察官Aに掲げる人以外の人で、か
つ、昭和58年4月2日から平成13年4月
1日までに生まれた人

平成30年度からの受験資格変更点
　・受験資格年齢の上限が30歳から35歳に引き上げられました
　・サイバー関連資格として情報処理技術者試験（国家試験）の合格者に対して1次試験で加点します
※松田警察署管内の交番・駐在所にも申込み書類が置いてあります。
問合せ　松田警察署警務課警務係（☎82－0110）

❸



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　8月9日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階404会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

人権行政相談
月　　日　8月20日（月）
受付時間　13：00～15：00
場　　所　役場3階　301会議室
　　　　　プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・
相談内容　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）

ひざ・腰  楽ちん！水中運動継続教室
月　日　 9月11日（火）、25日（火）
　　　　10月  9日（火）、23日（火）
　　　　11月  6日（火）、20日（火）
　　　　12月  4日（火）、18日（火）
　　　　平成31年1月8日（火）、22日（火）
　　　　平成31年2月5日（火）、19日（火）
時　間　10：40～11：40（初回は10：00～）
場　所　健康福祉センター 3階　運動浴室
対　象　町内在住で水中運動の経験が少ない成人の方
講　師　健康運動指導士
費　用　1回800円（参加費、運動浴室・さくら 
　　　　の湯利用料）
※お申込みの方には詳細を別途ご連絡します。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

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。
月　　日　8月17日（金）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　平成28年6～8月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、問診票、お子さんの歯 
　　　　　ブラシ

1歳6か月児健康診査
月　　日　8月21日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　平成28年12月～平成29年2月生まれの幼児
持 ち 物　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

8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　※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）

おやこで食育クッキング
　夏休みの思い出にお子さんとお料理しません
か？

日　　時　8月18日（土）
　　　　　10：00～13：00（受付9：45～）
場　　所　健康福祉センター2階　栄養指導室
対　　象　年長組～小学3年生までとその保護者
※対象年齢外のお子さんの参加はご相談ください。
※アレルギーをお持ちの方は申込み時にお聞かせ 
　ください。
内　　容　調理実習と試食
メニュー　手作りソーセージのホットドッグ、夏 
　　　　　 野菜のトマトスープ
定　　員　12組（定員になり次第、締切り）
費　　用　1人300円
持 ち 物　エプロン、三角巾、ハンドタオル、上 
　　　　　履き（お子さんのみ）
申 込 み　8月13 日（月）期　　限　
申 込 み　健康福祉センター窓口へ直接又はお電
方　　法　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）

● 10 日　
　上下水道使用料（A 地区第 3 期分）
● 31 日
　町県民税（第 2 期分）
　幼稚園・保育園・認定こども園保育料（8 月分）
　放課後児童クラブ負担金（8 月分）
　国民健康保険税（第 3 期分）
　介護保険料（第 2 期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 2 期分）
　町営住宅使用料（8 月分）


