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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
11月21日

（水） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

11月22日
（木） 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）

東山北駅前広場整備工事がはじまります
　平成29年度から一部整備をしている東山北駅前
広場について、今年度の工事を11月から３月まで
行います。工事期間中は歩道が一時利用できなく
なるなどご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いいたします。

問合せ　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

山北町産業まつりのお知らせ
　町では、町内産業を広く紹介するとともに、イ
ベントなどを通じて産業に従事する人たちと交流
を深め、町内産業の振興を図ることを目的に「山
北町産業まつり」を開催します。

日　時　11月23日（金・祝）9：30～15：00
場　所　健康福祉センター駐車場・山北鉄道公園
内　容　・農産物、特産物などの販売
　　　　・新潟県旧山

さんぽくまち
北町の海産品などの販売

　　　　・キャラクターショー
　　　　・ソーラン山北
　　　　・山北音頭
　　　　・キッズダンス
　　　　・山北高等学校吹奏楽部演奏
　　　　・D52（機関車）の運行
問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

秋季全国火災予防運動（11月9日～15日）の実施について
　11月9日（金）に足柄上郡5町消防団と小田原
市消防本部合同の防火パレードを行います。山北
町消防団からは第5分団が開成町と山北町を巡回
する予定です。
　町民の皆さんは、一人ひとりが防火に対する意
識を高め、火災から生命と財産を守りましょう。
　平成30年度全国統一防火標語
『忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認』
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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　山北町に住民登録があり、次の①又は 
　　　　　②に該当するお子さん
　　　　　①1歳
　　　　　②小学校就学前の1年間（平成24年4月 
　　　　　　2日～平成25年4月1日生まれ）
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健康手帳を持参し、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）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　11月4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、新米すくいどり、ダ 
　　　　　ンベル体操教室
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）
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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30年度に次の①～⑤いずれかに該当する方
①75歳以上 昭和19年4月1日以前に生まれた方
②70歳 昭和23年4月2日～昭和24年4月1日生まれの方
③65歳 昭和28年4月2日～昭和29年4月1日生まれの方

④満60歳以上65歳未満 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

⑤満66歳以上75歳未満 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

※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。
接種期限　平成31年3月31日(日)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（その他の医療機関をご希望の方は、お問合せください）
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）

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
募集種目 資　格 受付期間（締切日必着） 試験期日

陸上自衛隊高等
工科学校生

一般
男子で中卒
（見込含）
17歳未満

11月1日（木）～
平成31年1月7日（月）

1次　平成31年1月19日（土）
2次　平成31年2月  1日（金）～
　　　4日（月）の間の指定する1日

推薦 同上（学校長が
推薦できる者）

11月1日（木）～
11月30日（金）

平成31年1月5日（土）～7日（月）
の間の指定する1日

※通信制高等学校に入学し、生徒課程修了時に高等学校の卒業資格を取得することができます。
※身分は特別職国家公務員（生徒）で、手当の支給を受けながら高等学校教育などを受けることができます。
※自衛官候補生については、通年、募集を実施しており、採用年齢は33歳未満に引き上げられました。

問合せ　自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所（☎24－3080）小田原市栄町1－14－9　NTビル3F

❷

防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施します
　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
緊急情報を確実にお伝えするため、全国瞬時警報
システム（J

ジ ェ イ ・ ア ラ ー ト
－ALERT）の起動確認を目的とした

情報伝達訓練を実施します。
※J－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報を、人

工衛星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。

実施日時　11月21日（水）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Jアラートのテストです。」×3回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな情 
　報伝達手段で試験が実施されます。
※国民保護のサイレン音は流れません。
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

横浜市・川崎市消防局航空隊との
合同救助訓練を実施します

　世附地内において小田原市消防本部と横浜市・川
崎市消防局航空隊との合同救助訓練を行います。

日　時　11月12日（月）・13日（火）
　　　　13：30～15：30
場　所　丹沢湖畔世附地内　三保ダム管理事務所管理地
内　容　ヘリコプターによる救助訓練
※訓練中は、丹沢湖周辺においてヘリコプター飛 
　来により大きな音が発生します。ご理解とご協 
　力をお願いいたします。
※災害出動または悪天候などにより、訓練自体が 
　中止となる場合があります。
※訓練の状況により実施時間が前後することがあります。
問合せ　小田原市消防本部警防計画課（☎49－4436）



全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　夫・パートナーからの暴力やセクハラなど、女性を
めぐる様々な人権問題について、神奈川県人権擁護
委員連合会所属の人権擁護委員及び法務局職員が
電話で相談をお受けします。相談は無料で、秘密は
厳守します。

実施期間　11月12日（月）～18日（日）
受付時間　8：30～19：00
         　　 （土・日曜日は10：00～17：00）
電話番号　0570－070－810
問 合 せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

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　11月21日（水）11：00～11：20頃
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）

「文学・歴史散歩」参加者を募集します
　今年は横浜・三溪園の紅葉を味わうツアーです。
四季折々の自然の景観の中に関西や鎌倉から集めら
れた歴史的建造物などが巧みに配置されている三溪
園。食事は中華街、そして、神奈川県歴史博物館の見
学と楽しみいっぱいのひとときを過ごしましょう。ぜ
ひご参加ください。

日　時　11月29日（木）8：30～17：30
※雨天決行。
集　合　役場西側駐車場
行き先　横浜（三溪園、中華街の金香楼、神奈川県 
　　　　立歴史博物館）
対　象　町内に在住・在勤の方
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
費　用　4,000円（高速道路代、入館料、写真代、 
　　　　食事代、保険代など）
※人数により、金額が変更になる場合があります。
　当日集金いたします。
申込み　11月9日（金）9：00に役場3階多目的室に 
方　法　お越しください
※申込みは、ご本人の分のみとします。
※定員に達していない場合に限り、生涯学習課窓口 
　又は電話での申込みを同日13：00から受け付け 
　ます。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

第7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7回大野
山アウトドアふゆフェスタも同時開催します！ぜ
ひ、お越しください！ 

日　時　12月2日（日）9：30 ～14：30　※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2219）
　　　　URL: http://kanagawachainsaw.blog.fc2.com/

第37回青色申告「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37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23日（金・祝）～25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（1,295点）
【表彰式について】
日　　時　11月25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　12,143点
問 合 せ　小田原青色申告会事務局（☎24－2611）

～土砂災害に備えていただくために～
「がけ地」の現地調査のお知らせ

　神奈川県では現在、土砂災害防止法に基づき
「土砂災害“特別”警戒区域」の指定に向けた
「現地調査」を地区ごとに順次進めています。昨
年度、丹沢湖下流の地区の調査を実施し、今年度
は丹沢湖上流の三保地区の調査に着手します。

対　象　土砂災害ハザードマップにおいて茶色で
示されている土砂災害警戒区域（急傾斜
の崩壊）に指定されている箇所

※調査を実施する際は、土地所有者の皆さんやお
住まいの皆さんに、「現地調査等に入る旨のお
知らせ」を事前に配付します。

問合せ　神奈川県県西土木事務所河川砂防第二課
　　　　（☎83－5111）
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1歳6か月児健康診査
月　　日　11月27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29年3～5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、問診票、子育てアンケート

２歳児歯科教室
　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　11月16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9～11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、問診票

11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
　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

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）

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、神奈川県弁護士会所属の弁
護士が、無料で相談をお受けします。

日　　時　11月22日（木）13：00～16：00
※予約制で、相談者1人につき20～30分の相談と 
　なります。
受付場所　役場4階　402会議室
定　　員　5名（定員になり次第、締切り）
申込み期間　11月5日（月）～16日（金）
　　　　　（土・日曜日を除く8：30～17：15）
申込み方法　総務防災課庶務班へ直接又は電話にて
　　　　　お申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　11月20日（火）※雨天中止。
行き先　日向薬師（伊勢原市）
集　合　山北駅北口　8：30
費　用　会員の方　　   1,500円（交通費）
　　　　新規入会の方   2,500円（交通費、入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
　に入会する必要があります。
持ち物　昼食、飲み物、雨具、健康保険証など
申込み　11月16日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）申込み

「2018あしがらアートの森」を開催します
日　時　11月11日（日）、17日（土）、18日（日）
　　　　10：00～16：00
場　所　旧南足柄市立北足柄中学校
内　容　・「あしがらアートの森・絵画展」（入場無料）
　　　　・森のワークショップ（20種類以上）
　　　　（各コーナー参加費がかかります）
問合せ　NPO法人あしがらアートの森
　　　　中野（☎090－5761－5548）

青少年健全育成講演会のご案内
日　時　11月20日（火）18：30～20：00（開場18：00）
場　所　県小田原合同庁舎2階　DE会議室
テーマ　自分の命を守れる人が人の命を助けられる
　　　　～毎日の暮らしと防災術～
講　師　あんどう　りす　氏（アウトドア防災ガイド）
定　員　120人（定員になり次第、締切り）
申込み　11月16日（金）までに電話又はFAXで 
方　法　お申込みください（FAXの場合は、お名前・ 
　　　　代表者の電話番号・参加人数をご記入ください）
問合せ　神奈川県県西地域県政総合センター県民課
申込み　（☎32－8904　FAX32－8953）

≪人権行政相談≫
11月20日（火）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）

● 12 日
　上下水道使用料（B 地区第 4 期分）
● 30 日
　幼稚園・保育園・認定こども園保育料（11 月分）
　放課後児童クラブ負担金（11 月分）
　国民健康保険税（第 6 期分）
　介護保険料（第 5 期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 5 期分）
　町設置型浄化槽使用料（9・10 月分）
　町営住宅使用料（11 月分）


