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有料広告 有料広告

～ 山 北 で 英 語 を 話 そ う ～
楽しい英語教室Mrs.アユミの

日　時　12月1日（土） 13時・14時・15時・16時
　　　　※13時・14時開始回は幼稚園～小学低学年対象
　　　　　15時・16時開始回は小学高学年～中学1年生対象
場　所　山北町生涯学習センター　２階
定　員　各回５名（先着順）
費　用　300円
問い合わせ　070-2661-4434 （マキノ アユミ）

《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

有料広告

年末・年始の休診日をお知らせ致します。元旦午前は
診療致します。（12/28 まで、1/4 以降は、通常通り）

通常の「至急採血（末梢血、肝・腎機能等、炎症所見）」、「尿検
査」、「レントゲン」、「心電図」、「超音波検査」等が可能です。

年末年始の診療について

ねもと総合内科クリニック（役場近く、いちじま歯科隣り） 
Tel 75-0095    URL : https://nemoto-gim-clinic.jp/

12月29日 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日

午前 ○ 休診 休診 ○ 休診 休診

午後 休診 休診 休診 休診 休診 休診

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は、冬季期間中
（12月1日から平成31年2月28日まで）、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）

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

そろ
えて

お待ちしています。皆さんぜひご来店ください。

日　時　11月18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、揚げたこ焼き
の販売、わたがし無料配布

※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）

今年最後です！
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町内外から多数出店を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2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、ワーク 

　ショップ（クリスマス飾り）、季節の
　花苗販売（数量限定）

※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）
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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31年2月上旬に郵送さ
れる予定です。

問合せ　ねんきん加入者ダイヤル
　　　　（☎0570－003－004）

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度
保険料納付額のお知らせを送付します
　平成30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）で納付された方に、確定
申告などに使用する納付額のお知らせを1月下旬
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）で納付額のお
知らせが必要な方は、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。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）

消防団教養訓練を実施します
日　時　12月2日（日）9：00～12：00
場　所　役場西側駐車場

※訓練に伴い、役場西側駐車場は午前中一般の方 
　の利用ができません。ご迷惑をおかけします 
　が、ご協力お願いいたします。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

道路上に張り出している樹木の
管理についてご協力をお願いします！
　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
伐採などの管理をお願いしています。
　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。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の皆さん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）

定期（上級）救命講習開催のお知らせ
日　　時　12月16日（日）9：00～18：00
場　　所　足柄消防署3階　多目的室
　　　　　（南足柄市怒田40-1）
内　　容　成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取扱いに

傷病者管理、異物除去、搬送法、熱傷
の手当てなどを加えた応急手当全般

対　　象　中学生以上の方（小田原市消防本部管内
2市5町に在住・在勤・在学の方優先）

申込み方法　電話予約後、申請書を12月6日（木）
までに最寄りの消防署へ直接提出して
ください

問合せ申込み　小田原市消防本部救急課　
　　　　　（☎49－4441）
※詳細は、小田原市消防本部ホームページをご覧 
　ください。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

空き家バンクへの登録について
ご協力をお願いします！

　空き家バンクとは、町内に所在する空き家、空
き地などを町に登録していただき、移住希望者の
方へ紹介する制度です。現在、町へ移住を希望し
ている方に対して貸家や売家、売地などが十分に
確保されていないため、物件を紹介できないこと
があります。
　皆さんがお持ちの空き家、空き地を町の空き家バ
ンクに登録し、移住希望者へ提供してみませんか。
　登録した空き家の修繕が必要な場合は、入居者
が決定後、床、トイレ、風呂などの改修費用や室
内の片付け費用などに対して１戸につき1回限り
で10万円を限度に交付する「空き家活用助成金」
を利用できます。
　また、登録した空き地を活用して小規模賃貸
住宅を新築する場合は、1棟につき1回限り20万
円を交付する「空き地活用助成金」を利用でき
ます。
　各種制度については、お気軽にご相談ください。

問合せ　定住対策課定住対策班（☎75－3650）
※最近、定住対策課あてにお電話していただく際

に間違った番号をかけてしまう方がいらっしゃ
います。お電話の際は番号をご確認の上、おか
けください。　　　　　　



12月8日（土）から富士急湘南バスのダイヤが改正されます
　西丹沢ビジターセンター ～ 新松田駅間のダイヤが改正されます。12月8日以降バスをご利用の際はご
注意ください。

【変更点】
○土曜日に運行している、西丹沢ビジターセンター（7：10発）～新松田駅（8：19着）間の便が山北駅
（8：05発）～新松田駅（8：20着）に変更になります。

各バス停の時刻は次のとおりになります。
山北駅 高松山入口 向原 庶子 新松田駅
8：05 8：09 8：11 8：14 8：20

問合せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

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方、もしくは加入して
いたかもしれない方で、退職金請求手続きをして
いない方を探しています。お心当たりがありまし
たら、お問合せください。
　また、被共済者の方に確実に退職金を受け取っ
ていただくことなどを目的として、現況調査、ア
ンケート調査を実施しておりますので、ご協力を
お願いします。

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
　　　　（☎03－6731－2889）
　　　　　　

❸

狭あい道路拡幅整備制度について
　町では、安全・快適で災害に強いまちを目指して
おり、狭あい道路（幅員が4メートル未満の町道）
の拡幅整備に対して助成金を交付しています。
　狭あい道路に接する土地をお持ちの方は、建物
を建築する際に整備対象区域について、町に対し
買取りの申請を行うことができ、町は申請に基づ
き一定額を助成します。

【整備対象区域概略図】

※条件などがありますので、事前にご相談ください。
問合せ申込み　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

2019山北町セカンド成人式 （同窓会）
開催のお知らせ

　今年度40歳を迎える方を対象に、ふるさと山
北町で2回目の成人式（同窓会）を開催します。
懐かしい仲間やお世話になった先生方と不惑の年
を祝いませんか。対象者には案内状を送付します
が、現在、町内にお住まいでない方に
は、ご家族よりお声掛けいただきます
ようご協力をお願いいたします。

月　日　平成31年1月13日（日） 
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール 
対　象　昭和53年4月～昭和54年3月生まれの清 
　　　　水中、三保中、山北中を卒業した方
出欠確認　ホームページ・案内はがきで実施中
※ホームページへのアクセスは上の画像を読み取

るか、検索サイトで「山北町セカンド成人式」
で検索してください。

※欠席される方もご登録をよろしくお願いいたし
ます。

※詳細は、ホームページでお知らせします。
主　催　山北町セカンド成人式実行委員会 
後　援　山北町
問合せ　（URL　https://www.2nd-yamakita-2019.com）

人権講演会を開催します
日　時　12月1日（土）13：30～15：30
場　所　生涯学習センター1階　多目的ホール
テーマ　いのちのバトンタッチ
　　　　～映画「おくりびと」に寄せて～
講　師　青

あ お き
木　新

しんもん
門　氏（作家・詩人）

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）

2.0m

2.0m

「現道路中心線」

幅員4.0m未満の町道

後退線

現道路境界
整備対象区域
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2019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。

規　格 掲載料
5.0cm×9.0cm 36,000円
2.5cm×9.0cm 20,000円
2.5cm×5.0cm 12,000円

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31年1月25日（金）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）

（一社）足柄歯科医師会
地域医療連携室のご案内

～ご自宅・施設・病院で歯科診療、口腔ケアが受けられます～
　高齢の方、お身体の不自由な方で、次のような
悩みをお持ちの方、又はそのご家族の方はお気軽
にご相談ください。
・歯科医院への通院が困難になった
・入れ歯が壊れた、合わない
・お口でうまく食べられなくなってきた
・口内炎がよくできる
・口腔ケアを受けたい
・在宅で診療を受けたいが治療費が心配　など

問合せ　一般社団法人　足柄歯科医師会
　　　　足柄歯科医師会地域医療連携室
　　　　（☎・FAX　74－4185）　

第23回おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域の皆さんとの“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、へろくり倶楽
部（三保）の出品などがあります。皆さんぜひお
越しください。

日　時　12月2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

じ

然
ねん

薯
じょ

、炊き込みご飯、赤飯、アメリカ
ンドックの販売

　　　　・バザー
※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

いそざき
崎　加

か よ こ
代子

　　　　（☎75－1445）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、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。
　広告内容により、掲載できない場合があります
ので、企画政策課にお問合せください。

種　類 規格及び
掲載期間 掲載料

広　　報
やまきた

12cm× 9cm
1号につき1件

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

6cm×18cm
1号につき1件

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

6㎝× 9㎝
1号につき1件

（裏表紙）10,000円
（本　稿） 7,000円

おしらせ版

12cm× 9cm
1号につき1件 　10,000円

6cm×18cm
1号につき1件 10,000円

6㎝× 9㎝
1号につき1件 5,000円

ホームページ
(バナー広告)

縦50ﾋﾟｸｾﾙ×横150ﾋﾟｸｾﾙ
1～12か月（1か月単位） 5,000円

町　　内
循環バス

A4以内(車内ステッ
カー2枚)、1か月 1,000円

B4以内(バックステッ
カー2枚)、1か月 1,500円

A1以内(車内ポスター
2枚)、14日間 1,000円

車内放送(放送制作
費含む)、1年間 50,000円

問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）
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入札結果10月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

農　林　課 平成30年度　農とみどりの整備事業
日向用水路改良工事 健伸工業株式会社  1,911,600円  1,836,000円

生涯学習課 平成30年度　山北体育館解体工事 静和建設株式会社 23,101,200円 21,060,000円
※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）

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）

男性のための料理教室
日　時　12月8日（土）9：30～
場　所　健康福祉センター2階　栄養指導室
内　容　おせち料理（伊達巻など）
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
申込み　11月30日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

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）



ママパパクラス
月　　日　12月１日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45から）
場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　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]
内　　容　・母乳育児について[講話]
　　　　　・お産の進み方[講話・実技]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具
　　　　　予約制です。前日までに保険健康課 
申込み方法　健康づくり班へお申込みください。
　　　　　※託児を利用される方は11月22日（木） 
　　　　　　までにお申込みください。

※動きやすい服装でお越しください。

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　12月14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

内　　容

　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

※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3日（月）からです。

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

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　12月4日（火）
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。

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　12月6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）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❻

人権行政相談
12月4日(火)から10日(月)は人権週間です
月　　日 12月4日（火）
受付時間 10：00～15：00
場　　所 役場4階　403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）

ベルマーク回収ボックス設置について
　川村小学校ＰＴＡでは、次の場所にベルマーク
回収ボックスを設置しています。回収にご協力を
お願いします。

回収場所　小田原百貨店山北店
　　　　　さくらの湯
　　　　　山北郵便局
　　　　　岸郵便局
※ベルマークは、できるだけ枠に沿って切り取っ
　てください。
問 合 せ　川村小学校（☎75－1142）

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27日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階　301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）


