
第5回在宅医療・介護連携地域講演会
「家族と共に自ら考える最期のとき
～食べられなくなったらどうしますか？～」
日　時　10月12日（土）14：00～16：00
　　　　（13：30受付開始）
場　所　松田町立公民館展示ホール
　　　　（松田町民文化センター１階）
対　象　足柄上地域にお住まいの方　先着120名
講　師　東京大学大学院人文社会系研究科
　　　　死生学・応用倫理センター上廣講座
　　　　会田　薫子　特任教授
費　用　無料
申込み方法　平日8：30～17：00の間に電話にて申込み
問合せ　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
申込み　（☎43－8172）

成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、令和２年１月12日（日）に開催する成
人式（第２部）の実行委員を募集しています。

対　　象　町内にお住まいで、平成11年４月２日
　　　　　から平成12年４月１日までに生まれた方
内　　容　成人式第２部の企画・運営（会議に４
　　　　　回程度出席していただきます）
募集人員　若干名
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）
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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　９月１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、ミニカップ麺
　　　　　つみ放題、ジャグリングパフォーマンス
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

令和2年度入園予定者の幼稚園・保育園・
こども園運動会参加のお願い
　町立幼稚園・保育園・こども園では、次の日程
で運動会を開催します。来年度、入園を希望され
るお子さんが参加できるプログラムを予定してい
ますので、ふるってご参加ください。

※駐車場に限りがありますので、車での来園はご
　遠慮ください。
※詳細については、お問合せください。
問合せ　幼稚園については、岸幼稚園（☎75－1145）
　　　　向原保育園（☎75－1146）
　　　　やまきたこども園（☎75－1530）

かおるこあい た

月　　　日
９月28日（土）　
※雨天時９月30日（月）まで順延。

９月28日（土）　
※雨天時10月５日（土）に延期。
９月28日（土）　
※雨天時10月５日（土）に延期。

９月22日（日）
※雨天時、場所は三保小学校体育館。

岸 幼 稚 園

三保幼稚園

園　名

向原保育園

や ま き た
こ ど も 園

河村城まつりへ出陣じゃ!!
　河村城址保存会では、次のとおり河村城まつり
を行います。アトラクションのほか、とん汁を振
舞いますので、ぜひご登城ください。
日　時　９月15日（日）

10：00～河村氏の法要
11：00～室生神社の流鏑馬デモンストレーション
11：30～山北中学校吹奏楽部による演奏・のろし上げ
12：30～川村囃子山北保存会による演奏

※雨天の場合は、般若院で法要のみ行います。
場　所　河村城跡（河村城址歴史公園）
※駐車場に限りがありますので、徒歩でお越しください。
【のろし上げスケジュール（予定））】

11：20　鐘ヶ塚砦跡（都夫良野地蔵堂前）
11：30　河村城跡
11：40　岩原城跡付近（南足柄市岩原・ユートピア園）

※煙があがりますが、火事とお間違えにならない
　ようお願いします。
※のろしが見えた方は、山北町観光協会（☎75－
　2717）にご連絡ください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

やぶさめ

ばやし



下水道に接続しましょう
　毎年９月10日は「下水道の日」で、下水道の全
国的な普及を啓発しています。
　町では、公共下水道の整備を行い順次接続でき
るエリアを拡大しています。山北・岸・向原・平
山地区で公共下水道の供用が開始されている地域
にお住いの方は、下水道への接続をお願いします。
　下水道は、美しい自然や快適な生活環境を守る
大切な役割を果たしています。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

救急フェスタを開催します
　小田原市消防本部によるＡＥＤの取り扱いや応
急手当の体験、救急車及び救急資機材を展示しま
す。今年度はＦ（日本フットサル）リーグ公式戦
に合わせて「救急フェスタ」を開催します。
日　時　９月７日（土）11：00～17：30
場　所　小田原アリーナ駐車場
問合せ　小田原市消防本部救急課（☎49－4441）

※園で実費として集金している費用や山北町立の各園で実施している延長保育は、無償化の対象外です。
※申請手続きには就労証明書などが必要ですので、詳細についてはお問い合わせください。
問合せ　２について：学校教育課教育班（☎75－3648）
　　　　３・４について：福祉課子ども支援班（☎75－3644）

9月2日（月）から富士急湘南バスのダイヤが改正されます
　新松田駅～アサヒビール間のダイヤが改正されます。９月２日以降バスをご利用の際はご注意ください。
対象と　新松田駅（12：00発）～向原（12：09）～原耕地上（12：10）～アサヒビール（12：20着）
なる便　アサヒビール（12：30発）～原耕地上（12：39）～向原（12：42）～新松田駅（12：50着）
改正内容　上記２便の減便（平日のみ）　※土休日及び夏季（７月21日～８月31日）は現状通り運行。
問合せ　富士急湘南バス株式会社（☎82－1361）

令和元年10月から　幼児教育・保育の無償化がスタートします
　10月から、幼稚園・保育園・認定こども園などを対象とした「幼児教育・保育の無償化」が実施されま
す。利用している施設に応じて、次の表の２～４に該当する方は別途手続きが必要です。

❷

対　　象
幼稚園、認可保育所、認定こども園
（市町村に入園申込みをしている場合）
※山北町立の各園は手続き不要。
幼稚園（私学助成園）
（市町村を通さず、園に直接入園申込みを
　している場合）
幼稚園・認定こども園の預かり保育
（１号認定の場合）
認可外保育施設などを利用する子ども
≪対象となる施設≫
認可外保育施設、ベビーシッター、事業所
内保育、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業

手続き

不　要

必　要

１

２

３

４

無償化の内容
３～５歳　全ての子どもの保育料が無償化
０～２歳　住民税非課税世帯に限り無償化

３～５歳　月額25,700円を上限に無償化

３～５歳　月額11,300円を上限に無償化
※２号認定への切替が必要。

３～５歳　月額37,000円を上限に無償化
０～２歳　月額42,000円を上限に無償化（た

だし、住民税非課税世帯に限る。）

３～５歳　全ての子どもの保育料が無償化
０～２歳　住民税非課税世帯に限り無償化

３～５歳
０～２歳

３～５歳　月額

３～５歳

農業用剪定枝処分助成事業について
　町では、JAの要望を受け、農家の方が果樹の剪
定を行った際に発生する剪定枝の処分にかかる費
用の助成制度を始めました。
対　象　肥培管理を行っている果樹の剪定枝
※庭木は対象外です。
助成費用　①剪定用チッパーのレンタル費用
　　　　　（JAで借りた場合に限る）
　　　　②リサイクルのために廃棄物処理業者へ

搬入した場合の処分費用（神奈川県の
登録廃棄物再生事業者（品目：木く
ず）に搬入した場合に限る）

※　１農家当たり、①②の合計で4,000円以内。
申請方法　① JA山北営農経済センターでレンタルの

申請をする際に合わせて申請
　　　　②農業用剪定枝を処理業者へ搬入する前

後にJA山北営農経済センターに立ち寄
り、枝処分の実施内容について確認し
てもらい、その際に内容の確認できる
領収書を添付して申請

申込み　JA山北営農経済センター（☎75－1311）
問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

てい

せん



ポールウォーキング教室
　専用ポールを持って歩く「ポールウォーキング」
は姿勢が安定し、安全に効率よく全身運動をする
ことができます。初めての方もご参加ください。

「子育て支援センター」から
月　日　９月11日（水）
●午前のかふぇ
　時　間　　10：00～12：30
　対　象　　子育て中のパパ・ママ
●あかちゃんひろば　かふぇ
　時　間　　13：30～15：00
　対　象　　１歳未満のお子様と保護者
　　　　　　（兄弟・姉妹も参加できます）
※予約不要・無料です。
問合せ　山北町子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター２階）（☎75－0818）
※詳細はホームページに掲載しています。「山北
町子育て支援センター」で検索してください。

「2019あしがらアートの森・日本つながっ展」
作品募集

部　　門　①個人参加の部（保育園・幼稚園児～15
　　　　　　歳までの子どもが描いた作品）
　　　　　②家族参加の部（共同作品または家族
　　　　　　一人ひとりが描いた作品）
画　　材　油絵以外の水性絵具、鉛筆、クレヨン、墨など
応募期間　９月９日（月）～10月18日（金）
※作品の規格・応募方法などはホームページをご覧ください。
問 合 せ　〒250－0105　南足柄市関本156 
応 募 先　南足柄郵便局留「NPO法人 あしがらアートの森」中野裕一
　　　　　（☎090－5761－5548）
　　　　　（URL http://art-no-mori.com/）

東名高速リニューアル工事用車両の通行のお知らせ
　９月９日（月）０時から12月20日（金）24時まで東名高速道路でリニューアル工事を実施します。
　このため、周辺の国道、県道及び町道を工事用車両が１日約10～20台通行します。また、昼間の時間帯
では、高速道路施設の取り壊し解体などで作業音などが発生する場合もありますが、ご理解ご協力をお願
い申し上げます。

※山北地区（成就院付近）でも、工事を実施します。工事用車両の通行はありませんが、作業音が発生する場合もあります。
問合せ　中日本高速道路㈱ 東京支社 御殿場保全・サービスセンター 更新工事担当（☎0550－82－3100）
　　　　（平日９：00～17：00）

❸

※１　健康福祉センター～ダム広場公園の送迎があり
ます。ご希望の方は申込み時にお申出ください。

時　　間　10：00～12：00
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受けていない方
　　　　　・両手でポールを持って歩くことができる方
　　　　　・原則３日間参加できる方
講　　師　村上　政司　氏（日本ポールウォーキ
　　　　　ング協会マスターコーチ）　
定　　員　20名
※ポールをお持ちでない方は無料で貸出します。
※雨天時は健康福祉センターで実施します。
申込み期限　９月17日（火）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

まさ しむらかみ

内　　容
・ポールの使い方に
　ついて
・健康福祉センター
　周辺のウォーキング
ダム広場公園の

ウォーキング
健康福祉センター　
～洒水の滝　往復

集合場所

健康福祉
センター

ダム広場公園
駐車場（※１）

健康福祉
センター

月　日

９月20日
（金）

９月27日
（金）
10月18日
（金）

新鞠子橋交差点

谷峨駅入口
交差点

工事現場

工事現場
都夫良野トンネル

新都夫良野トンネル

安戸交差点
鳥手山トンネル

国道、県道、町道の主な工事用車両通行ルート

727

76

246

工事用車両の通行道路 樋口橋

谷峨駅



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　９月18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）

❹

「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。

対　　象　町内に在住の方
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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
９月11日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

９月13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・
栄養相談、助産師による乳房ケアなど
※助産師による乳房ケアは予約制で、
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9月2日（月）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
受付時間
場　　所
対　　象

内 　 容

持 ち 物
参 加 費

申込み方法

９月18日（水）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
おおむね生後８か月までの乳児とその保護者
離乳食について（講義）
調理実習・試食
母子健康手帳、エプロン、三角巾、ハンドタオル
大人１名300円（食材費）
予約制です。９月13日（金）正午までに保
険健康課健康づくり班へお申込みください

離乳食教室

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

９月10日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成28年６～８月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、３歳児健診
検査セット（視力・聴力検査用紙、
尿検査）、子育てアンケート

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
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
※満１歳の誕生日前日まで。
母子健康手帳、お誕生前健診票

９月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

人権行政相談
月　　日
受付時間
場　　所

相談内容

９月20日（金）
13：00～15：00
役場３階　301会議室
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）

今月の納期
●２日 ●30日
町県民税（第2期分） 認定こども園・保育園・幼稚園保育料（9月分）
認定こども園・保育園・幼稚園保育料（8月分） 放課後児童クラブ負担金（9月分）
放課後児童クラブ負担金（8月分） 国民健康保険税（第4期分）
国民健康保険税（第3期分） 介護保険料（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3期分）
後期高齢者医療制度保険料（第2期分） 町設置型浄化槽使用料（7・8月分）
町営住宅使用料（8月分） 下水道受益者負担金（第2期分）
●11日 町設置型浄化槽分担金（第2期分）
上下水道使用料（B地区第3期分） 町営住宅使用料（9月分）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　９月17日（火）※雨天中止。
行 き 先　早川口遺構、西海子小路（小田原市）
集　　合　山北駅北口　8：40
費　　用　会員の方 820円 （交通費）
　　　　　新規入会の方 1,820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
申込み期限　９月13日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

さ い か ち こ う じ


