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　本号に掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期や中止となる場
合があります。最新情報については町ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

イベントの開催中止について
　開催を予定していた今秋のイベントについては、新型コロナウイルス感染防止のため、次のとおり開
催中止が決定しました。開催を楽しみにされていた皆さんには大変申し訳ありませんが、ご理解いただ
きますようお願いします。

イベント名 問合せ
鉄道の町山北D52フェスティバル（10月中旬） 商工観光課商工観光班（☎75－3646）
西丹沢もみじ祭り（11月19日（土）） 山北町観光協会（☎75－2717）
第23回山北町産業まつり（11月23日（水・祝）） 農林課農林振興班（☎75－3654）

令和5年度　幼稚園・保育園・認定こども園の入園説明会のご案内
　町では、令和5年4月から幼稚園・保育園・認定こども園に入園を希望される方への説明会を開催しま
す。開催時間中は託児を実施しますが、新型コロナウイルス感染防止のため、可能な限り各ご家庭での
保育にご協力をお願いします。
　なお、都合により説明会に参加できない場合は、こども教育課窓口で資料を受け取ることができるほ
か、町ホームページからもダウンロードすることができます。説明会後、期間内に入園申込みをしてい
ただく必要がありますので、資料はお早めにご確認ください。

月　日 場　所 時　間 対 象 園 入園対象児

10月27日（木）
健康福祉センター
1階　多目的室1

（2階　多目的室2
で託児実施）

13：30～
（受付13：00～）

岸 幼 稚 園 教育　3歳～5歳

や ま き た こ ど も 園 教育　3歳～5歳
保育　2か月～5歳

向 原 保 育 園 保育　2か月～5歳
※岸幼稚園から順番に説明を行います。説明会の途中であっても退室ができます。
資料配布　10月17日（月）～
問 合 せ　こども教育課教育支援班（☎75－3648）

町民文化祭展示作品募集
　11月2日（水）から4日（金）まで開催する町
民文化祭の展示作品を募集します。

対　　象　町内に在住・在勤の方
内　　容　絵画、書、写真、手工芸など　
搬入日時　10月27日（木）10：00～16：00
※事前の申込みは不要です。直接搬入してください。
※10月27日（木）に都合がつかない方は、事務

局までご連絡ください。
搬入場所　生涯学習センター3階　美術工芸室
搬出日時　11月4日（金）15：10～17：15　
問 合 せ　町民文化祭実行委員会事務局
　　　　　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

町民文化祭俳句大会のご案内
　どなたでも参加できますので、一句詠んでみま
せんか。

日　時　10月21日（金）13：00～17：00
場　所　生涯学習センター2階　第1会議室
投句料　500円（資料代）※事前申込み不要。
主　催　山北町俳句協会

問合せ　中
なかやま

山　妙
た え こ

子
　　　　（☎75－0154　金子方）
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YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日　10月18日（火）※雨天中止。
内　　容　松田町めぐり（延命寺、中澤酒造、寒

田神社ほか）
集　　合　8：40　山北駅北口
費　　用　会員の方　　 　380円（参加費）
　　　　　新規入会の方　1,380円（参加費・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、敷

物など
※マスクの着用をお願いします。
申込み期限　10月14日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

あしがら成年後見センター
開所記念講演会のご案内

　成年後見制度についての疑問や利用について、
わかりやすくお伝えします。参加費無料・手話通
訳もありますので、お気軽にご参加ください。

日　　時　10月26日（水）14：00～16：00
場　　所　大井町生涯学習センター　ホール
　　　　　（大井町金子1995）
演　　題　「あなたの暮らしを守る成年後見制度」
講　　師　内

うちじま
嶋　順

じゅんいち
一　弁護士

（あしがら成年後見センター長、みなと
横浜法律事務所、神奈川県弁護士会）

申込み期限　10月21日（金）

問合せ申込み　あしがら成年後見センター（☎20－3715）

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、「県西地域2市8町ごみゼロ共同宣言」
及び「丹沢大山クリーンピア21」事業の一環とし
て、町内全域で統一美化クリーンキャンペーンを
自治会ごとに開催します。
　散乱ごみや不法投棄のない美しい町づくりのた
め、皆さんの参加をお願いします。

月　日　10月16日（日）※小雨決行。
※各自治会指定の時間及び場所に集合してください。
※自治会により、開催日が異なる場合があります

のでご注意ください。
内　容　・散乱ごみの一斉清掃
　　　　・不法投棄パトロール

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

2022山北の観光写真コンクール
作品募集

　山北町観光協会と公益財団法人山北町環境整備
公社では、観光宣伝に広く活用できる町内の風
景・史跡・行事などの写真を募集します。

作品規格　令和4年中に山北町内で撮影された未
発表作品で、発表予定のないもの

※応募された作品の版権は主催者に属します。
応募期間　10月1日（土）～令和5年1月10日（火）
応募方法　山北町観光協会ホームページ、フォト

ギャラリー内の申込みフォームから応
募してください

　　　　　URL（https://www.yamakita.net）
※審査結果については、入選者へ個別に通知する

ほか、山北町観光協会ホームページでも発表し
ます。

問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）

フレイルサポーター養成講座を開催します
　ご自身がいつまでも元気でいるために、フレイ
ルサポーターとして活動してみませんか。

日　　時　講義：10月15日（土）
　　　　　実技：10月29日（土）
　　　　　ともに13：30～15：30
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室１
講　　師　露

つ ゆ き
木　昭

てるあき
彰　氏

　　　　　（上級フレイルトレーナー、理学療法士）
費　　用　無料
定　　員　20名（事前申込み制、先着順）
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さんとの意見交換の場を増やす
ことを目的に「おしゃべりＣａｆｅ」をオープ
ンします。気軽にお立ち寄りいただき、皆さんの
『声』をお聞かせください。
　なお、新型コロナウイルス感染防止のため、お
越しいただく際はマスクの着用などにご協力をお
願いします。

開 催 日 時　間 場　所
10月20日

（木）
13：30～
15：30

山北駅前Cafe NICO横
（芝生スペース付近）

11月20日
（日）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

12月20日
（火）

13：30～
15：30

山北駅前Cafe NICO横
（芝生スペース付近）

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

❷



❸

ブロック塀の撤去工事に係る費用の
一部を補助します

　町では、倒壊の危険性があるブロック塀の撤去
工事を行う所有者の方に対し、工事費用の一部を
補助しています。

補助対象　次の条件を満たすものに限ります

①町内に存在し、避難路（小学校及び中学校への
登下校のため、児童及び生徒が利用する通り抜
けができる道路や緊急輸送道路）などに面して
いること

②コンクリート造り、石造り、レンガ造り、その
他組造りであること

③道路面からの高さが1ｍ以上（擁壁の場合は0.6
ｍ以上）であること

※補助金の請求については事前に申請が必要で
す。そのほかの条件など詳しくは、お問い合わ
せください。

補 助 額　工事費用の1/2（上限30万円）
問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

10月1日は「浄化槽の日」
　浄化槽は、トイレの水や生活排水の汚れを微生
物の働きできれいにする装置です。しかし、管理
を怠ると、放流水質の悪化や悪臭の発生にもつな
がってしまいます。
　浄化槽には、適正な管理のため定期的な保守点
検と年1回以上の清掃、年1回の法定検査が義務付
けられています。水源環境の保全のためにも、浄
化槽の適正な維持管理をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　環境課生活環境班（☎75－3656）

子どもたちのしあわせのために
～里親制度をご存知ですか～

　里親制度とは、さまざまな事情により家庭で生
活できなくなった子どものために里親の家庭を提
供し、あたたかい愛情と理解をもって育てていた
だき、子どもが「心身ともに健やかに育つ権利」
を守る制度です。
　里親には、縁組をして自分の子どもとして育て
るだけではなく、次のような活動もあります。

◆長期委託
　子どもとの養子縁組をせずに長期間の養育を目
的とした委託
◆緊急一時保護委託
　家庭での養育が一時的に困難となった子どもの
養育を目的とした委託
◆3日里親
　施設で暮らしている子どもの家庭体験を目的と
した活動
※詳しくは、電話でお問い合わせください。
問合せ　児童養護施設　箱根恵明学園（☎0460－82－2861）
　　　　小田原児童相談所　里親担当（☎32－8000）　

口腔がん検診のお知らせ
　足柄歯科医師会では、口腔がん検診を実施します。

日　　時　11月24日（木）9：00～12：00
場　　所　一般社団法人足柄歯科医師会
　　　　　歯科保健センター歯科診療室
　　　　　（南足柄市班目1547）
費　　用　1,000円
申込み期限　11月2日（水）必着
申込み方法　はがきに「口腔がん検診希望」と明記

のうえ、郵便番号、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、主訴（気になっ
ている箇所、状態など）を記載し郵送
にてお申込みください

※応募多数の場合は抽選を行い、結果は11月11
日（金）までに郵送でお知らせします。

問 合 せ　〒250-0101　南足柄市班目1547
申 込 み　一般社団法人足柄歯科医師会
　　　　　（☎74－1180　平日10：00～15：00）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月16日（日）10：00～16：00
場　所　ハルネ小田原うめまる広場（小田原市栄町1－1－7）
内　容　・労働問題（労働時間、賃金、雇用、労災、安全衛生）
　　　　・社会保険（健康保険、年金）など
問合せ　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　山

やまむろ
室（☎37－9318）

食品衛生責任者養成講習会
　飲食店や食品の販売などの営業を行う場合は、
食品衛生法の規定により「食品衛生責任者」の設
置が必要です。この養成講習会は、「食品衛生責
任者」になるための講習会です。受講希望の方
は、事前にお申込みください。

日　　時　12月14日（水）10：00～17：00
場　　所　足柄上合同庁舎5階　西側AB会議室
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
定　　員　70名
受講資格　満15歳以上の方（義務教育履修中の方

を除く）で日本語が理解できる方
受 講 料　11,000円
※納入後の返金はできませんのでご注意ください。
申込み方法　神奈川県食品衛生協会のホームページ

からお申込みください（10月下旬から
受付開始予定です）。インターネット
から申込みができない場合は、お問い
合わせください。

問 合 せ　公益社団法人足柄食品衛生協会
　　　　　（小田原保健福祉事務所足柄上センター内）
　　　　　（☎85－3730）



3か月児健康診査 ※個別健康診査
日　　時　平日12：00～12：45（水曜日を除く）
場　　所　樹こどもクリニック
　　　　　（開成町吉田島4320－2）
対　　象　生後3か月～4か月の乳児

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

※問診票、子育てアンケートは個別に
郵送します。

10月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問い合わせください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象　生後10か月～11か月の乳児
　　　　　※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。

ぴよぴよ教室
日　　時　10月25日（火）10：00～11：30
　　　　　（受付 9：40～）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2

対　　象
　令和4年3月～4月生まれの乳児とその

保護者
　　　　　※対象の方へ個別に案内を郵送します。

内　　容

　3か月健診結果の確認、身体計測、健
康・育児相談、栄養相談、絵本の読み
聞かせと絵本のプレゼント、ベビー
マッサージ

持 ち 物

　母子健康手帳、問診票、健康観察票、
バスタオル、「ブックスタート」絵本
の申込書
※問診票、健康観察票、「ブックスター

ト」絵本の申込書は個別に郵送します。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

今月の納期限
●12日　　　　　　　　　
　上下水道使用料（A地区第4期分）

●31日
　町県民税（第3期分）
　認定こども園・保育園保育料（10月分）
　幼稚園延長保育料（9月分）
　放課後児童クラブ負担金（10月分）
　国民健康保険税（第5期分）
　介護保険料（第4期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第4期分）
　し尿処理手数料（第2期分）
　町営住宅使用料（10月分）

人権行政相談
日　　時　10月20日（木）13：00～16：00
場　　所　役場4階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
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

※行政に対するお困りごとは、電話でも受付して
います。「行政苦情110番」へご連絡ください。

連 絡 先　総務省行政苦情110番
　　　　　（☎0570－090110）
問 合 せ　企画総務課総務班（☎75－3651）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

女性を部下に持つ男性管理職向け
セミナー参加者募集

　かなテラスでは、男性管理職向けに、女性活躍
を阻害するアンコンシャス・バイアス（無意識の
思い込み）に気づき、部下の意欲や能力を引き出
す働きかけ方を学ぶセミナーを実施します。

日　　時　12月2日(金)　13：15～16：15
開催方法　オンライン（Zoom®）
対　　象　女性を部下に持つ男性管理職
講　　師　清

せ い け
家　三

み か こ
佳子　氏

定　　員　30名程度（申込み多数の場合は抽選）
費　　用　500円
申込み期限　10月23日（日）
申込み方法　かなテラスホームページ

（右の画像からアクセス
できます）からお申込み
ください

問 合 せ　県立かながわ男女共同参画センター　
　　　　　（かなテラス）（☎0466－27－2114）  

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさの会」で
は、次の日程で新聞紙・雑誌・アルミ缶などの廃
品回収を行いますので、ご協力をお願いします。
※前回の収益金は8,545円でした。ご協力ありが

とうございました。

日　時　10月15日（土）9：00～10：00
場　所　どんぐりん駐車場（山北595）
問合せ　まるやま・わかくさの会　　　　
　　　　佐

さ と う
藤（☎070－6635－5134）

山北町立保育園・認定こども園の運営
は、令和4年度電源立地地域対策交付金
を活用しています。


