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足柄紫水大橋開通による道路の交通規制・利用形態変更のお知らせ 

３月 16日（日）に足柄紫水大橋と橋から開成駅東口方面に向かう道（以下、「連絡道路」という）が開通

します。交通規制のある箇所、既存道路の利用形態変更箇所をお知らせします。 
 

問 街づくり推進課 ☎８４－０３２１ 
 
①交通規制箇所  

大型自動車、大型特殊自動車、特定中型

自動車の交通規制 

・足柄紫水大橋から連絡道路には進入

できません。 

・連絡道路から足柄紫水大橋には進入

できます。 

※普通車に規制はありません。 

②交差点形態変更箇所  

道路が交差点の形態になります。 

  

     

町道 235号線の通行止め 

神奈川県施工の都市計画道路山北開成小田原線築造工事で交差することになる、町道 235号線部分の改良

工事を行います。皆さんのご協力をお願いします。 
 
期 間 ３月１日（土）～25日（火） 

 終日 

場 所 牛島地内 

交通規制 車両通行止め（歩行者通行可） 

施工業者 ㈱佐藤組 ☎８３－０５００ 

※都市計画道路山北開成小田原線と交差す

る町道が車両通行止め、牛島自治会館横

の交差点から吉原医院横の交差点までを 

通過する車両は迂回
うか い

をお願いします。 
 

問 街づくり推進課 ☎８４－０３２１ 

 

４月１日から消費税率が引き上げられます 
 
４月１日から消費税（地方消費税を含む）の税率が８％に引き上げられます。また、価格の表示について、

誤認防止措置を講じているときに限り、税込価格を表示（総額表示）することを要しないとする特例が設け
られました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。 

 
HP  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm  
問 小田原税務署 ☎３５－４５１１ 
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②交差点形態 
変更箇所 

開成駅  

①交通規制箇所 

【②の変更前】 【②の変更後】 

町道304-3号線

町道304号線

歩道

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm


 

開成町公共料金改定のお知らせ 

 

町が提供する公共サービスを皆さんが利用されたり施設を使用されたりしたときなど、利用の状況に 

応じて経費の一部をご負担いただいています。  

その料金につきまして、４月から改定（値上げ）いたします。 

 消費税率の改定のほか経費の増加などに伴うものですのでご理解とご協力をお願いします。 

 

開成町に納付いただく料金改定表 

新料金及び旧料金には消費税及び地方消費税額を含んでいます。 

料金の種類・問い合わせ先 料金の区分 新料金 旧料金 改定額 

水道料金（２か月当たり） 

 

問 上下水道課 ☎84-0319 

基本料金 20㎥まで 1,512円 1,470円 42円 

超過料金(１㎥当たり) 
21㎥～60㎥ 86円 84円 2円 

61㎥～ 91円 89円 2円 

改定以前から継続して使用されている場合の第１期分には旧消費税率が

適用される３月中の使用料を含むため、新料金は第２期分から適用されま

す。４月から新たに使用を開始する場合は第１期分から新料金が適用され

ます。 

下水道使用料（２か月当たり） 

 

問 上下水道課 ☎84-0319 

基本料金 20㎥まで 1,451円 1,260円 191円 

超過料金(１㎥当たり) 

21㎥～40㎥ 92円 81円 11円 

41㎥～60㎥ 109円 94円 15円 

61㎥～100㎥ 122円 105円 17円 

101㎥ 

～200㎥ 
141円 122円 19円 

以下 略 

改定以前から継続して使用されている場合の第１期分には旧消費税率が

適用される３月中の使用料を含むため、新料金は第２期分から適用されま

す。４月から新たに使用を開始する場合は第１期分から新料金が適用され

ます。 

預かり保育料（開成幼稚園) 

問 教育総務課 ☎82-5221 

開成幼稚園 ☎82-4247 

 日額 500円 ― ― 

開成幼稚園の預かり保育は平成 26年度から新たに実施するものです。 

のびのび子育てルーム負担金

（開成幼稚園） 
 月額 2,000円 0円 2,000円 

問 教育総務課 ☎82-5221 

開成幼稚園 ☎82-4247 

平成 26年度から３歳児と保護者の教室に加え、３歳児のみの教室を拡充

することに伴い料金負担をお願いすることになりました。 

学校給食費 

問 教育総務課 ☎82-5221 

幼稚園 月額 2,900円 2,800円 100円 

小学校 月額 4,100円 3,900円 200円 

中学校 月額 4,600円 4,400円 200円 

し尿処理手数料 

問 環境防災課 ☎84-0314 

定額制 １人につき月額 
388円 378円 10円 

従量制 36ℓにつき 

新料金は４月、５月分の収集に係る第２期分から適用されます。 

粗大ごみ処理手数料 

 

問 環境防災課 ☎84-0314 

粗大ごみ １個又は１束 1,080円 1,050円 30円 

粗大ごみ 

（処理が困難なもの） 
１個又は１束 1,620円 1,575円 45円 

新料金は４月 10日（４月以降最初の収集日）収集分に係る手数料から適

用されます。 
 

４月から 



 

開成町公共施設使用に係る料金改定表 
 

 新料金は４月以降に申し込みされた場合に適用されます。（福祉会館を除く） 

新料金及び旧料金には消費税及び地方消費税額を含んでいます。 

施設名称 料金の区分 新料金 旧料金 改定額 

開成町民センター 

 

問 教育総務課 ☎82-5221 

小会議室 

１時間当たり 

216円 210円 6円 

小会議室（和室） 108円 105円 3円 

中会議室（Ａ） 432円 420円 12円 

中会議室（Ｂ） 324円 315円 9円 

集会室（和室Ａ） 108円 105円 3円 

集会室（和室Ｂ） 216円 210円 6円 

大会議室 1,080円 1,050円 30円 

開成町保健センター 

問 保険健康課 ☎84-0327 

栄養指導室 

１時間当たり 

540円 525円 15円 

母子保健室 324円 315円 9円 

機能回復訓練室 324円 315円 9円 

南部コミュニティセンター 

問 教育総務課 ☎82-5221 

体育室 

１時間当たり 

1,080円 1,050円 30円 

談話室 216円 210円 6円 

研修室 216円 1,050円 6円 

開成小学校 屋内運動場 １時間当たり 1,080円 1,050円 30円 

開成南小学校 

屋外運動場夜間照明 19時～21時 3,240円 3,150円 90円 

屋内運動場 
1時間当たり 

1,080円 1,050円 30円 

多目的ホール 1,080円 1,050円 30円 

文命中学校 

屋外運動場夜間照明 
19時～21時 

3,240円 3,150円 90円 

テニスコート夜間照明 1,080円 1,050円 30円 

屋内運動場 １時間当たり 1,080円 1,050円 30円 

学校施設使用に関するお問い合わせ 問 教育総務課 ☎82-5221 

あしがり郷「瀬戸屋敷」 

問 産業振興課 ☎84-0317 

 瀬戸屋敷  ☎84-0050 

土蔵 １時間当たり 510円 500円 10円 

駐車場       

(あじさい祭期間中のみ） 
１回当たり 510円 500円 10円 

その他の各室等、設備の使用料は変更ありません。 

福祉会館 

 

問 福祉会館(社会福祉協議会) 

        ☎83-7552 

  福祉課   ☎84-0316 

多目的ホール 

１時間当たり 

3,080円 3,000円 80円 

大広間 610円 600円 10円 

団体利用コーナー 510円 500円 10円 

その他の各室等、設備の利用料金は変更ありません。 

注：３月以前に使用の申し込みをされた場合でも４月以降の利用については

新料金が適用されます。 

 

次の施設の利用料金は変更ありません。 

施設名称 問い合わせは各施設へ     (町担当課) 

開成水辺スポーツ公園 ☎83-1331         （自治活動応援課 ☎84-0315）  

グリーンリサイクルセンター   ☎85-5020              （環境防災課   ☎84-0314） 

自転車等駐車場   ☎82-8500              （環境防災課   ☎84-0314） 

 

その他の料金変更：詳細は担当課へお問い合わせください。 

〇町有バス利用の際の燃料費負担金     問 総 務 課 ☎84－0310  
〇放置自転車等移動保管手数料       問 環境防災課 ☎84－0314 



町議会定例会３月会議 
 
 

日 時 ３月４日（火）から（各日９時から） 
場 所 役場３階 議場 
内 容 一般質問、条例改正、平成 26年度当初予

算など 
※一般質問とは議員が町の行政全般や、業務の執行
状況、将来の方針などについて質問し町側に答弁
を求めるものです。 

※議会日程の詳細は、町ホームページでご覧いただ
けます。 
 

一般質問の概要   
＜３月４日（火）実施予定＞ 
１．菊川 敬人 議員 
① 人口増加が及ぼす行財政への影響は 

２．山田 貴弘 議員 
① 自主財源確保による公共の可能性を探る 

３．小林 秀樹 議員 
① 開成から五輪選手を、実現に向けた取組みは 
② 町民のシンボルとなるような町舎(庁舎)建設を 

４．茅沼 隆文 議員 
① 開成町の地域ブランド戦略の構築を求める 

５．佐々木 昇 議員 
① 開成水辺スポーツ公園及び周辺の整備について 

６．下山 千津子 議員 
① 健康寿命の延伸に向けて 
② 本町における男女共同参画社会の推進について 

＜３月５日（水）実施予定＞ 
７．高橋 久志 議員 
① 小学校調理業務の民間委託は取りやめよ 

② 子宮頸
けい

がんワクチン接種とノロウイルス対策は 

８．吉田 敏郎 議員 
① 土曜日に学びの場を設け地域連携で多様な

価値観を持てるような子育てを 
９．前田 せつよ 議員 
① 子ども達の安心安全の環境づくりを 

 
問 議会事務局 ☎８４－０３２３  

休日臨時窓口を開設します 
～転入・転出などの手続きができます～ 

 
 

開設日時 ３月 22日（土）、３月 30日（日） 

両日とも８時 30分～12時 
 

受け付けできる業務 

開設する窓口 主 な 業 務 

税務窓口課 

☎８４-０３１３ 

住民異動届（転入・転出・転居）、

住民票の写しの交付、戸籍関係の証

明、印鑑登録、印鑑証明 

原動機付自転車（50～125cc 以下）

の登録及び廃車、諸税証明 

環境防災課 

☎８４-０３１４ 

犬の登録事項の変更、し尿処理（く

み取り）諸手続き、ごみの分け方、 

出し方案内、【粗大ごみ収集申し込

みは受け付けしません】 

上下水道課 

☎８４-０３１９ 

水道開閉栓受け付け、上下水道使用

料納付関係 

福祉課 

☎８４-０３１６ 

児童手当、小児医療、児童扶養手当

の届け出、各種障害者手帳の届け出

（身体・療育・精神医療福祉）、自

立支援医療 

保険健康課 

☎８４-０３２０ 

介護保険関係、母子健康手帳の発

行、国民健康保険関係 

教育総務課 

☎８２-５２２１ 

幼稚園入園手続き、小中学校転入

学・新入学手続き 

出納室 

☎８４-０３１８ 
各税・料金などの納入 

 
※受け付けできない業務がありますので、事前に 

電話などで各担当課にご確認ください。 
 

問 税務窓口課 ☎８４－０３１３ 

県事務所再編・統合 
 

３月 31日まで ４月１日から 

足柄上県税事務所管理課  

☎８３-５１１１（代） 

小田原県税事務所 小田原市荻窪 350-1 ☎３２-８０００（代） 

※県西地域２市８町（小田原市、南足柄市、足柄上郡中井町、大井町、松田町、

山北町、開成町、足柄下郡箱根町、真鶴町、湯河原町）を新たな所管区域と

して業務を開始します。 

※県税事務所再編統合の詳細は、インターネット、神奈川県ホームページ内「県

税便利帳」にも掲載しています。 

足柄上保健福祉事務所 

管理企画課 

☎８３－５１１１（代） 

小田原保健福祉事務所足柄上センター 

吉田島 2489-2（足柄上合同庁舎）☎８３－５１１１（代） 

※業務内容や所在地に変更はありません。 

足柄上教育事務所 

☎８３－５１１１（代） 

県西教育事務所（一部の指導課業務を除く）  

小田原市荻窪 350－1(小田原合同庁舎) ☎３２-８０００（代） 

※業務内容に変更はありません。(教育事務所は、県教育委員会の出先機関で、

主に公立小・中学校教職員の人事、給与、研修、教育に関する指導助言を行

っています) 
 



自衛隊の徒歩行進訓練の実施 
 

災害対処能力の向上と、関係機関及び地域住民と
の連携強化のため、自衛隊駒門駐屯地第１高射特科
大隊による徒歩行進訓練が実施されます。 

当日は戦闘服、ヘルメット、背嚢
は い の う

を装備した自衛 

隊員が町内を歩いて行進訓練を行います。 
 

月 日 ３月 11日（火） 
 

開成町内を通過するルート及び通過時間（目安） 
松田町（新十文字橋）→ 開成町内８時 30分頃から 

９時 15分頃まで【足柄上合同庁舎～開成町役場前
～吉田島交差点～開成駅前～開成南小学校前】→ 
南足柄市 
 

問 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１-14-９ＮＴビル３Ｆ） 

 

自治会総会の日程 
 

自治会は、地域で暮らす人たちが、助け合い、住

みよい町づくりを目指して組織されています。 

町では多くの町民の皆さんが自治会に加入し、

様々な活動に参加されています。 

次の日程で各自治会の総会が開催されますので、

多くの皆さんの参加をお願いします。 
 

自治会名 日  時 場  所 

岡 野 ３月 23日(日)13時 30分～ 岡野老人憩の家 

金井島 ３月 23日(日)13時 30分～ 金井島公民館 

上延沢 ３月 23日(日)13時 30分～ 上延沢自治会館 

下延沢 ３月 23日(日)13時 30分～ 下延沢自治会館 

円 中 ３月 23日(日)13時 30分～ 円中自治会館 

宮 台 ３月 16日(日)13時 30分～ 宮台老人憩の家 

牛 島 ３月 23日(日)13時 30分～ 牛島自治会館 

上 島 ３月 23日(日)13時～ 上島公民館 

河原町 ３月 30日(日)10時～ 河原町公会堂 

榎 本 ３月 23日(日)13時 30分～ 榎本公会堂 

中家村 ３月 23日(日)13時 30分～ 中家村公民館 

下 島 ３月 16日(日)15時～ 下島自治会館 

パレット 

ガーデン 
３月 23日(日)10時～ 

パレットガーデン

共用棟 

 

問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

開成町都市計画道路見直しに関する説明会開催・ 
見直し素案に対する意見を募集 

 

現在、本町の都市計画道路の約６割が整備済・整備中ですが、長期間の未整備の区間もある中で、少子・

高齢化などの社会情勢の変化があり、これからのまちづくりの方向性として、都市計画道路の見直しが必要

となっています。このたび、神奈川県が策定した「都市計画道路見直しのガイドライン」を基に、見直しの

素案を作成しました。 

 
 説明会の日時・場所 ３月 14日(金)  19時から  町民センター３階 大会議室 

意見の募集期間 ３月 20日（木）まで 
素案の閲覧方法  

街づくり推進課または町ホームページ 
意見を提出できる方  

町内に在住、在勤、在学の方 
意見の提出方法  

①郵便 ②電子メール ③ＦＡＸ ④直接持参 

※所定の「意見提出用紙」を使用してください。 

用紙は窓口で受け取るか、町ホームページから 

ダウンロードしてください。 

※提出されたご意見に対して、個別に回答は 

しません。 

提出先 〒258-8502 開成町延沢 773 

開成町まちづくり部街づくり推進課 

FAX ８２－５２３４ 

     matika@town.kaisei.kanagawa.jp 

 

申 問 街づくり推進課 ☎８４－０３２１ 

足柄上

合同庁舎

至新十文字橋

役場

マックス

バリュ

マクド

ナルド

開成駅

至 足柄紫水大橋

開成南

小学校

至 南足柄市

休止点

足柄上合同庁舎

８時30分着

至 足柄大橋

mailto:matika@town.kaisei.kanagawa.jp


開成町自転車等駐車場の利用申し込み 
 
通勤・通学などで開成駅を利用するときには「開

成町自転車等駐車場」をご利用ください。手続きは、

管理事務所で行っています。 
 

利用料金 １日利用 自転車       100円/回 

         原動機付自転車   200円/回 

定期利用 自転車（学生）   900円/月 

          自転車（一般） 1,200円/月 

         原動機付自転車 2,300円/月 
定期手続きに必要なもの 

新 規 定期利用申請書、利用料金、自転車又は

原動機付自転車(利用車両の確認のた

め)、学生の場合は学生証の写し 

継 続 継続利用申請書、利用料金、自転車又は

原動機付自転車(利用車両の確認のた

め)、学生の場合は学生証の写し 

※月極利用を継続される方は、必ず契約期間満了前

に手続きをしてください。継続の手続きをしてい

ない自転車は、町条例の規定により撤去する場合

があります。（この場合、返還には手数料がかか

ります） 

新規定期利用申し込みについて 

・定期利用の新規申し込みは駐車スペースがあれ

ば随時受け付けています。 

・満車の場合は、管理事務所窓口で「空き待ち申

込」（予約）をして順番をお待ちいただきます。 

・最新の空き状況については、管理事務所にお問

い合わせください。 
 

申 問 指定管理者 サイカパーキング株式会社 

開成町自転車等駐車場管理事務所 

吉田島 4362（開成駅前公園内） 

☎８２－８５００ 

(年末年始を除く６時 30分～19時 30分） 

開成町入札参加資格認定登録をしていない方へ 

小規模工事入札参加登録の受け付け  
町内で営業をしている個人又は法人事業者（建設

業などの許可を有していない方を含む）で、町有施

設（道路、建築物など）の小規模工事（簡易な修繕

などの 130万円以下の工事）の請負を希望する方

は、事業者登録申請をしてください。 

申請書などは、財務課で配付しています。 

登録有効期間 ４月１日～翌年の３月 31日 

申請期間   ３月３日（月）～31日（月) 

（年度途中でも随時受け付けます） 

申請場所    役場２階 財務課 

申請条件  

・開成町入札参加資格認定登録をしていない方 

・町内に居住している個人又は本店のある法人 

・引続き１年以上事業を営んでいること 

・町税を完納していること 

・登録希望工事の実績があること 

その他 提出書類などの詳しいことは、財務課で配

付する申請書などを参照してください。 
 
申 問 財務課 ☎８４－０３２２ 

バイク・軽自動車をお持ちの方へ 
 
軽自動車税は毎年４月１日現在の所有者に税金

がかかります。乗らなくなったり、他の方へ譲渡し

たりした場合は、忘れずに廃車などの手続きをして

ください。 
 

対 象 

①原動機付自転車（50～125cc以下） 

及び小型特殊自動車（農耕作業用を含む） 

②軽自二輪車（125～250cc以下） 

③自動二輪車（250ccを超えるもの） 

④三輪、四輪の軽自動車 

手続きに必要なもの 

・町で取り扱う原付、小型特殊自動車については 

ナンバー(標識)、標識交付証明書、認印 

・他の車両については管轄している各協会などへ 

確認してください。 

問 原付、小型特殊自動車について 

   税務窓口課 ☎８４－０３１３ 

  軽自、自動二輪車について 

   湘南自動車検査登録事務所 

   ☎０５０－５５４０－２０３８ 

三輪、四輪の軽自動車について 

   軽自動車検査協会 神奈川事務所湘南支所 

☎０４６３－５４－８８２５ 

御殿場線スタンプラリーを開催 
 
御殿場線沿線市町で組織する御殿場線利活用推進

協議会では、御殿場線の駅や沿線の観光施設でスタン

プラリーを開催しています。 

スタンプを５個集めた方の中から抽選で 300 人に

記念品をプレゼントします。 

詳しくは、ホームページ「ごてんばせんネット」を

ご覧ください。 

 

日 時 ３月 20日（木）まで 

 
問  企画政策課 ☎８４－０３１２  
HP  http://www.gotembasen.net/ 



３月の蔵ひろば 
 
「蔵ひろば」は近隣のおはなしサークルによる 

楽しいおはなし会です。 
 

日  時 出演者(所属) 

３月 22日（土） 

13時 30分～ 
ぱたぱたママ（開成町） 

 

場 所 瀬戸屋敷 
内 容 大型絵本、紙芝居、ペープサートなど 
費 用 無料 
※申し込みの必要はありません。 
※どなたでも自由にご参加ください。 
 

問 あしがり郷瀬戸屋敷 ☎８４－００５０ 

夜間照明の利用について 
 

文命中学校のグラウンド・テニスコート、開成南

小学校のグラウンドの夜間照明施設を一般開放し

ます。 
 

開放期間 ４月１日（火）～11月 30日（日） 

(月曜日を除く) 

開放時間 19時から 21時までの２時間 

 使用料 文命中学校グラウンド  3,240円 

    文命中学校テニスコート 1,080円 

開成南小学校グラウンド 3,240円 

団体登録 利用するためには団体登録が必要ですの 

で、教育総務課へ「学校利用団体登録申請 

書」「学校施設使用団体会員名簿」を提出 

してください。(用紙は教育総務課にあり 

ます) 

団体登録の有効期間は、団体登録の許可を 

受けた年度内です。 

利用できる団体 

スポーツ又はレクリエーション活動を目

的とする社会教育団体 

利用できる種目 

 

申込方法  

利用日の２か月前から利用日の前日まで随時

受け付けます。 
 

受付時間 受付場所 

平日８時 30 分～16時 30分 教育総務課 

平日(月曜日を除く) 
16時 30分～20 時 30分 町民センター

管理人室 土･日･祝日 
８時 30分～20時 30分 

 
※電話での予約や当日の申し込みはできません。 

 
 

申  教育総務課   ☎８２－５２２１  
問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

文命中学校グラウンド 
軟式野球、サッカー 

ソフトボール 

文命中学校テニスコート  ソフトテニス  

開成南小学校グラウンド サッカー、ソフトボール 

あしがり学校 シニアコース 

～身近なところにも こんな発見が～ 

 
※「縄文時代とどんぐり」は、新年度４月に体験事業

を含めて①に引き続き②・③を実施する予定です。 

 
時 間 各 13時 30分～15時 30 分 
場 所 瀬戸屋敷 土蔵 
定 員 各回 40人 

(定員になり次第締め切り) 
費 用 無料 
申 込 ３月４日(火)から 

 

申 問 あしがり郷 瀬戸屋敷  

☎８４－００５０ 

 月 日・内 容 講 師 

１ 

３月 18日 (火) 

「河村城」 

平安時代末期の築城といわ

れるこのお城。どんな城でど

んな役割を果たしたのでし

ょうか。 

山北町文化財

保護委員長 

茂木 哲夫さん 

２ 

３月 22日(土) 

「富士山をもっと知ろう」 

世界遺産となった富士山を多

方面からながめてみれば― 

小山町生涯 

学習課 

金子 節朗さん 

３ 

３月 25日(火)  

「縄文時代とどんぐり」① 

縄文人にとって主食の一つ

であった「どんぐり」が現代

によみがえる。 

まち・ふく就労

継続支援Ａ型

事業所 

平賀 国雄さん 



重度身体障害者自動車燃料費 

助成事業の年度内精算の請求 
 
請求は、年度内に手続きをしてください。 
 

対 象 平成 25年度中に自動車燃料費助成の認定 

を受けた方 

申請方法 ３月 31日（月）までに領収書の原本と一 

緒に自動車燃料費助成金請求書を提出して 

ください。 

※４月１日以降の提出は、助成の対象となりません。 

 

申 問 福祉課 ☎８４－０３１６ 

４月から身体障害者手帳の 

認定基準が変わります 
 

心臓ペースメーカーや人工関節などの埋めこみ

手術をした方の認定基準が変わります。 

変更後の認定基準は４月１日以降に申請された

方から適用されますが、３月末までに診断書・意見

書を作成された方は、６月末までに申請すれば従来

の基準で認定されます。 

 

問 県立総合療育相談センター 地域企画課  

☎０４６６―８４―５７００ 

障がいのある方のための相談室 
 
障がいのある方やそのご家族が生活で困ってい

ること、悩んでいることなど、様々な相談を受け付

けます。 
 

日 時 ３月 18日（火）14時～16時 

場 所 町民センター１階 健康相談室 

費 用 無料 

相談員 自立サポートセンタースマイルの相談員 

※自立サポートセンタースマイルは町の委託を受

け、障がいのある方の生活相談や、仲間作りの場

所の提供などを行っています。 
 

問 福祉課 ☎８４－０３１６ 

 

消費者被害未然防止講座 
～知ろう！悪質商法から身を守るために～ 
 
悪質商法に関する情報や対処の仕方などを学び

ます。 
 

日 時 ３月 18日（火）13 時 30分～15時 

場 所 町民センター２階 中会議室Ａ 

講 師 消費生活コンサルタント 佐伯 光
みつ

徳
のり

さん  

対 象 町民の方 

定 員 40人(定員になり次第締め切り) 

費 用 無料  

申 込 ３月３日（月）から 14日（金）までに 

電話又は直接、産業振興課へお申し込み 

ください。 
 

申 問 産業振興課 ☎８４－０３１７ 

第８回神奈川県障害者スポーツ大会 参加者募集 
 

対 象 種 目 日 時 場   所 申込期限 

知的 

障害者 

ボウリング 
４月６日（日） 
９時 30分開会 

湘南とうきゅうボウル 
（藤沢市遠藤） 

３月 12日（水） 

フライングディスク 
４月 27日(日) 
10 時開会 

秦野市中央運動公園 陸上競技場 
(秦野市平沢) 

３月 12日（水） 

陸上競技 (※1) 
５月 11日（日） 
９時 30分開会 

県立体育センター陸上競技場 
（藤沢市善行） 

３月 19日（水） 

身体 

障害者 

アーチェリー  (※2) 
４月６日（日） 
10 時開会 

神奈川県総合リハビリテーションセンター 
アーチェリー場（厚木市七沢） 

３月 12日（水） 

フライングディスク 
４月 27日(日) 
10 時開会 

秦野市中央運動公園 陸上競技場 
(秦野市平沢) 

３月 12日（水） 

陸上競技 (※1) 
５月 18日（日） 
９時 30分開会 

県立体育センター陸上競技場 
（藤沢市善行） 

３月 19日（水） 

 

(※１)100ｍ走、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ（身体障害者のみ）、ジャベリックスロー（やりの代わり

にポリエチレン製の用具で飛距離を競う競技）など 

(※2)弓矢具及び防具などを用意してください。 
 
※参加を希望される方は電話などで申し込んでください。 

 

申 問 福祉課 ☎８４－０３１６ FAX ８５－３４３３ 



成人の風しん予防接種費用の一部を助成 
 
免疫のない女性が妊娠初期に風しんにかかると、

赤ちゃんに難聴や心疾患・白内障などの障害が出る

「先天性風しん症候群」になる可能性があります。  

町では予防接種の費用の一部を補助しています。 
 

対 象 ①妊娠を希望する女性 

②妊娠している又は妊娠を希望する女性の

配偶者 

接種医療機関 

  足柄上医師会、小田原医師会の予防接種 

契約医療機関 
 

問 保険健康課 ☎８４-０３２７ 

開成歩こう会  
 
松田山ハーブ園へ河津桜を見に出かけます。友達

を誘って、ウォーキングを楽しみましょう。 
 

日 時 ３月 11日（火）※雨天中止 

    ９時 30分～11時 30分(集合９時 30分) 

集合・解散 町民センター前 

対 象 町内在住、在勤の方 

費 用 無料 

持ち物 飲み物、帽子、タオルなど 

申 込 当日集合場所で受け付けます。 

運 営 健康普及員ＯＢあゆみ会 
 

問 保険健康課 ☎８４-０３２７ 

こども心の相談日 
 
乳幼児期のお子さんの発達や接し方、言葉や学校

など集団生活の心配、家庭での親子関係の悩み、思

春期の拒食や過食、子どものサインへの保護者の対

応の仕方など、相談を受け一緒に考えます。 
 

日 時 ３月 18日（火） 

①13時 15分～14時 ②14時 15分～15時 

③15時 15分～16時 

※相談時間は一人あたり約 45分です。 

場 所 保健センター 

対 象 ０歳から 18歳までのお子さんがいる保護者 

費 用 無料   

相談員 臨床心理士、保健師 

申込方法 電話又は直接お申し込みください。 
 

申 問 保険健康課 ☎８４-０３２７ 

開成町介護者のつどい 
 
介護している中で、悩んだり、不安に思ったりす

ることなど、一人で抱え込まず、介護をしている方
同士で日頃の思いを語り合いませんか。 
 

日 時 ３月 26日（水）13 時 30分～15時    

(受付 13時 15分から) 

場 所 保健センター（町民センター１階） 

機能回復訓練室 

対 象 家族を介護している方 

費 用 無料 

持ち物 筆記用具、アンケート記入があるので必要 

な方は眼鏡
め が ね

 

申 込 保険健康課に電話又は直接お申し込み 

ください。 
 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２０ 

お子さんの予防接種はおすみですか？ 
お子さんの予防接種状況を母子健康手帳で確認し、受けていないものがあれば早めに接種しましょう。 
費用 無料 

ただし、接種対象時

期が過ぎると有料に

なります。 

接種医療機関 

 足柄上医師会、小田

原医師会の予防接

種実施医療機関 

※詳しくは、接種予定の医

療機関にお問い合わせ

ください。 
 
問 保険健康課   

  ☎８４－０３２７ 

 

ワクチンの種類 接種時期 

二種混合 
ジフテリア 
破 傷 風 

２期 
11～12歳 

二種混合（ジフテリア・破傷風）の追加接種１回 

麻しん（はしか） 

風しん 混 合 
 
 

１期 生後 12か月（１歳）～24か月（２歳） 

２期 

小学校入学前の１年間 

（平成 19年４月２日～平成 20 年４月１日生まれ） 

※平成 26年３月 31日までに受けてください。 

※それぞれ１回ずつ接種 

日本脳炎 

１期 生後６か月～７歳６か月（標準接種年齢：３歳） 

２期 

９歳～12 歳 

※特例：平成７年４月２日から平成 19 年４月１日ま

でに生まれた方は、接種の差し控えにより日本脳炎

の予防接種を受ける機会を逃している可能性があ

ります。特例として、接種することができるのでか

かりつけ医にご相談のうえ接種してください。 



開成ジュニアアンサンブル“ブルーバーズ” 

第３回スプリングコンサート 
 

開成町の小学生によるジャズオーケストラの演奏

会です。大人も子どもも楽しめるような演奏を目指し

ています。お気軽にご来場ください。 
 

日 時 ３月 16日（日）14時開演 

場 所 福祉会館多目的ホール 

曲 目 「Ａ列車で行こう」「イン・ザ・ムード」 

「ムーンライト・セレナーデ」ほか 

ゲスト グルーヴィン・サウンズ・オーケストラ 

入場料 無料 

後 援 開成町教育委員会 

※駐車場に限りがありますので、できる限り公共交

通機関や自転車、徒歩などでご来場ください。 
 

問  開成ジュニアアンサンブル代表 本澤 尚之 

 ☎８２－９５６５ 

生 涯 学 習 講 座 
 
歴史講座② 
 

開成町シリーズ（14）「開成町のまわりの山」 

好評の町の歴史エピソード第 14 弾です。開成町

は三方を山々に囲まれています。山を通して様々な

思いを巡らせてみませんか。大勢のご参加をお待ち

しています。 
 

日 時 ３月 24日(月) 13 時 30分～15時 

場 所 町民センター２階 中会議室Ａ 

内 容 ①役場の屋上からまわりの山々をながめる 

    ②それぞれの山の名前とそのいわれ 

 ③それぞれの山にインタビュー 

    ④「ふるさとの山」とはどんな山？ 

 ⑤リオデジャネイロはどの山のむこう？ 

講 師 開成町文化財保護委員長 

井上 東亜
はるつぐ

さん 

定 員 40人（申し込み順） 

持ち物 筆記用具 

費 用 無料 

申 込 ３月３日(月)から電話又は直接お申し 

込みください。 
 

※講座は５人以上の申し込みがあったときに
実施し、定員になり次第締め切ります。中止
のときは申込者に連絡します。 

 

申 問 教育総務課 ☎８２－５２２１ 

（土・日・祝日を除く８時 30 分～17 時） 

丸太の森情報 
【花紀行 里山の春を楽しむ】 
 
春を告げる１万株のカタクリが、３月下旬からか

れんな花を見せてくれます。カタクリ、フクジュソ

ウ、ユキヤナギ、オキナグサ、ヤマザクラ、クマガ

イソウなど、色々な山野草が花開くこの時期、里山

の春を楽しんでみませんか。 

日 時 ３月 15日(土) ～４月６日（日） 

９時～16時（月曜日、祝日の翌日は休園）  

場 所 足柄森林公園 丸太の森  

費 用 無料（入園料は別途必要） 

※申し込みは必要ありません。 

※いずれの花々もその年の気候により見頃の時期が

異なりますので、お問い合わせください。 
 
問 足柄森林公園 丸太の森管理事務所 

  ☎７４－４５１０ 

戸  籍  の  窓 

お悔やみ申し上げます 
 

２月１日から２月 15日までに届け出のあった方（敬称略） 

希望された方のみ掲載しています。 

 

氏   名 性別 年齢 世帯主名 地 区 

小宮
こ み や

 美智子
み ち こ

 女 ９２ 將紀 宮台 

伊藤
い と う

 守
まもる

 男 ７５ 本人 下島 

平成 26 年度版  

開成町民カレンダーを発行 
 
ごみの収集日、健康カレンダー、各種行事などを

掲載しています。自治会に加入されている方は自治

会経由で配布します。自治会に加入されていない方

や、複数必要な方には、自治活動応援課(役場１階)

で配布します。 
 

 発行日 ３月 14日（金） 
 

問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 
 

編集・発行 開成町町民サービス部自治活動応援課 
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