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パブリックコメントを実施しています 
～介護保険法改正に伴う町条例の 

改正について意見を募集します～ 
 

４月１日から施行の改正介護保険法で、小規模通

所介護事業が、地域密着型サービスに位置づけられ

ました。これに伴い、関連する２つの町条例の改正

を予定しています。その改正案を作成するため、と

りまとめた町の考え方に対し、皆さんからのご意見

を募集します。 

 

意見を提出できる方 

・町内に在住、在勤、在学の方 

・町内に事務所又は事業所を有する方 

意見の募集期限 ４月８日（金）まで 

閲覧方法 保険健康課の窓口及び町ホームページ 

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 

保険健康課介護保険担当 

 FAX８５－３４３３ 

 hokenka@town.kaisei.kanagawa.jp 

 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２０ 

開成町民活動応援事業の募集 
 

この事業は、協働のまちづくりを促進することを

目的に、町が資金的な支援をする制度です。公共の

利益に寄与する自主的・自発的な活動を応援します。 

 

募集期限 ５月２日（月）まで 

申請できる団体 開成町を中心に多くの町民の利益になる

活動を行い、今後も継続する見込みのあ

る３人以上の町民（町内に在学、在勤、

在活動をする方を含む）で構成する、営

利を目的としない団体 

対象となる事業 地域が抱える課題解決などに向けて新規

に取り組む事業で、多くの町民の利益に

なる事業 

補助金額 １事業につき同一年度内に１回限り  

スタートアップコース（新規に申請する団体） 

10万円を上限とします。 

ステップアップコース（助成実績がある団体） 

５万円を上限とします。 

申込方法 必要書類を自治活動応援課へ提出してく 

ださい。 

審 査 会 ５月 28日（土）予定 

     申請受付団体を対象に書類審査及び  

ヒアリングによる審査・選考をします。 

 

※この事業は、平成 29 年度までを時限として実施

します。 

※必要書類は、自治活動応援課や福祉会館で配布し

ています。また、町ホームページからもダウンロー

ドできます。 

 

申 問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

町民センター図書室 休室のお知らせ 
 

蔵書整理のため休室します。ご不便をおかけしま

すが、ご協力をお願いします。 

 

蔵書点検期間 ４月 19日（火）～22日（金） 

※返却本は、町民センター２階入口の図書返却ポス 

トへお返しください。 

※４月 23日（土）10時から開室します。 

 

問 教育総務課 ☎８２－５２２１  



「開成町あんしんメール」に 
ご登録ください 

 

町では、平成 26 年 12 月から防災・防犯などの

情報を「開成町あんしんメール」として携帯電話

にメール配信しています。ぜひご活用ください。 

 

配信情報 

 防災気象情報、不審者・振り込め詐欺情報、行方

不明者情報など 

登録方法 

 登録用メールアドレス「irzb2468＠machicomi.jp｣ 

に空メールを送信すると、登録用メールが送られま

す。指示に従い登録してください。 

また、スマートフォンを利用されている方は専用

アプリを利用することもできます。その場合、登録

用メールからアプリ用ＵＲＬにアクセスし、専用ア

プリをダウンロードしてください。 

 

※ドコモやａｕ、ソフトバンクに対応している携帯

端末で登録できます。その他の会社の携帯端末は

非対応の場合があります。 

※迷惑メール対策をしている方は、ドメインに「＠

machicomi.jp」を加えてから登録してください。 

※町からの情報は「まち COMI」を運営している事

業所が配信します。メール受信には１回３円程度

の費用がかかります。また、事業所から定期的に

送信されるアンケートへの回答は任意ですが、別

途通信料がかかります。 

※教育委員会で行っている「不審者情報等メール配 

信サービス」とは別に登録が必要です。 

 

 問 環境防災課 ☎８４－０３１４ 

平成 28 年度 登校指導の予定 

～開成町学校・地域安全推進事業～  
 
町では、地域・学校・保護者が一体となって、

子どもたちの安全を守るために、様々な取り組み

を実施しています。その一つとして、今年度も毎

月１日と 15 日に、児童生徒の登校時間に合わせ、

地域の関係機関の方々、ＰＴＡの協力により、登

校指導（防犯指導、交通安全指導、あいさつ運動）

を実施します。 

 

 実施予定日  

【１学期】  

４月５日（火）、15日（金）、５月２日（月）、16日（月） 

６月１日（水）、15日（水）、７月１日（金）、15日（金） 

【２学期】 

９月１日（木）、15日（木）、10月町重点日、17日（月） 

11月１日（火）、15日（火）、12月１日（木）、15日（木） 

※10月の 1回目は秋の交通安全運動町重点日に

行います。 

【３学期】  

１月10日（火）、16日（月）、２月１日（水）、15日（水） 

３月１日（水）、15日（水） 

時 間 ７時 10分～８時 

（地区によって時間が異なります） 

※この日以外でも、登下校時間帯に犬の散歩、買い

物、ウォーキングなどをかねて、子どもたちの安

全を見守ってください。 

※各団体による登校指導も１日と 15 日が中心です

が、日程を分散することで、日々の子どもたちの

見守りができるようにご協力をお願いします。 
 

問 教育総務課 ☎８２－５２２１ 

育英奨学金の奨学生募集 
 
町では、高校生を対象にした育英奨学金制度を設

けています。無利息の貸し付けです。ご希望の方は
お申し込みください。 
 

貸付資格 町内に在住する成績優良な高校生で、就学

が困難な方 

貸付期間 高等学校在学中の３年間 

貸付金額 月額 12,000円～20,000 円で希望する額 

返還期間 貸付期間終了月の翌月から６か月経過し

た後、８年以内に返還 

返還方法 年賦、半年賦又は月賦のいずれかの均等償還 

返還猶予 大学などに在学する期間は、返還の猶予

申請ができます。 

申込期限 ４月 20日（水）まで 

申込方法 教育総務課にある申込用紙（奨学生願書、

奨学生推薦書）に必要事項を記入して、提

出してください。 
 
申 問 教育総務課 ☎８２－５２２１ 

工事のお知らせ 
 

開成駅前第２公園内に設置しているロマンスカー

の車両塗装及びテント撤去工事を行います。工事後

は車体外観をいつでも見ることができるようになり

ます。 

なお、車内開放は、今まで通り毎月第２・４日曜

日、あじさいまつり期間及び夏休み期間です。 

 

期 間 ４月 11日（月）～28日（木）（予定） 

    ８時 30分～17時  

※日曜日は休工 

 場 所 開成駅前第２公園内 

 

問 街づくり推進課 ☎８４－０３２１ 



介護相談員の募集 
 
介護相談員は、介護施設などを訪問し、入所者や

その家族から相談を受けて日ごろ感じている疑問

や困りごと、また職員に直接言いにくいことを施設

へ伝えるなど、入所者や家族と施設との「橋渡し」

の役割を担います。 
 

募集人数 若干名 

１次選考（書類審査）及び２次選考（面接）を行っ

たうえ、決定します。謝礼は活動月ごとに支払い

ます。 

応募期限 ４月４日（月）～４月 20日（水）17時 

応募資格 次の全てを満たす方 

・町内在住の方 

・40歳以上の方 

・車の運転ができる方 

・介護サービス事業の役員または従業員でない方 

・月２～４回程度の活動ができる方 

・県が実施する介護相談員養成研修を受講できる方 

（７月～９月に横浜での研修が数回。研修にか

かる自己負担なし。） 

・町が実施する研修を受講できる方（７月～８月

のうち数回） 

 申 込 保険健康課にある応募用紙に記入し、直接

提出してください。 
 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２０ 

第 36回 自治会対抗 
男子ソフトボール大会 

  
日 時 ４月 10日（日）８時 30分から 

※雨天の場合４月 24日（日）に順延 

場 所 開成水辺スポーツ公園軟式野球場・ソフト

ボール場 

対 象 町内在住の 25歳以上の男子 

    各自治会（地区）２チーム以内 

参加費 １チーム 2,000円（スポーツ保険料含む）

主 催 町体育協会 
 

申 問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

幼児テニス教室 
 
日 時 ４月 29日（金・祝）10時～12時 

雨天決行 

場 所 開成グリーンテニスクラブ 

（宮台 1070-1） 

講 師 町体育協会硬式テニス部 

特別講師 開成グリーンテニスクラブコーチ 

対 象 町内在住の３～５歳児（必ず保護者が付き

添ってください。） 

定 員 20人 

費 用 500円（保険代、コート代、ボール代など） 

その他 ラケットは無料で貸し出します。 

主 催 町体育協会 
 
申 問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

ゆる体操の出張指導のお知らせ 
 

ゆる体操は、「プラプラ」「フワーッ」と出す自然

な呼吸法で、体をほぐすやさしいストレッチです。

体を無理に伸ばしたり曲げたりしませんので安心

して実施できます。このたび、ゆる体操をやってみ

たい団体に開成ゆる体操の会の指導員が出向き、出

張指導を始めます。ぜひご利用ください。 
 

日 時 団体と調整します。（５月１日～３月 31 日

まで） 

※ゆる体操の出張指導は１時間です。 

講 師 開成ゆる体操の会の皆さん 

対 象 町内在住、在勤の方で構成される団体（５

人以上 20人以下） 

費 用 指導料は無料（ただし、会場の確保などは

団体負担になります。） 

持ち物 水分補給のための飲み物、運動できる服装 

申 込 開催希望日の１か月前までに、団体の代表

者がお申し込みください。 
 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２７ 

第 10回県障害者スポーツ大会 
参加者募集 

 
参加希望者は福祉課へお申込みください。 

 
卓球・サウンドテーブルテニス競技会 

（身体・知的障がい者） 
 

日 時 ６月 12日（日） 

場 所 寒川総合体育館 

申込期限 ４月 25日（月） 

※卓球競技参加者はラケット、サウンドテーブルテ

ニス競技参加者はアイマスク、ラケットを用意し

てください。 
 
水泳競技会（身体・知的障がい者） 

 

日 時 ７月３日（日） 

場 所 さがみはらグリーンプール 

申込期限 ５月 16日（月） 

※競技参加者は、水泳帽を用意してください。 

   
申 問 福祉課 ☎ ８４－０３１６ 



平成28年度 国民健康保険税、介護保険料、 
後期高齢者医療保険料を仮徴収します 
 

国民健康保険税と介護保険料は６月、後期高齢者医療

保険料は７月に年間保険税（料）を計算します。したが

って、４月・６月・８月は確定した保険税(料)での徴収

ができないため、暫定保険税（料）で徴収します。 

なお、保険税（料）の総額は、国民健康保険税と

介護保険料は６月中旬、後期高齢者医療保険料は７

月中旬に送付する通知でご確認ください。 
 

○普通徴収（納付書や口座振替で納付）の方 

仮徴収はありません。６月、７月に保険税（料）

額が決定してからの納付になります。 

○特別徴収（年金から天引き）の方 

２月分を特別徴収でお支払いの方で４月以降

も特別徴収該当の方は、２月に年金から天引き

された額と同じ金額が、４月・６月・８月の年

金から差し引かれます。なお、仮徴収の通知は

送付しません。 

※介護保険料は６月に確定後、８月の天引き額

を変更する場合があります。 

○４月から新たに特別徴収に切り替わる方 

27年度の保険税（料）額（26年中の所得で算

定）を基に計算した金額を仮徴収します。仮徴

収額決定通知書を４月上旬に送付します。 
 

問 保険健康課 ☎８４－０３２４（国保・後期） 

     ☎８４－０３２０（介護） 

国民健康保険の手続きについて 
 
会社を退職された方や、新たに会社に就職され

た方は国民健康保険の手続きが必要な場合があり

ます。忘れずに手続きをしましょう。 
 
〇国民健康保険の加入に必要なもの  

・資格喪失連絡票（証明書）など（勤務先の会社で

発行されるもの）  

・印かん 

・本人が確認できるもの（運転免許証など）  

・個人番号通知カード 

※国民健康保険の加入が遅れた場合、前の健康保険

の資格が喪失した時までさかのぼり国民健康保

険税をお支払いいただきます。 
 
〇国民健康保険の脱退に必要なもの  

・勤務先の保険証（加入された方全員分） 

・国民健康保険の被保険者証（脱退する方全員分） 

・印かん 

・本人が確認できるもの（運転免許証など） 

・個人番号通知カード 

※勤務先の健康保険に加入した場合に手続きをし

ないままでいると、勤務先の保険料と国保の保険

税と二重に負担することになります。忘れずに手

続きを行ってください。  

※勤務先の健康保険に加入した後、国保の被保険者

証を使って医療機関に受診されると、国保が負担

した医療費を返していただく場合があります。 

 

問 保険健康課 ☎８４－０３２４ 

後期高齢者医療制度人間ドック助成金 
 

神奈川県後期高齢者医療制度に加入している方

には、人間ドックの受検費用の一部を、２万円を上

限に助成します。 

人間ドックを受ける前に受検申請をして、町の承

認を受けることが必要です。 
 

対 象 次の全てを満たす方 

①人間ドック受検時に、神奈川県後期高齢

者医療の被保険者で開成町に住所を有す

る方 

②後期高齢者医療保険料を滞納していない方 

③同一年度内に、町が実施する特定健診、

しいがし健診、国民健康保険の人間ドッ

ク助成を受けていない方 

④健診機関が発行する検査結果を町に提出

することに同意できる方 

持ち物 後期高齢者医療の保険証、印かん 

 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２４ 

国民健康保険人間ドック助成金 
  

 国民健康保険に加入している 35歳以上 75歳未満

の方には、人間ドックの受検費用の一部を、２万円

を上限に助成します。 

人間ドックを受ける前に受検申請をして、町の承

認を受けることが必要です。 
 

対 象 次の全てを満たす方 

①人間ドック受検時に、国民健康保険に加

入している満 35 歳以上 75歳未満の方 

②国民健康保険に 1年以上加入している方 

③国民健康保険税を滞納していない方 

④同一年度内に、町が実施する特定健康診

査等を受けていない方 

⑤健診機関が発行する検査結果を町に提出

することに同意できる方 

持ち物 国民健康保険の保険証、印かん 

 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２４ 



足柄ウィンドオーケストラ 
第 14回定期演奏会 

 

 足柄地域を中心に活動している一般吹奏楽団です。

皆さんのご来場をお待ちしています。 

 

日 時 ４月 24日（日）13時 30 分から（開場 13時） 

場 所 南足柄市文化会館 大ホール 

内 容 

 １部 ヴィヴァ・ムシカ！、ケルト民謡による組

曲、マードックからの最後の手紙 ほか 

２部 サウス・ランパート・ストリート・パレード、

ザ・ドリフターズ・メドレー、サウンド・

オブ・ミュージック・メドレー ほか 

入場料 無料 

後 援 南足柄地区演奏団体連盟、小田原楽友

協会、南足柄市、中井町、大井町、山

北町、松田町、開成町の各教育委員会、

ＦＭおだわら 78.7MHz 

  

問 足柄ウィンドオーケストラ事務局 芹澤嘉博 

☎７５－１５７６（瀬戸） 

 ashigara_w_o@yahoo.co.jp 

HP http://ashigarawo.sakura.ne.jp/ 

 

 

 

 

 

 

災害時用指定井戸への登録のお願い 
 

町では、地震などの災害時における水道の断水に

備え、町内 56 世帯の井戸を災害時用指定井戸に登

録しています。 

ご自宅に、現在使用されている井戸をお持ちで、

町の災害時用指定井戸に登録されていない方は、ぜ

ひ登録をお願いします。 

登録すると、町が費用負担し、３年に１度ご自宅

の井戸水の水質検査をします。 

 

問 環境防災課 ☎８４－０３１４ 

「スミレを探して春の仙石原を歩く」 
自然観察会開催 

 

少人数班に分かれ、箱根地区パークボランティア

の案内で、新緑がまぶしい箱根の自然観察をします。 

 

日 時 ４月 29日（金・祝）※雨天中止 

集合：箱根ビジターセンター ９時 30分 

解散：箱根湿生花園 15時（予定） 

コース 箱根ビジターセンター～湖尻新橋～耕牧

舎跡（昼食）～温湯～箱根湿生花園 

［距離約８km 標高差 120m］ 

定 員 100人（定員を超えた場合は抽選） 

対 象 ６歳以上 

費 用 100円（保険代） 

持ち物 リュック、弁当、飲み物、筆記用具、野

外活動に適した服装、帽子、軽登山靴、

雨具、レジャーシート、保険証、必要な

方はストック 

申 込 ４月 19日（火）までに行事名、参加希望

者全員の住所・氏名・ふりがな・年齢・

性別・電話番号を記載し、往復はがき又

はメールでお申し込みください。 

主 催 箱根地域自然に親しむ運動実行委員会 

※当日の静岡東部の降水確率の午前、午後いずれか 

が 40％以上の場合は中止。ＮＴＴ朝５時の天気 

予報（☎０５５９－１７７）でご確認ください。 

主催者からは中止の連絡はしませんので、各自で 

ご確認ください。 

 

申 問 〒250-0522  

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 164 

箱根ビジターセンター 

☎０４６０－８４－９９８１ 

 hakone-vc@kanagawa.email.ne.jp 

第５回神奈川チェンソーアート競技大会 
 

足柄上地域で産出された間伐材などからチェン

ソーを使って木彫作品を作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。 

 

日 時 ４月 29日（金・祝） 

９時 30分～14時 30分（雨天決行） 

場 所 大野山山頂付近（山北町皆瀬川 710） 

ＪＲ御殿場線谷峨駅から徒歩約 80分 

 

問 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２２１５） 

HP http://kanagawachainsaw.blog.fc2.com/ 

 
 



   平成 28年４月１日付け 町職員の人事異動  問 総務課 ☎８４－０３１０ 

昇任     新 氏 名    旧 

部長級 行政推進部長 秋谷 勉 町民サービス部環境防災課長 

 町民サービス部参事兼税務窓口課長 鳥海 仁史 町民サービス部税務窓口課長 

課長級 町民サービス部環境防災課危機管理担当課長 渡辺 雅彦 町民サービス部環境防災課防災担当主幹 

 会計管理者兼出納室長 石井 直樹 出納室出納担当主幹 

※ 昇任は課長級以上を掲載しています。 

異動    新 氏 名    旧 

部長級 教育委員会事務局参事 加藤 順一 行政推進部長 

課長級 町民サービス部環境防災課長 山口 健一 会計管理者兼出納室長 

 まちづくり部産業振興課長 遠藤 孝一 町民サービス部環境防災課危機管理担当課長 

 まちづくり部産業振興課北部地域活性化担当課長 井上 新 まちづくり部産業振興課長 

主幹級 行政推進部総務課総務担当主幹 長谷川 智 町民サービス部税務窓口課資産税担当主幹 

 町民サービス部自治活動応援課協働推進担当兼文化・スポーツ担当主幹 土井 直美 町民サービス部自治活動応援課協働推進担当主幹 

 町民サービス部環境防災課環境担当主幹 山本 恵 教育委員会事務局教育総務課学校担当兼生涯学習担当主幹 

 保健福祉部保険健康課健康づくり担当主幹 田中 美津子 保健福祉部保険健康課保健予防担当兼健康づくり担当主幹 

 保健福祉部保険健康課介護保険担当主幹 奥津 亮一 行政推進部総務課総務担当兼秘書担当主幹 

 保健福祉部保険健康課介護予防担当主幹 小田倉 恵美子 保健福祉部保険健康課介護保険担当主幹 

 まちづくり部街づくり推進課基盤整備担当主幹 井上 昇 まちづくり部上下水道課上下水道工務担当主幹 

 まちづくり部産業振興課商工担当主幹 柳澤 玄親 まちづくり部産業振興課農政担当主幹 

 まちづくり部産業振興課農政担当兼北部地域活性化担当主幹 田代 孝和 行政推進部企画政策課企画担当兼情報担当主幹 

副主幹級 行政推進部企画政策課企画担当兼情報担当副主幹 

行政推進部総務課秘書担当副主幹 

町民サービス部税務窓口課資産税担当副主幹 

町民サービス部環境防災課防災担当副主幹 

まちづくり部上下水道課上下水道工務担当副主幹 

教育委員会事務局教育総務課学校担当副主幹 

教育委員会事務局教育総務課生涯学習担当副主幹 

教育委員会事務局子ども・子育て支援室子育て支援担当副主幹 

大石 卓哉 

遠藤 徹 

佐野 達紀 

中村 睦 

加藤 康智 

高島 大明 

小島 由紀 

頼住 順子 

行政推進部企画政策課主査 

行政推進部総務課主査 

行政推進部財務課主査 

まちづくり部産業振興課商工担当副主幹 

まちづくり部街づくり推進課基盤整備担当副主幹 

教育委員会事務局教育総務課主査 

町民サービス部自治活動応援課文化・スポーツ担当副主幹 

教育委員会事務局子ども・子育て支援室主査 

主査級 行政推進部財務課主査 

出納室主査 

川口 拓馬 

内田 光昭 

まちづくり部街づくり推進課主査 

行政推進部総務課主査（松田町派遣期間満了） 

主任主事級 行政推進部企画政策課主任主事 

行政推進部企画政策課主任主事 

行政推進部総務課主任主事 

町民サービス部自治活動応援課主任主事 

町民サービス部税務窓口課主任主事 

教育委員会事務局教育総務課主任主事 

渡辺 寛子 

木村 啓章 

石田 景子 

市川 幸依 

石川 祐一郎 

大澤 隼人 

教育委員会事務局教育総務課主任主事 

議会事務局主任主事 

町民サービス部環境防災課主任主事 

行政推進部企画政策課主任主事 

まちづくり部上下水道課主任主事 

町民サービス部自治活動応援課主任主事 

主事級 行政推進部総務課主事 

町民サービス部自治活動応援課主事 

まちづくり部上下水道課主事 

村上 光 

川合 義夫 

神野 弘志 

行政推進部企画政策課主事 

保健福祉部保険健康課主事 

町民サービス部税務窓口課主事 

新採用 行政推進部企画政策課主事 

町民サービス部税務窓口課主事 

保健福祉部保険健康課主任主事 

保健福祉部保険健康課主事 

保健福祉部保険健康課主事 

まちづくり部街づくり推進課主事 

教育委員会事務局教育総務課主事 

教育委員会事務局（開成幼稚園） 

議会事務局主事 

瀬戸 勇介 

高橋 立矢 

儀賀 明日香 

渡辺 千紗 

佐藤 亜海 

栢沼 勇人 

橋村 亮 

田中 萌 

指宿 卓哉 

 

再任用 行政推進部総務課 加藤 勝之 足柄西部清掃組合へ派遣 

退職（３月 31日付け） 小野 真二 

宇田川 裕子 

加藤 勝之 

内藤 秀夫 

教育委員会事務局参事 

教育委員会事務局（開成幼稚園園長） 

町民サービス部環境防災課環境担当主幹 

行政推進部財務課（再任用期間満了） 

派遣期間満了（３月 31日付け） 豊田 典子 大井町 



平成 28 年度食生活改善推進員養成講座 受講生募集                                                         

 

食生活に関する知識や技術を身につけ、それを身近な地域で広めていくための講座です。食をとおして、

自分と家族そして自分が住んでいる地域の健康づくりについて学んでみませんか。 
 
養成期間 ６月～２月 全 13回 

※カリキュラムのほかに食生活改善推進団体の活動を見学する実習が１日あります。     

対 象 町内在住の方で、受講修了後に食生活改善推進員として活動する意欲がある方 

定 員 ５人 

費 用 テキスト・調理実習材料代として 4,000円、献立制作発表材料代として 500円程。 

その他 カリキュラムを８割以上修了された方には、町から修了証を交付します。 

修了式後、いくみ会入会の際に年会費 3,000円を徴収します。 

申込期限 ５月 13日（金）までに電話又は直接お申し込みください。 

主 催 南足柄市、山北町、松田町、中井町、大井町、開成町 

※食生活改善推進員とは、食生活改善推進団体「いくみ会」の会員として、よりよい食生活の推進のために

地域で活動しているボランティアです。地域で料理教室を開催したり、食育事業への参加協力をしたりし

ています。 
 
申 問 保険健康課 ☎８４－０３２７ 
 

食生活改善推進員養成講座カリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日  時 内    容 講  師 
調理 
実習 場 所 

１ 
６月 21日（火） 

９時 30分～12時      

オリエンテーション 

食生活の現状と問題点 

健康日本 21 

食育基本法 食育について 

食生活改善推進員の役割について   

栄養士     

保健師 
無 開成町 

２ 
７月６日（水） 

９時 30分～13時 

調理実習の基本 

調理と衛生  

食品衛生監視員  

栄養士 
有 大井町       

３ 
７月 22日（金） 

９時 30分～12時      

食品表示について              

栄養の基礎知識（食事バランスガイド含む） 
栄養士 無 開成町 

４ 
８月３日（水） 

９時 30分～13時 

乳幼児期・成長期について（貧血） 

栄養価計算① 
栄養士 有 山北町 

５ 
９月８日（木） 

９時 30分～13時 

青壮年期について（骨粗しょう症） 

栄養価計算② 
栄養士 有 南足柄市 

６ 
９月 21日（水） 

９時 30分～13時 

生活習慣病（メタボ）予防 

予防のための食生活指針 

栄養価計算③ 

栄養士 有 中井町 

７ 
10 月６日（木） 

９時 30分～13時 

高齢期について 

咀嚼
そしゃく

を通じた健康づくり 

栄養士 

歯科衛生士 
有 松田町        

８ 
10月 21日（金） 

９時 30分～11時 30分 
運動と栄養 健康運動指導士 無 大井町 

９ 
11 月８日（火） 

９時 30分～12時 
献立作成① 栄養士 無 中井町 

10 
11月 22日（火） 

９時 30分～12時 
献立作成② 栄養士 無 南足柄市 

11 
12月 14日（水） 

９時 30分～12時 
献立作成③ 栄養士 無 松田町 

12 
１月 12日（木） 

９時 30分～13時 
献立制作発表 栄養士 有 開成町 

13 
２月３日（金） 

９時 30分～14時 

地域におけるボランティア活動について 

修了式  
いくみ会会長       有 山北町      

 



平成 28 年度各種検診・健診のご案内 

 平成 28年度各種検診・健診を次のとおり実施します。 

 

※年齢は平成 28年４月２日から平成 29年４月１日までの到達年齢です。 

※特定年齢の方は乳がん、子宮頸がん検診が無料になります。対象の方には後日通知します。 

※３年以上受診していない方、新たに受診を希望する方は保険健康課へお申し込みください。 

 

※１ 2016年度版開成町町民カレンダー及び、平成 28年度健康カレンダー（カレンダー最終ページ）の内容

に誤りがありました。ご迷惑をおかけしたことをお詫びし、訂正します。 

 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２７ 

 検診・健診 

種類 
対象年齢 

場

所 
内容 実施日 

自己負担金 

69歳まで 
70歳以上と 
非課税世帯 

集
団 

胃がん検診 
【先着 500人】 
【完全予約制】 
【午前中のみ】 

40歳～ 

保
健
セ
ン
タ
ー 

バリウム透視（X線検査） 

５/16（月） 

17（火） 

18（水） 

19（木） 
※１ 町民カレ
ンダー及び、健
康カレンダー
の内容に誤り
がありました。 

1,400円 700円 

大腸がん検診 便潜血反応検査（２日法） 500円 200円 

肺がん検診 
X線検査 800円 400円 

〈必要な方〉喀痰
かくたん

細胞診 1,200円 600円 

子宮頸
けい

がん検診 20歳～（隔年） 問診、頸部細胞診 11/10（木） 

11/29（火） 

平成 29年 

1/31（火） 

1,200円 600円 

乳がん検診 

【完全予約制】 
40歳～（隔年） 

問診、視触診、マンモグラ

フィ検査 
2,200円 1,100円 

あじさい健診 

【午前中のみ】 
18～39歳 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査 

９/３（土） 

６（火） 

７（水） 

2,000円 1,000円 

特定健診 

【午前中のみ】 

【町国保加入者】 

40～74歳 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査、心

電図、眼底検査 

９/２（金） 

３（土） 

５（月） 

６（火） 

７（水） 

1,000円 

胃がんリスク検診 

【午前中のみ】 
40歳～70歳の

５歳刻み 
問診、血液検査 1,000円 

B型 C型肝炎検査 

【午前中のみ】 
40歳～ 問診、血液検査 500円 200円 

結核検診 65歳～ 
町内

各所 

X線検査（肺がん検診を受け

ていない方） 

10/４（火） 

５（水） 
無料 

個
別 

胃がん検診 
40歳～ 

指
定
医
療
機
関 

バリウム透視（X線検査） 

４/１（金） 

から 

平成 29年 

３/31（金） 

まで 

3,000円 1,500円 

大腸がん検診 便潜血反応検査（２日法） 500円 200円 

子宮頸がん検診 20歳～（隔年） 問診、視診、頸部細胞診 2,900円 1,400円 

乳がん検診 

30歳～（隔年） 問診、視触診、超音波 1,300円 600円 

40歳～（隔年） 
問診、視触診、マンモグラ

フィ検査 
2,700円 1,300円 

しいがし健診 

75歳以上（定

期的に医療機

関を受診して

いない方） 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査、心

電図など  
 ６/１（水） 

から 

平成 29年 

３/31（金） 

まで 

無料 

B型 C型肝炎検査 40歳～ 問診、血液検査 1,000円 500円 

特定健診 

【町国保加入者】 
40～74歳 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査 

〈必要な方〉心電図・眼底検査 

1,500円 

 



平成 28 年度 開成町子育て支援センター事業のご案内 
 

開成町子育て支援センターでは、酒田保育園を拠点に地域の未就園児の子育てを応援する活動を行ってい

ます。毎月発行する情報誌「ゆりかご」や町ホームページ、広報かいせいおしらせ版 15日号をご確認のうえ

お出かけください。「ゆりかご」は保健センター、福祉会館で配付しています。 
 
○子育て相談 

内 容 個人面接（予約制）、電話相談（随時受け付け） 

受付時間 月曜～金曜日（祝日を除く）13時～16時 
 
○支援センター活動（※１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 感染症予防のため親子ともに検温をしてお出かけください。 

※２ 活動内容によっては、対象が町内在住の未就園児親子になる場合があります。 

※３ きょうだいで参加の場合は、上の子どもの年齢での参加になります。 

 

問 酒田子育て支援室 ☎８２－１２２２（土・日・祝日を除く 13時～16時） 

開成町子育てガイドブック 
2015～2016年版の訂正 

 
開成町子育てガイドブック 2015～2016 年版の内

容に誤りがありました。正しくは次のとおりです。 

ご迷惑をおかけしたことをお詫びし、訂正します。 
 
Ｐ５ 

（正）ファミリー・サポート・センター 

（生後３か月～） 

（誤）ファミリー・サポート・センター 

（生後６か月～） 
 
Ｐ14 ファミリー・サポート・センター説明４段目 

（正）生後３か月～小学校６年生 

（誤）生後６か月～小学校６年生 

 

問 子ども・子育て支援室 ☎８４－０３２８ 

平成 28 年度版開成町 
町民カレンダーの訂正 

 
平成 28年度版開成町町民カレンダー９月に掲載

の「倉橋ふとん店」様の広告について、店名が抜け

たものが掲載されてしまいました。ご迷惑をおかけ

しましたことをお詫びするとともに、次のとおり訂

正します。 

 

 

 

 

 

また、正しい内容のものをシールで４月１日に自

治会を通じて配布しますので、お手元の町民カレン

ダーにお貼りいただき、ご利用いただきますようお

願いします。 
 

問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

曜日 活動名 場所 対象 ４月の開始日 

月曜日 ともだち広場 

酒田保育園横 

「えほんランド」 

地域の未就園児 

生後６か月以上 
４月 11日 

火曜日 
あそぼう会０歳クラス 

（※３） 

町内在住の未就園児親子 

生後３か月～ 

平成 27年４月２日生まれ 

４月 12日 

水曜日 
あそぼう会１歳クラス 

（※３） 

町内在住の未就園児親子 

平成 26年４月２日～ 

平成 27年４月１日生まれ 

４月 13日 

木曜日 おでかけ保育 

町内の施設 

（福祉会館、自治会館

など） 

地域の未就園児親子 

生後６か月～３歳（※２） 
４月 14日 

（場所：酒田み

ずのべ保育園） 

金曜日 
あそぼう会２歳クラス 

（※３） 

酒田保育園横 

「えほんランド」 

町内在住の未就園児親子 

平成 25年４月２日～ 

平成 26年４月１日生まれ 

４月８日 

 

 

 



生 涯 学 習 講 座 
 
腰痛予防体操（全３回） 
 
姿勢を正し、インナーマッスルを鍛

きた

えて、腰痛を

軽減、予防する体操をします。代謝アップにつなが

る体幹トレーニングや代謝トレーニングも行いま

す。運動不足の方にもおすすめです。 

自分の体を知って全身のハリ、コリをとるセルフ

ケアを覚えましょう。 

 

日 時 ５月６日（金）、20日（金）、６月３日（金）  

９時 30分～10時 30分 

場 所 町民センター２階 集会室Ａ・Ｂ 

講 師 佐々木 朋美さん（整体師） 

対 象 どなたでも 

定 員 15人 

費 用 無料 

持ち物 飲み物、動きやすい服装 

申 込 ４月８日（金）～28日（木） 

 

楽しく筋トレ～３Ｂ体操～（全４回） 
 
３Ｂ（ボール・ベル・ベルター）の用具を使って

音楽に合わせて楽しく体を動かします。 

笑顔いっぱい、頭も体もリフレッシュしましょう。 

 

日 時 ５月 10日（火）、17日（火）、31日（火）、 

６月７日（火） 

    10時～11時 30分 

場 所 町民センター３階 大会議室 

講 師 藤田 ひかりさん 

（日本３Ｂ体操協会公認指導士） 

対 象 一般女性 

定 員 15人 

費 用 100円（３Ｂ用具のレンタル料） 

持ち物 タオル、飲み物、動きやすい服装 

申 込 ４月８日（金）～５月６日（金） 

こども心の相談日 
 
乳幼児期の子どもの発達や接し方、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 ４月 28日（木） 

①13時 15分～14時 

②14時 15分～15時 

③15時 15分～16時 

※相談時間は一人約 45分です。 

場 所 保健センター 

対 象 ０歳から 18歳までの子どもがいる保護者 

費 用 無料   

相談員 臨床心理士、保健師 

申 込 電話又は直接お申し込みください。 
 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２７ 

障がいのある方のための相談室 
 
障がいのある方やその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 ４月 19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。 
 

申 問 福祉課 ☎８４－０３１６ 

戸  籍  の  窓 

お悔やみ申し上げます 
 

３月１日から３月 15日までに届け出のあった方希望され

た方のみ掲載しています。        （敬称略） 

 

 編集・発行 開成町町民サービス部自治活動応援課 

 ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ  http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/ 
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くさやなぎ

 光枝
み つ え

 女 ６９ 源治 宮台 

 

※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） 

http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/

