
統一地方選挙のおしらせ

県知事・県議会議員選挙の日程
☆告示日　県知事：3月24日（木）
　　　　　県議会議員：4月1日（金）
☆投票日　4月10日（日）　

町議会議員選挙の日程
☆告示日　4月19日（火）
☆投票日　4月24日（日）

☆問合せ　山北町選挙管理委員会
　　　　　（総務防災課内　☎75－3643）

一日陶芸教室を開催します！！
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。

☆日　時　① 3月19日（土）10：00～15：00
　　　　　② 3月20日（日）10：00～15：00
☆場　所　県立大野山乳牛育成牧場「まきば館」
☆内　容　作陶（形を作るまで）
☆講　師　つぶらの窯　山本 渉 氏
☆服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
☆持ち物　弁当、飲物
☆定　員　各日15人（定員になり次第締切り）
☆費　用　3,000円（材料費、焼成費、講師料）
☆申込み　3月16日（水）まで
　期　限
☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅（☎・FAX 76－4886）

メロディ放送は午後5時に
　防災無線から流れる夕方のメロディ放送が、3
月から10月まで午後5時になります。

☆問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　　（☎75－3643）

宅地分譲のおしらせ
　町土地開発公社では、平山地区で宅地分譲を開
始します。

☆分譲地の概要
①場　　所　山北町平山字宮上地内
　　　　　　(平山工業団地㈱ネオテック北側)
②分譲区画　8区画
③分譲価格　40,000円／㎡
※分譲地の詳細は、町ホームページに掲載してい

ます。
☆申 込 み　次の要件を満たす方　
　資　　格
　①分譲地に自ら居住する方
　②譲渡代金の支払いが指定期日までに可能な方
　③譲渡契約時の年齢が20歳以上の方
☆申 込 み　分譲申込書に必要事項を記入し、提
　方　　法　出してください
※分譲要項、分譲申込書は定住対策室窓口で配

布しています。(町ホームページからもダウン
ロードできます。)

☆申 込 み　3月22日（火）まで
　期　　限
☆問 合 せ　定住対策室定住対策班
　申 込 み　（☎75ー3650）
　　　　　　 （http://www.town.yamakita.kanagawa.jp）

「男女共同参画講演会」を開催します
　元祖「環境漫才」を旗揚げし、女性、妻、母と
して全国で講演を続けている林家カレー子氏を招
き、男女共同参画講演会を開催しますので、ぜひ
ご参加ください。

☆日　時　3月5日（土）13：30～15：00
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆内　容　
　　演題：「女（あなた）も男（あなた）も輝く

21世紀」
　　講師：林家　カレー子　氏
☆定　員　150人（先着順）
☆費　用　無料
☆問合せ　企画財政課企画班
　申込み　（☎75－3652　FAX75－3661）
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3月27日（日）・4月3日（日）に各種窓口業務を行います
　就学、就業等で町民の方の異動が多い年度末と年度初めに、次の日程で各種窓口業務を行います。平
日と違い受け付けができない業務もありますので、ご不明な点は担当課にお問合せください。

☆日　時　3月27日（日）および4月3日（日）8：30～12：15
☆場　所　役場本庁舎1階（清水・三保支所は除きます）
☆担当課及び業務内容

「お菓子の家を作ろう」参加者募集
　夢キューブプロジェクトは、山北の魅力づくり
や住みたくなる町づくりを目指し活動する団体で
す。イメージを形にすることを楽しみながら、地
場産品を使っておいしいお菓子を作りませんか。

☆日　時　3月12日（土）9：30～11：30
☆場　所　日向活性化施設（岸3172－1）
☆対　象　小学生（親子での参加もできます）
☆定　員　15人（先着順）
☆費　用　無料
☆申込み　3月8日（火）まで
　期　限
☆問合せ　夢キューブプロジェクト　
　申込み　高橋（☎090－3543－6110）
　　　　　（メール：nggnm100@tbk.t-com.ne.jp）

山北中学校吹奏楽部
第13回　スプリング・コンサート
　山北中学校吹奏楽部は少人数ながら、地域の中
でも意欲的に活動しています。恒例となったスプ
リング・コンサートも今年で13回目を迎えます。
お気軽にご来場ください。

☆日　時　3月27日（日）14：00開演
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆演　奏　山北中学校吹奏楽部（指揮　齋藤　隆夫）
　　　　　曲目・学園天国
　　　　　　　・AKB48メドレー
　　　　　　　・コヴィントン広場
　　　　　　　・海に向かう剣
　　　　　　　・となりのトトロ
　　　　　　　・ウィーアー！
　　　　　　　・ディズニー・アット・ザ・ムー

ビー 他
☆入場料　無料
☆問合せ　山北中学校（☎75－0755）

　○町民課（☎75－3641）
　　・住民票の異動届（転入、転出、転居）
　　・住民票の写し（住民票記載事項証明書含

む）発行
　　・印鑑登録・登録廃止、印鑑証明書発行
　　・戸籍全部（個人）事項証明書発行
　　・身分証明書発行、外国人登録
　　・国民健康保険の資格取得・喪失届、納付
　　・国民年金各種届出

○税務課（☎75－3642）
　・口座振替の申請・廃止の手続き
　・所得証明、課税証明等の諸証明発行
　・評価証明、公課証明等の固定資産に関する

証明発行
　・納付

○福祉課（☎75－3644）
介　　護：資格異動届（取得、喪失、変更）、介

護認定相談及び申請
障　　害：各種障害手帳申請、自立支援医療
子ども手当：認定請求書、受給事由消滅届、額改定

請求届
小児医療：小児医療証交付申請、小児医療費助成

申請
後期高齢：資格異動届（取得、喪失）
納　　付：介護保険料、後期高齢者医療保険料、

保育料

山北クラシック音楽連盟
第16回コンサート

☆日　時　3月21日（月・祝）14：00開演
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆内　容　ピアノ・フルートの演奏、声楽
　　　　　曲目・バラード1番（ショパン）
　　　　　　　・ポロネーズ1番（ショパン）
　　　　　　　・小さな空
　　　　　　　・サウンド・オブ・ミュージック 他
☆入場料　無料
☆問合せ　山崎（☎75－0783）

放課後子ども教室の安全管理員を募集
　町では、放課後子ども教室の児童を、安全管理
員として見守っていただける方を募集していま
す。

☆時　　間　4月から毎週水曜日
　　　　　　放課後～17：00（10月～3月は

16：00）
※給食がある水曜日に実施します。
☆場　　所　川村小学校
☆謝　　金　1時間900円
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎75－3649）



山北町中小企業信用保証料
補助制度受付中！！

　町では、中小企業信用保証料補助制度を行って
います。これは、信用保証協会が定めたセーフ
ティネット保証の保証料に対し、町が補助を行う
ものです。

☆対象事業所　次のすべての要件を満たす事業所
　・平成20年度以降、経営安定資金の融資を受け

たことがある。
　・町内に1年以上事業所等を有し、現在事業を

営んでいる。
　・町税の納税義務者であり、補助金の申請時に

町税を完納している。
　・平成20年度以降、保証協会に保証料を支払っ

ている。
☆補　助　額　保証協会に支払った保証料の2分

の1に相当する額
　　　　　　　1事業所につき100,000円まで　
☆申 請 期 限　3月31日（木）まで
※4月1日（金）以降の申請の場合、補助額が変更

となります。
※中小企業制度融資及びセーフティネット保証に

ついてはお近くの信用保証協会、金融機関でも
相談できます。

☆問　合　せ　産業観光課商工観光班
　申　込　み　（☎75－3646　FAX 75－3661)

ふれあい農園の利用者募集
　町では、農家ではない方を対象に農園を開設し
ています。自分で野菜を作ってみたいと思う方は
ぜひお申込みください。
☆場　　所　水上地区　2区画
　　　　　　日向地区　3区画
　　　　　　中河原地区　8区画（新規）
☆耕作面積　約40㎡
☆契約期間　契約日～平成25年3月31日
　　　　　　（契約の更新もできます）
☆使 用 料　１年当たり2,000円
☆申 込 み　町内にお住まい又はお勤めで、農家

ではない方
☆申 込 み　3月30日(水)まで
　期　　限
※申込み多数の場合は抽選とします。
☆問 合 せ　産業観光課農業推進班
　申 込 み　（☎75－3646）

「あしがら観光みらい塾」塾生を募集しています
－観光ボランティアガイド養成初級コース－

　足柄上商工会では、観光ボランティアガイドの
養成講座を4月から開講します。

☆期　間　4月～9月
　　　　　（全12回、概ね第2・4木曜日）
☆時　間　講義：13：30～16：00
　　　　　実習：10：00～15：00
☆場　所　県足柄上合同庁舎
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
※現地実習時は、現地集合です。
☆定　員　30人（先着順）
☆費　用　3,600円（全12回）
　　　　　（資料代・ボランティア保険代として）
☆申込み　3月31日（木）まで
　期　限
☆問合せ　あしがら観光みらい塾準備委員会事務局
　申込み　足柄上商工会
　　　　　あしがら観光まちづくりプロジェクト室
　　　　　担当　高橋（☎83－3261）
※講座の詳細は、お問合せください。

消費者被害未然防止講座を開催します
○「消費者被害に遭わないために」
☆日　時　3月10日（木）10：00～12：00
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆内　容　被害の事例を紹介し、対策を学びます
☆講　師　小瀬村　としえ　氏
　　　　　（南足柄市消費生活センター相談員）
☆申込み　不要（直接会場にお越しください）　
☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75－3646）

○「あ・い・う・え・おの契約社会
　～悪質商法の高齢者事例を中心にして～」
☆日　時　3月17日（木）13：30～15：30
☆場　所　大井町中央公民館2階第1～4会議室
　　　　　（大井町金子1995）
☆主　催　足柄上地区消費生活行政連絡会
☆講　師　岩澤　禮子　氏（消費生活専門相談員）
☆定　員　60人（先着順）
☆申込み　3月7日（月）より電話でお申込みくだ
　開　始　さい
☆問合せ　大井町総務安全課防災安全室　
　申込み　（☎85－5002）

国道246号向原バイパス本線工事開始のおしらせ
　4月からバイパス本線の工事が始まります。
工事期間中は、町道東山北停車場線を数日間夜間通行
止めとし迂回をお願いすることがあります。ご迷惑と
ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
☆工事開始　4月上旬
☆開通予定　平成24年3月下旬
※一部の工事は、24年4月以降も行います。　
☆問 合 せ　横浜国道事務所調査課
　　　　　　（☎045－316－3537）
　　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）



《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５－３６４３　☎７５－３６４４
【相談内容】

プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育
放棄・いじめ等）の問題や、行政に対する苦
情や要望等

　　　3 月 22 日（火） 13：00 ～ 15：00
　　　　　　　　　　  役場 3 階 301 会議室

健康ウォーキングの参加者募集
☆日　時　3月15日（火）※雨天中止。
　　　　　（集合）7：40山北駅表口
☆行き先　江ノ島岩屋コース
☆費　用　会員の方：1,750円（交通費）
　　　　　新規入会の方：2,750円（交通費、入

会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会していただきます。
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など
☆申込み　3月10日（木）まで
　期　限　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

エクササイズ教室「チャージ」参加者募集
　月～木曜日まで、日替りで全8種類のエクササ
イズ教室を行っています。3月17日まで新入会・
更新キャンペーンを行っています。この機会に、
お好きなエクササイズを体験してみてください。

☆日　程　月～木曜日　9：00～12：00
　　　　　（1教室50～80分・日替りで8種目）
☆場　所　健康福祉センター
☆費　用　体験料：500円
☆問合せ　あすぽ　飯田
　申込み　（☎090－8013－5541）
         　 　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）
※日程、費用、託児サービスなどの詳細について

はお問合せください。

介護予防事業合同発表会を開催します！
　町では、介護予防のために、お年寄りの方が集
まれる様々な教室を開いています。この教室に参
加している団体が、日頃の活動の成果を合同で発
表します。是非お越しください。

☆日　時　3月10日（木）　12：00～15：00
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆内　容　さくらんぼクラブ（山北・平山・共和

地区）、縁側でぽかぽかタイム（岸・
向原地区）、ほほえみクラブ（清水・
三保地区）の3団体による歌や合奏等
を発表します

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班
　　　　　（☎75－3644）
※介護予防事業にご協力いただけるボランティア

を引き続き募集しています。詳しくは、福祉課
までお問合せください。

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を
行います。ポリオワクチンの接種は通常生後3か
月から1歳6か月までの間に2回行う必要がありま
す。
月　　日　3月22日（火）
受付時間　13：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　生後3か月～90か月（7歳6か月）未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※体調により、接種できないことがあります。

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。

☆実施日・時　間・場　所
実施日 時間 場所

3月23日
（水）

 9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター
１階
内科診察室

☆対　　象　町内にお住まいの方　　　　　　
☆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　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）


