
ソーラン山北よさこいフェスティバル2011
　満開の桜の下、町内外から集まった多数の踊り
子が、町内各所を踊り回ります。今年は桜まつり
イベント日と同日開催となりますので、ぜひお越
しください。

☆日　時　4月2日（土）10：00～14：00
☆場　所　山北鉄道公園、駅前大通り、桜並木通

り、中央公民館前
☆問合せ　ソーラン山北実行委員会
　　　　　（☎75－3646）

町道の占用について
　歩道を含め、町道上に物を置いたり段差解消の
ための補助器具を設置したりすること（占用）
は、道路法で認められていません。勝手に物を置
いたりした場合はこれらについて撤去をお願いす
ることがあります。
　詳しくはお問合せください。
☆問合せ　都市整備課管理計画班
　　　　　（☎75－3647）

3月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、町民カレンダーをご確認いただき、
お間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　　区

3月22日（火）
もえるごみ

山北第1、共和、
清水、三保

3月23日（水） 山 北 第 2 ・ 3 、
岸、向原

※該当日には、町民カレンダーに★印が付いてい
ます。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　　　　　（☎75－3645）

第38回やまきた桜まつりを開催します
　桜の見ごろの時期に合わせ「やまきた桜まつり」を開催します。期間中は桜並木がライトアップさ
れ、模擬店が出店されます。ご家族そろってぜひお花見にお越しください。
　　
☆開催期間　3月26日（土）～4月9日（土）
☆場　　所　山北鉄道公園および健康福祉センター駐車場
☆内　　容　桜並木ライトアップ（18：00～22：00）
　　　　　　模擬店出店（日中～21：00）
※ライトアップおよび模擬店出店期間は、桜の開花状況により変更になる場合があります。

【イベント日】
☆日　　時　4月2日（土）10：00～17：00
☆内　　容　ソーラン踊り、山北・向原川村囃

ば や し

子、洒水太鼓、フラダンス、神
み こ し と ぎ ょ

輿渡御など
※イベント内容は都合により変更となる場合があります。
※会場付近は大変混雑し、イベント開催中は通行止めとなる箇所がありますので、ご来場には電車や

バス、町内循環バスをご利用ください。
※町内循環バスは、南部循環向原先回り山北駅着9：40、11：45、14：35と南部循環平山先回り

山北駅着10：45、12：55、15：10の便がありますので、ご利用ください。運賃は距離により大人
100円または200円、中学生100円、小学生50円です。

☆問 合 せ　やまきた桜まつり実行委員会（☎75－3646）
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小児医療費助成制度について
　町では、0歳から中学3年生までのお子さんの
医療費（保険診療の自己負担分）を助成していま
す。制度を利用する際は、小児医療証が必要とな
ります。医療証をお持ちでない方は、次のとおり
申請をしてください。
　また、すでに医療機関にかかり支払いをした方
は、自己負担額の返金手続きをしてください。

☆申請場所　福祉課窓口、清水・三保支所
☆必要な物　お子様の保険証、印鑑
※返金手続きには、領収書と振込先口座が必要で

す。

☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

共和小学校が閉校します
　明治7年開設以来、137年の歴史を持つ共和小
学校が、この3月31日をもって閉校することにな
りました。閉校式は次のとおりです。

☆日　時　3月26日（土）9：30～
☆場　所　共和トレーニングセンター
　　　　　（共和小学校校舎北側）
☆問合せ　共和小学校（☎75－1143）

ご存じですか？
児童扶養手当・特別児童扶養手当
　児童扶養手当や特別児童扶養手当の請求は、随
時受付けています。詳しくは、お問合わせくださ
い。

○児童扶養手当とは
　父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計
を同じくしていない児童（注1）を養育している
方（注2）に、手当を支給する制度です。請求者
及び扶養義務者等の所得制限があります。
（注1）18歳に達する日以後最初の3月31日まで

の間にある方、又は20歳未満で一定の障
がいの状態にある方。

（注2）父母、又は父母にかわって児童を養育し
ている方。

○特別児童扶養手当とは
　知的障がい又は身体障がいの状態等にある20歳
未満の児童を養育している父母又は養育者に、手
当を支給する制度です。請求者および扶養義務者
等の所得制限があります。

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75ー3644）

「国民健康保険高齢受給者証」が交付されている方へ
　国民健康保険に加入している方で、昭和11年4月2日～昭和16年3月1日生まれの方には、現在「国民
健康保険高齢受給者証」が交付されており、受診時に3割または１割の窓口負担をお願いしています。
　平成23年4月より1割負担の方については2割負担に変更することになっていましたが、平成24年3月
まで負担割合の見直しが延長されることになりました。
　平成23年3月1日現在で「国民健康保険高齢受給者証」が交付されている方には、4月1日から適用され
る新しい受給者証を郵送します。
　旧受給者証については、4月1日以降に町民課窓口、清水・三保支所のいずれかに郵送もしくは直接返
却をお願いします。

☆問合せ　町民課町民班（☎75ー3641）

就学援助費支給申請のおしらせ
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒が
いる保護者に対し、次のことに該当する場合は、
学用品費・給食費等必要な費用の一部を援助して
います。

☆申請期間　4月5日（火）～28日（木）
※土・日曜日を除きます。
☆申請時間　8：30～12：00、13：00～17：15
☆援助対象　
　町内にお住まいで、次のいずれかに該当する保

護者
　・生活保護を受給している方
　・児童扶養手当を受給している方
　・市町村民税・個人事業税・固定資産税・国民

年金・国民健康保険税の減免を受けている方
（平成22年所得の確定時により判断します）

　・その他、就学にお困りの方
※ご不明な点は、お問合せください。
☆申請方法　就学援助費交付申請書に必要事項を

記入し、学校教育課窓口に提出して
ください

※交付申請書は4月1日（金）から、学校教育課窓
口、清水・三保支所で配布します。

☆問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）
　申 込 み



「南足柄市と箱根町を連絡する道路」は
ルートＣ案に絞り込まれました

　県と南足柄市、箱根町などで構成する研究会で
は、南足柄市と箱根町を連絡する道路について、
検討をしていますが、このたび、連絡道路のルー
ト案を総合的に検討した結果、既存の林道（定山
林道・黒白林道・明神林道）を有効活用したルー
トＣ案に絞り込みましたので、おしらせします。
　また、引き続き、研究会では、ルートＣ案につ
いて自然環境や防災上の影響を少なくするため、
極力現況を活かした道路構造とするなど「環境負
荷軽減策」の検討をしていきます。
　なお、これまでの結果をとりまとめたリーフ
レットは、町政策秘書課窓口で配布しています。
又、県ホームページでもご覧いただけます。

☆問合せ　県県土整備局道路部道路整備課
　　　　　（☎045－210－6425）
　　　　　（http://www.pref .kanagawa.

jp/osirase/doroseibi/douro/
nanhako.html）

土地価格等縦覧帳簿及び
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
　町では、平成23年度の土地価格等縦覧帳簿及
び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行いま
す。

☆縦覧期間　4月1日（金）～5月31日（火）
☆縦覧場所　税務課窓口
☆対 象 者　町内に土地又は家屋などを所有し、

その固定資産税を納税している方及
びその家族又は、その方から委任さ
れた方

※縦覧期間中、固定資産課税台帳の閲覧（名寄帳
の写しの交付）を、税務課、清水・三保支所で
行います。

☆問 合 せ　税務課税務班（☎75－3642）

一日陶芸教室に参加しませんか
☆日　時　3月29日（火）9：00～15：00
☆場　所　中央公民館3階美術工芸室
☆内　容　小さなどんぶりを作ります
☆定　員　25人(先着順)
☆費　用　3,500円（材料費、焼成料）
☆講　師　朝倉　貴子　氏
☆持ち物　エプロン、スポンジ、雑巾、新聞紙

（2～3枚）、筆記用具、昼食、飲み
物、ろくろ（ある方）

※汚れてもよい服装でお越しください。
☆申込み　3月25日（金）まで
　期　限
☆問合せ　健康ボランティアぱる　
　申込み　稲

いな

（☎090－1118－2139）

用水路への不法投棄防止について
　最近、用水路へのごみの不法投棄が目立ってい
ます。捨てられたごみは、用水路をつまらせた
り、水をあふれさせたりして、大切な財産や生命
まで脅かしかねません。不法投棄は法律でも罰せ
られますので、絶対にごみを用水路へ捨てないよ
うお願いします。
　もし、不法投棄を見つけた場合は生活環境課又
は松田警察署までご連絡ください。

☆問合せ
　不法投棄について　生活環境課（☎75－3645）
　　　　　　　　　　松田警察署（☎82－0110）
　用水路について　　都市整備課（☎75－3647）
　　　　　　　　　　産業観光課（☎75－3646）
　　　　　　　　　　生活環境課（☎75－3645）

鳥インフルエンザについて
　国内各地の鳥類から、鳥インフルエンザが発生
しています。
　鳥インフルエンザウィルスは、日常の生活では
ヒトに感染しないといわれていますが、死亡した
鳥には素手で触らないでください。
　また、多くの野鳥が死んでいるのを見つけた場
合には、ご連絡をお願いします。

☆問合せ　県足柄上地域県政総合センター
　　　　　環境部環境課
　　　　　（☎83－5111　内線261～266）
　　　　　産業観光課森林づくり班
　　　　　（☎75－3646）



水田・畑作農家の皆さんへ
　4月から、次のとおり農業者戸別所得補償制度
の受付が始まります。詳細はお問合わせくださ
い。
　
①米の所得補償交付金自給率向上事業　
　　米の生産数量目標に従って生産を行う農業者

に交付するものです。
②水田活用の所得補償交付金
　　水田で麦・大豆等を生産する農業者に対して

交付するものです。
③畑作物の所得補償交付金
　　水田・畑で、麦・大豆・そば・なたねを生産

する農業者に対し交付するものです。
④各種加算措置

　規模拡大加算、再生利用加算、集落営農法人
化支援が加わりました。

☆問合せ　関東農政局神奈川農政事務所
　　　　　（☎045ー211ー7176）

鳥獣被害防止柵などの
資材購入費を補助します

　町では、4月から新たに、鳥獣被害防止のため
の柵・網の資材購入費についての補助制度を始め
ます。詳しくは、お問合せください。

☆補助対象　・鳥獣被害防止に使用する柵や網
（電気を伴わないもの)の資材購
入費

　　　　　　・個人申込み又は組合等の共同申込み
☆補 助 率　１人あたり１0万円を上限とする資

材購入費の2分の1に相当する額

☆問 合 せ　産業観光課農業推進班
　　　　　　（☎75－3646）

農林漁業者のみなさんへ
　国では、農林水産業や農山漁村に潜在する地域
資源を様々な事業と組み合わせ、地域ビジネスの
展開や新事業の創出を図る次のような取組み（６
次産業化）を支援しています。支援内容につい
て、詳しくはお問合せください。

☆取組み例　・農産物を加工して販売したい！
　　　　　　・新商品を開発したい！
　　　　　　・海外に輸出したい！

☆問 合 せ　関東農政局食品課
　　　　　　（☎048ー740ー9965）
　　　　　　関東農政局神奈川農政事務所
　　　　　　（☎045ー211ー7176）

平成24年歌会始　お題と詠
えいしん

進要領
　宮内庁では、平成24年歌会始のお題と詠進歌の
詠進要領を発表しました。

【お　　　題】岸

【 詠 進 要 領 】※詠進：和歌を作り差し出すこと。

　①お題を詠み込んだ自作の短歌で1人１首（未
発表のもの）。

　②用紙は、習字用の半紙で、毛筆で自書してく
ださい。

　③病気や身体障がいのために自書できない場
合は、次によることができます。

　＜代筆＞
　　別紙に代筆の理由、代筆者の住所、氏名を書

いて詠進歌に添えてください。

　＜ワープロ・パソコン＞
　　ワープロやパソコンなどを利用して印字した

場合は、これらの機器を使用した理由を別紙
に書いて詠進歌に添えてください。

　＜点字＞
　　視覚障がいの方は、点字で詠進することがで

きます。

　④書式は、半紙を横長に用い、右半分にお題と
短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、
氏名（本名、ふりがな付）、生年月日、職業
（なるべく具体的に）を縦書きで書いてくだ
さい。無職の場合は、「無職」と書いてくだ
さい（以前に職業に就いたことがある場合に
は、なるべく元の職業を書いてください）。
なお、主婦の場合は「主婦」と書いても差し
支えありません。

【詠進の締切】　9月30日（金）消印有効

【送　付　先】　〒100－8111　宮内庁
※封筒に「詠進歌」と明記してください。

☆問　合　せ　宮内庁式部職（郵送のみとなります）

※郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手を
貼った封筒を同封し、9月20日（火）までに郵
便で宮内庁式部職あてにお問合せください。

※お題及び詠進要領は、宮内庁ホームページに掲
載しています。

　（http://www.kunaicho.go.jp/）



入札結果2月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

総務防災課 平成22年度　庁用自動車購入
（その1）

有限会社　田中モー
タース 1,102,500円 981,750円

総務防災課 平成22年度　庁用自動車購入
（その2）

有限会社　和田自動車
工業 1,050,000円 955,500円

産業観光課 平成22年度　ふれあいビレッ
ジ給水設備改修工事

株式会社　エム・ティ・
シー　山北支店 3,297,000円 3,097,500円

都市整備課
平成22年度　農地及び農業用
施設災害復旧事業　堰口農道
災害復旧工事

静和建設　株式会社 9,891,000円 9,555,000円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。
☆問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

山北柔道クラブ 会員募集中です
　柔道は、心身を鍛え、仲間との練習や試合を通
してお互いを尊重し高めあうことができる武道で
す。
　全身を動かして身体を鍛えることができ、あい
さつや礼を身につけ姿勢を正すことができる柔道
を一緒に学んでみませんか。ぜひ一度練習を見学
にお越しください。

☆対　象　幼稚園年長組、小学生及び中学生の男女
☆練習日　木曜日（18：00～20：00）
　　　　　土曜日（17：30～19：30）
※中学生は木・土曜日ともに18：00～20：00です。
☆場　所　山北体育館（格技場）
☆会　費　月1,000円

☆問合せ　会　　長　湯川　瀞策（☎75－2161）
　　　　　指導部長　瀬戸　一徳（☎75－0016）

“楽しいテニスの集い”
　初心者から中級者までのクラス別に、基礎的な練習から試合形式までの練習を行います。
☆日　　程　

月　日 場　所
  4月10日（日） 城山庭球場（小田原市）4面
  5月  3日（火・祝） 小田原テニスガーデン 6面
  6月  5日（日） 西湘地区体育センター 4面
  7月  3日（日） 南足柄市運動公園 4面
  9月  4日（日） 大井町山田総合グラウンド4面
10月  2日（日） 南足柄市運動公園 4面

※8月はありません。
☆時　　間　9：00～12：00
☆対　　象　山北町に在住、在勤、在学で小学4年生以上の方
☆参 加 料　100円（西湘地区体育センターは無料）
☆問 合 せ　小田原テニス協会　八

は っ た

田　迪
み ち お

男（☎35－4186）
※申込みは不要ですので、直接会場にお越しください。

あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」
設立と会員募集のおしらせ

　あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」は、
2年間の設立準備を経てこの度正式に発足しま
す。引き続き色々な教室やイベントを開催してい
きますので興味のある方や入会希望の方はお問合
わせください。
　なお、設立にあたり総会を開催します。参加希
望の方はお申込みください。

☆日　時　3月22日（火）10：00～11：15
☆場　所　健康福祉センター202・203会議室
☆問合せ　あすぽ　飯田
　申込み（☎090－8013－5541）
　　　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　（http：//asupo1.com/）

月　日 場　所
11月6日（日） 城山庭球場（小田原市） 4面
12月4日（日） 西湘地区体育センター 4面
  1月8日（日） 小田原テニスガーデン 6面
  2月5日（日） 小田原テニスガーデン 6面
  3月4日（日） 西湘地区体育センター 4面



有料広告 有料広告

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力などの
相談を保健師がお受けします。
月　　日　4月5日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター相談室1

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。
月　　日　4月7日（木）
受付時間　9：30～10:30
場　　所　健康福祉センター相談室1

ママパパクラス
月　　日　4月7日（木）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター1階多目的室1
内　　容　妊娠中の過ごし方、おっぱいの手入れ、

母乳育児について、お産の進み方
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

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　4月8日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階多目的室2
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

感染症予防講演会を開催します
　医学が進歩し、新しいワクチン開発は進んでい
ます。最新の情報と予防接種の知識を得るため
に、ご参加ください。

☆日　時　3月24日（木）13：00～14：30
☆場　所　健康福祉センター多目的室１
☆内　容　「感染症と最新の予防接種について」

～新型インフルエンザワクチン・Ｈib
ワクチン・肺炎球菌ワクチン・子

しきゅうけい

宮頸
がんワクチンを中心に～

☆講　師　渡辺　博　先生
　　　　（横田小児科医院勤務・帝京大学溝ノ

口病院小児科教授）
☆託　児　無料ですので、ご希望の方はお申込み

ください
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活できるよう、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。

☆日　時　3月22日（火）14：00～16：00
☆場　所　役場403会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の

職員がお受けします。
※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しく

ださい。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班
　　　　　（☎75－3644）

オープンクラス新設（チケット制）

見　学　体　験　受　付　中！

ホームページ http://poppetballet.com/
山北町岸1484-16 TEL･FAX  0465-76-4423

パート

本社
神奈川県大和市深見西2-6-28
担当／採用係TEL　046 (261) 9700


