
介護保険料と後期高齢者（長寿）
医療制度保険料の仮徴収について
　4月、6月及び8月の介護保険料と後期高齢者
（長寿）医療制度保険料を仮徴収として特別徴収
（年金から天引き）しますのでお知らせします。
　なお、各月の徴収額は2月の特別徴収額と原則
同額です。

※継続して特別徴収される方の仮徴収の個別通知
は省略しています。

※4月、6月及び8月より新たに特別徴収が開始さ
れる方には、特別徴収開始通知を個別に郵送し
ます。

※10月以降の特別徴収額は本算定通知として、被
保険者全員に7月に個別に郵送します。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班
　　　　（☎75－3644）

東北地方太平洋沖地震被災者支援のための
空き家等の提供をお願いします

　町では、3月11日の地震で被災された方の仮住
まいとして、一定期間提供できる空き家等の情報
を収集しています。次に該当する空き家等があり
ましたら、ぜひご協力をお願いします。

内　容　空き家等
※戸建・集合住宅・社宅・寮等、住宅の形態は問

いません。
※補修を必要とする場合でも、お受けできること

がありますので、お問合せください。
※提供していただいた空き家等の情報は、町と宅

建事業者の団体で責任を持って取扱います。

問合せ　定住対策室定住対策班
　　　　（☎75－3650）

奨学生を募集しています
　町では、平成23年度の奨学生を募集していま
す。希望される方は、学校教育課へ申請してくだ
さい。

貸 与 額　高校生：月額10,000円
　　　　　大学生：月額15,000円
※町内に住民登録のある方が対象となります。詳

しくはお問合せください。

申請期間　4月5日（火）～28日（木）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
　　　　　（土・日曜日を除きます）

申請方法　奨学生願書、在学証明書、成績証明書
を学校教育課窓口に提出してくださ
い。

※願書は、学校教育課窓口で配布しています。

問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）
申 込 み

明るい選挙を！！
みんなで徹底しよう「三ない運動」
○政治家は有権者に寄附を贈らない！
○有権者は政治家に寄附を求めない！
○政治家から有権者への寄附は受け取らない！

問合せ　山北町選挙管理委員会
　　　　山北町明るい選挙推進協議会
　　　　（☎75－3643）

有料広告

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
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山北町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定委員を募集します

　平成21年に策定された「山北町高齢者福祉計
画・介護保険事業計画」を見直し、平成26年まで
の新たな計画の策定を行う委員を募集します。

応募資格　町内にお住まいで40歳以上の方
任　　期　委嘱の日から平成24年3月まで
会　　議　年3回（予定）
募集人数　若干名 
募集期間　4月4日（月）～25日（月）
応募方法　福祉課窓口で配布している応募用紙に

記入し、提出してください
※応募多数の場合は選考とさせていただきます。
問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
申 込 み　（☎75－3644）

国民年金 学生納付特例制度のおしらせ
　日本国内にお住まいの方は、20歳になると国民
年金に加入し保険料を納付しますが、次の要件に
該当する方は、申請により保険料の納付を猶予さ
れる制度があります。希望される方は申請をして
ください。

対　　象　平成22年分所得が118万円以下の学生
の方

※各種学校など一部該当しない場合があります。

申請場所　町民課、清水・三保支所
※学生納付特例の申請は、年度毎に必要です。

（日本年金機構からハガキが送付されている方
で、平成23年度も同じ学校に在学する方は、必
要事項を記入し、返送してください。）

申請書類
　・国民年金保険料学生納付特例申請書
　・学生であることを証明する書類（申請年度有

効の学生証（コピー可）又は在学証明書）
　・年金手帳
　・印鑑（本人が署名する場合は不要）
　・会社等を退職されて学生になられた方は、そ

の他に必要書類があります
※申請書は、町民課、清水・三保支所で配布して

います。
※学生納付特例制度は、保険料の納付猶予制度で

あり、免除制度ではありません。又、猶予され
た保険料を支払う時期により、金額が変更する
ことがありますので、ご不明な点はお問合せく
ださい。

問 合 せ　町民課町民班（☎75－3641）
申 込 み

危険物取扱者受験準備講習会
日　時　5月18日（水）
　　　　9：30～17：00（受付9：00～）
場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室
　　　　（県足柄上地域県政総合センター内）
※当日は、バスや電車でお越しください。
対　象　危険物取扱者試験 乙種第4類受験者
定　員　60人（先着順）
受講料　9,000円（テキスト代）
申込み　4月4日（月）9：00から直接申込み
開　始　（土・日曜日、祝日を除く9：00～16：00）
問合せ　南足柄市怒田40－1 
申込み　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎74－6663）

山北町障害福祉計画
策定委員を募集します

　障害福祉計画を策定するにあたり、障がいのあ
る方に関する諸施策を協議・検討するため、策定
委員を募集します。

応募資格　町内にお住まいで20歳以上の方
募集人数　若干名
任　　期　委嘱の日から平成24年3月まで
募集期間　4月4日（月）～25日（月）
応募方法　福祉課窓口で配布している応募用紙に

記入し、提出してください
問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
申 込 み　（☎75－3644）

危険物取扱者試験
月　日　6月12日（日）

場　所　東海大学湘南校舎（平塚市金目1117）

種　類　甲種、乙種、丙種

申込み　電子申請：4月1日(金)～22日（金）
期　間　郵　　送：4月4日(月)～25日（月）

※願書は、足柄消防組合消防本部及び最寄りの消
防署で配布しています。

問合せ　〒231－0015
申込み　横浜市中区尾上町5－80
　　　　（財）消防試験研究センター
　　　　神奈川県支部（☎045－633－5051）
　　　　ＵＲＬ：http：//www.shoubo-shiken.or.jp/



「丹沢讃歌」を歌おう
　西丹沢の山開きで「丹沢讃歌」「大地讃

さんしょう
頌」を

合唱します。ソプラノ、アルト、男声の各パート
を募集します。
日　　時　5月29日（日）8：00～
場　　所　西丹沢自然教室
費　　用　500円
練習日時　4月16日（土）、23日（土）
　　　　　5月14日（土）、21日（土）
　　　　　5月28日（土）
　　　　　各日とも18：30～20：30
練習場所　中央公民館視聴覚ホール
問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
申 込 み　山崎（☎75－0783）

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。この制度は、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。
　詳しくは産業観光課へお問合せください。

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50,000円まで

※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）

農業者戸別所得補償制度説明会のおしらせ
　県・町・JAは、合同で農業者戸別所得補償制度
の説明会を行います。
　生産数量目標に従って、米・麦・大豆等を生
産・販売した農家の方や、水田で麦・大豆等を生
産した農家の方が制度の対象となりますので、ご
参加ください。

日　時　4月26日（火）19：00～

場　所　かながわ西湘農協開成事業所 大会議室
　　　　（開成町吉田島2000）

※詳しくはお問合せください。

問合せ
　説明会について
　　　　産業観光課農業推進班
　　　　（☎75－3646）
　制度について
　　　　関東農政局神奈川農政事務所
　　　　（☎045－211－7176）

エクササイズ教室「チャージ」
新会員募集中

　春になり、運動するのによい季節になりまし
た。「チャージ」に入会すると、骨盤矯正、玄米
ダンベル、ピラティス、ヨガなどのエクササイズ
教室に参加できます。託児もありますので、お問
合せください。
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　月会費2,000円又は体験料金500円
申込み　あしがら総合型スポーツクラブあすぽ　
問合せ　飯田（☎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。

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　①4月16日（土）10：00～15：00
　　　　②4月17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・焼成料他）
申込み　4月13日（水）まで
期　限
問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話またはFAX
申込み　でお申込みください
　　　　講師（山本）宅（☎・FAX 76ー4886）



《人権行政相談》
4 月 20 日（水） 13：00 ～ 15：00

 役場 3 階 301 会議室
【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

（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５−３６４３　☎７５−３６４４

今月の納期限
● 4 月 11 日（月）
　上下水道使用料（Ａ地区第 1 期分）

● 5 月 2 日（月）
　国民健康保険税（第 1 期分）
　し尿処理手数料（第 4 期分）

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、廃品回収を行います。古新聞や雑誌などを回
収し、収益は活動資金にいたしますので、ぜひご
協力をお願いします。
　また、ボランティアで、当日回収に協力してく
ださる方は、事前にご連絡ください。

日　時　4月23日（土）9：00～10：00

場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場、
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場

問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐藤（☎090－2625－1231）

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

4月27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）

１歳児歯科教室
月　　日　4月19日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階多目的室2
対　　象　平成22年2月～22年4月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

３か月児健康診査
月　　日　4月26日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成22年12月～平成23年1月生まれ

の乳児
※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）

国民健康保険加入者の方へ
人間ドック受検費用を助成します
　町では、生活習慣病予防のための健診・保健指
導を目的に、国民健康保険加入者の人間ドック受
検費用を助成します。助成を受けた方には、受検
結果表により生活習慣病のリスクに応じて、保健
指導を実施します。
対　　象　次の要件に全て該当する方
　　①受検日の属する月より、過去１年間を通じ

て国民健康保険に加入している方
　　②受検日に満35歳以上の方
　　③国民健康保険税を受検承認書交付日までに

完納している方
　　④受検結果表の写しを提出し、必要に応じた

保健指導を受けることができる方
助 成 額　20,000円（限度額）
申込期間　4月18日（月）～5月13日（金）
※土・日曜日・祝日は除きます。
申 込 み　印鑑、保険証をお持ちの上、町民課、
方　　法　清水・三保支所でお申込みください。
問 合 せ　町民課町民班（☎75－3641）
申 込 み


