
「ほのぼの車座ミーティング」を
開いてみませんか

　町では、町内の団体やグループが、それぞれ抱
える問題や課題について、町長と意見交換を行う
場として「ほのぼの車座ミーティング」を開催し
ています。
　町長と意見交換を希望される団体やグループを
募集しますのでお問合せください。

☆対　象　運動サークル、子育て支援、まちづく
　　　　　り活動、文化活動、ボランティア活動
　　　　　などをしている団体やグループ
※営利目的、特定の企業、宗教、思想、政治目的
　などの団体はご遠慮ください。
※代表者の方と打ち合わせを行い、実施日時、場
　所などを決めさせていただきます。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

平成22年度　町民ふれあい懇談会
　町および町広報委員会では、町民のみなさまからご意見・ご提案をいただくため、町内10か所の会場
で、「町民ふれあい懇談会」を開催します。本年度は総合計画の着実な実施に向け、さまざまな意見を
伺う機会として、4月から5月にかけて開催しますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

月　　日 時間 地区 会　　場 備　　考
1  4月21日（水） 19：00 清水 清水ふれあいセンター
2  4月22日（木） 19：00 共和 共和集会所

3  4月26日（月） 19：00 向原 下本村
コミュニティセンター

上本村、下本村、本村東、村雨、
前耕地、水上

4  4月27日（火） 19：00 向原 向原児童館 尺里西、尺里中、尺里東、高松、
山下

5  5月  7日（金） 19：00 三保 三保公民館
6  5月10日（月） 19：00 山北 平山集会所 平山
7  5月11日（火） 19：00 山北 第2児童館 第1ブロック
8  5月18日（火） 19：00 岸 高齢者いきいきセンター 湯坂、越地、南原
9  5月20日（木） 19：00 岸 岸集会所 宿、班目、原耕地
10  5月25日（火） 19：00 山北 中央公民館 第2ブロック、第3ブロック

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

お詫びと訂正
　平成22年度版山北町民カレンダーの中で、最終
ページの「町内施設等一覧」の一部に誤りがあり
ました。
　お詫びして訂正させていただきます。

○町の施設欄の【清水支所】
　　　　誤　川西668
　　　　正　川西688

○町の施設欄の【ふるさと交流センター】
　　　　誤　山北184－15
　　　　正　山北1840－15

○小・中・高等学校欄の【川村小学校】
　　　　誤　☎75－1145
　　　　正　☎75－1142

○県等の施設欄の【道の駅「山北」】
　　　　誤　川西317
　　　　正　湯触317

○もしものときの連絡先欄の【災害伝言ダイヤル】
　　　　誤　☎114
　　　　正　☎171

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
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住宅用太陽光発電システム設置費補助
制度が始まります！!

　町では、住宅用太陽光発電システムを設置する
方に、費用の一部を補助します。温室効果ガスの
排出を削減し、地球温暖化を防止するためにも、
ぜひこの機会にご検討ください。

☆受付開始　4月15日（木）から

☆補 助 額　次の①と②の合計額です
　①町の補助金
　　太陽電池モジュールの最大出力（kＷ、小数
　　点以下第3位を切り捨て）×35,000円（1,000
　　円未満切り捨て）上限120,000円
　
　②県の補助金
　　太陽電池モジュールの最大出力（kＷ、小数
　　点以下第3位を切り捨て）×20,000円（1,000
　　円未満切り捨て）上限70,000円

☆補助件数　10件　※先着順。
※必ず設置する前に申請をしてください。

☆問 合 せ　生活環境課生活環境班
　申 込 み　（☎75－3645）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　4月4日（日）7：00～8：30
※小雨決行、荒天中止。

☆場　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北
　　　　　駅前）

☆内　容　野菜、肉類、魚類、惣菜、花、パンな
　　　　　どを販売

☆イベント　たまねぎつめ放題、ガラガラ抽選会

☆後　援　山北町商工会（☎76－3451）
※マイカーの駐車は、さがみ信用金庫、横浜銀行
　の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをご持参ください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。

☆問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

奨学生を募集しています
　町では、平成22年度の奨学生を募集していま
す。希望される方は、学校教育課へお申し出くだ
さい。

☆貸与額　月額　大学生：15,000円
　　　　　　　　高校生：10,000円

☆申込み　4月23日（金）
　期　限　
※申込み用紙は学校教育課で配布しています。

☆問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）
　申込み

国民健康保険加入者の
人間ドック受検費用を助成

　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
　国民健康保険に前年度から年間を通じて加入し
　ている方で、次の条件を満たす方
　　①受検日に満35歳以上の方
　　②国民健康保険税を受検日までに完納してい
　　　る方
　　③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19日（月）～5月14日（金）
※土、日、祝日は除きます。

☆申込み　印鑑、保険証をお持ちの上、町民課ま
　方　法　たは清水・三保支所でお申込みください

☆問合せ　町民課町民班（☎75－3641）

農林業センサスへのご協力
ありがとうございました

　2月1日を基準日として行いました農林業センサ
スにつきまして、調査が終了しました。
　町民のみなさまには調査へのご協力をしていた
だき、ありがとうございました。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）



朝のエクササイズ「チャージ」
4月12日からリニューアルします
　あすぽでは、4月12日（月）から「チャージ」
（骨盤エクササイズ、ピラティス、ヨガ、ダンベ
ル体操など）のレッスンが、予約なしで参加でき
るようになります。
　2010年度の会員も募集していますのでお気軽
にご参加ください。
※託児は予約制になります。

☆日　時　月曜日～金曜日　9：00～12：00

☆場　所　健康福祉センター

☆費　用　月額1,500円　
※「あすぽ」の会員になる必要があります。
※詳しい内容はお問合せください。

☆問合せ　あすぽ　飯田（☎090－8013－5541）
　　　　（メール　asupo2009＠yahoo.co.jp）
　　　　（ホームページ　http://asupo1.com）

春の全国交通安全運動
　4月6日（火）から15日（木）までの期間は、
子どもと高齢者の交通事故防止運動を重点とする
「春の全国交通安全運動」が実施されます。
　「事故にあわない、起こさない」ために、交通
ルールやマナーを守り交通事故防止に努めましょ
う。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

広報やまきた・おしらせ版・町内循環バス車両に広告を掲載しませんか
　町では、広報やまきた・おしらせ版・町内循環バス車両に、民間企業などによる有料広告を募集して
います。広告を希望される方はお問合せください。
　また、平成22年度中に町ホームページへのバナー広告を募集する予定です。

○広報やまきた・おしらせ版

種　類 規　格 掲載料

広報やまきた 6㎝×9㎝
裏表紙 30,000円

本　稿 15,000円

おしらせ版 6㎝×9㎝ 5,000円

☆広告掲載の優先順位
　①地域の活性化につながり、町内に事業所等を
　　有するものの広告
　②私企業のうち公共性の高い広告
　③上記に該当しないものの広告

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

○町内循環バス車両

種　　類 掲　載
期　間 規　格 掲載料

車内ステッカー
（2枚） 1か月 Ａ4以内 1,000円　

バ ッ ク ス テ ッ
カー（2枚） 1か月 Ｂ4以内 1,500円　

車 内 ポ ス タ ー
（2枚） 14日間 Ａ1以内 1,000円　

車内放送 1年 50,000円※
※車内放送の料金には、放送制作代を含みます。

☆広告掲載できない例
　・公序良俗に反するものまたはそのおそれがあ
　　るもの
　・政治的活動、宗教的活動に関するもの
　・その他、広告媒体に掲載する広告として不適
　　当であると町長が認めるもの



１歳児歯科教室
 月　　日　4 月 20 日（火）
 受付時間　9：00 ～ 9：15
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成 21 年 2 月～ 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。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

《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・いじめなど）の問題や、行政に対する
苦情や要望など

　　　4月20日（火） 13：00～15：00
　　　　　　　　　　役場3階301会議室

男性のための料理教室
☆日　時　4月17日(土）9：30～

☆場　所　共和トレーニングセンター
　　　　　（共和小学校横）

☆内　容　蕎
そ ば

麦打ち体験
　　　　　※共和地区の方が指導します。

☆定　員　24人　※先着順。

☆費　用　1,500円（当日徴収します）

☆持ち物　エプロン、三角きん

☆申込み　4月12日（月）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　4月20日（火）※雨天中止
　　　　　8：30に尺里児童遊園地集合（東名下）

☆行き先　高松山　※足腰が丈夫な方向けです。

☆対　象　町内在住の方

☆費　用　無料

☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など

☆申込み　4月16日（金）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

今月の納税
国民健康保険税（第 1 期分）

※納期限は、4 月 30 日（金）です。

定例健康相談日
　町では、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28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　町内在住の方

☆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）

不動産登記・商業登記・法人登記
相続・贈与などお気軽にご相談ください

司法書士  井上庄市事務所
　　　　（出身：山北町皆瀬川）
松田町松田惣領1886－1　石川ビル1Ｆ
　　　　　（JR松田駅北口　徒歩1分）

　　　　　　　　　　　（☎20－5585）


