
銃器・ワナによる有害鳥獣の駆除
　銃器・ワナを使用した、農作物に被害をあたえる有害鳥獣の駆除を次のとおり予定していますので、
おしらせします。

※実施の際は、実施区域周辺に周知看板等を設置し安全に配慮します。

☆実施主体　足柄上地区有害鳥獣被害防止対策協議会

☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75−3646）

児童手当の請求を
　児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日まで
の間にある児童（小学校修了前の児童）を養育し
ている方に支給されます。ただし、前年（1月か
ら5月までの月分については前々年）の所得が一
定額以上の場合には、所得制限により支給されま
せん。平成19年5月以降に児童手当を請求し、
所得制限により支給されなかった方も、平成20年
6月から平成21年5月分については支給対象と
なる場合がありますので、5月中に請求してくだ
さい。
　なお、児童手当の請求は随時受付けています
が、支給は原則として認定請求をした月の翌月
分から開始されますので、お早めに請求してく
ださい。

【手続きに必要なもの】
　・印鑑
　・健康保険証（厚生年金等に加入している方）
　・児童手当用所得証明書（ただし、平成19年
1月1日以降に転入された方で、町に児童手当
の申請をしていない方）

　・請求者の銀行等の口座がわかるもの

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

国民健康保険加入者の
人間ドック受検に助成

　町では、国民健康保険加入者に対し、生活習慣
病予防のための健診・保健指導を目的に、人間
ドックの受検に助成をします。
　助成を受けた方には、受診の結果表により生
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2つの
要件を満たす方

　　　　　　①受検日現在、満35歳以上70歳未
満の方（ただし、後期高齢者医療
の該当者は除きます）

　　　　　　②平成19年度までの国民健康保険税
を完納している方

　　　　　　③受診の結果表の写しの提出及び、
必要に応じた保健指導の実施が受
けられる方

☆定　　員　 70人（定員になり次第締切り）
☆助 成 額　 2万円を限度とします
☆受付開始　 4月14日（月）
☆申 込 み	 印鑑、保険証をお持ちの上、町民課

町民班または、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）

第1回

日　　程
　　4月12日（土）〜 7月 6日（日）
　※4月26日（土）〜 5月 6日（火）は除く
　　5月24日（土）・25日（日）
　　6月 7日（土）・ 8日（日）
　　6月28日（土）・29日（日）
　　7月 5日（土）・ 6日（日）

カラス・ドバト・カモ
・ムクドリ・スズメ・

ヒヨドリ

駆除地域

　町内全域
　※ただし、住居地域
　　周辺等を除く

イノシシ・シカ

駆除対象鳥獣
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都市計画決定（案）の
縦覧のおしらせ

　町では、計画性のある土地利用を図っていくた
め、水上・丸山・平山の一部について、用途地域
の指定をするとともに、地区計画（案）の設定を
計画しています。つきましては、次のとおり本計
画（案）を縦覧に付しますので、おしらせしま
す。なお、縦覧期間の満了の日までに意見書を提
出することができます。

☆縦覧期間　4月1日（火）〜15日（火）
　　　　　　（土曜・日曜日・祝日は除く）

☆縦覧時間　8：30〜17：15
　　　　　　（12：15〜13：00は除く）

☆縦覧場所　都市整備課

☆問 合 せ　都市整備課管理計画班
　　　　　　（☎75−3647）

ごみの新しい分別収集が
始まりました

　4月から分別収集基準が一部改正され、新しい
分別収集が始まりました。
　各家庭に配布された町民カレンダーで、収集日
や集積場所、内容等をご確認の上、お間違えのな
いようお願いします。祝日等により収集日が変更
になる場合がありますが、町民カレンダーのとお
り収集します。
　また、プラスチック製容器包装　　の分別収集
も始まっています。各家庭のごみ箱を再度ご確認
いただき、ごみの減量・再資源化にご協力をお願
いします。

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

健康ウォーキングの参加者募集
☆日　時　4月15日（火）　雨天中止
　　　　　8：10　		山北駅北口集合
☆行き先　秦野戸川公園
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　1,520円（交通費・保険代等）
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　4月11日（金）
　期　限　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）
※会員の方も必ずお申込みください。

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20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（火）〜6月2日（月）

☆縦覧場所　税務課または、清水・三保支所

☆縦　　覧	 町内に土地または家屋などを所有し、
　できる方	 その固定資産税を納税している方及

びその家族
　　　　　　または、その方から委任された方
※固定資産課税台帳には、土地・家屋の面積、評
価額などが記載されています。

☆問 合 せ　税務課税務班（☎75−3642）

「地球にありがとう・どんぐりの
森を育てる植樹祭」参加者募集

　いつも恵を与えてくれる地球への感謝の気持ち
を込めて、大野山のどんぐりから芽を出した苗木
を大野山に植える記念植樹をしてみませんか。
　山北町森林組合では、4月29日（火・祭日）の
大野山山開きの日にどんぐりの苗木を植樹しま
す。
　苗木は将来大きくなり、実を実らせて山の動物
たちを育て、落ち葉は腐葉土となり、やがて緑の
ダムとなり、美味しい水を提供してくれる森とな
ります。
　みなさんでどんぐりの森を育てていきましょう。
参加をお待ちしています。

☆日　時　4月29日（火・祭日）10時から
　　　　　（大野山山開き）

☆場　所　大野山山頂

☆参加費　1,000円（弁当・苗木代等）

☆問合せ　山北町森林組合（☎75−3955）
　申込み



足柄茶の茶摘み体験ツアー
☆日　時　5月1日（木）9：00〜16：00
　　　　　（雨天順延）

☆場　所　足柄上地域（小田急新松田駅北口集合）

☆内　容　茶摘み、茶のいれ方・飲み方教室等

☆対　象　県内在住・在勤の20歳以上の方

☆定　員　30人（多数の場合は抽選）

☆参加費　200円（昼食は各自持参）

☆申込み　4月15日（火）までに往復はがきに住所、
　方　法　氏名、年齢、性別、電話番号を明記し、
　　　　　下記まで

☆問合せ　〒258-0021開成町吉田島2489-2
　　　　　足柄上地域県政総合センター農政推進課
　　　　　（☎83−5111）

西丹沢山開きで
「丹沢賛歌」を歌おう

　新緑に囲まれた自然の中で一緒に歌いませんか。

☆日　　時　5月25日（日）9:00

☆場　　所　西丹沢自然教室

☆練 習 日　4月20日（日）、4月27日（日）、
　　　　　　5月11日（日）、5月18日（日）、
　　　　　　18:00〜20:00

☆練習場所　中央公民館視聴覚室

☆参 加 費　850円（楽譜代）

☆問 合 せ　山北町クラシック音楽連盟
　　　　　　山崎美恵子（☎75−0783）

新幹線「ひかり」のダイヤが改正されました
　東海道・山陽新幹線のダイヤが3月15日に改正され、関西方面への到着がより早くなりました。
　今回のダイヤ改正では、午前6時15分に小田原駅を発車する広島行きをはじめ、朝は約1時間おきに
「ひかり」が発車されます。午前6時15分発の「ひかり」は新大阪駅で「のぞみ」に乗り換えることが
でき、10時45分に博多駅に到着するなど、下り方面の朝の利用がとても便利になりました。
　ダイヤ改正後の小田原駅「ひかり」の時間帯は下表のとおりです。

☆問合せ　JR東海テレフォンセンター（☎050−3772−3910）
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高校・大学の奨学生を募集します
　町では、平成20年度の奨学生を募集します。奨
学金の貸与を希望される方は4月18日（金）まで
に教育委員会学校教育課へ申し出てください。
　貸与額は、月額で大学生が15,000円、高校生
が10,000円です。なお、申込み用紙は教育委員
会学校教育課にあります。

☆問合せ　学校教育課教育班(☎75−3648)

JICAボランティア募集のおしらせ
　独立行政法人国際協力機構（JICA）では、青
年海外協力隊（満20〜39歳）及びシニア海外ボ
ランティア（満40〜69歳）を募集します。
　詳細については下記までお問合せください。

☆募集期間　4月8日（火）〜5月23日（金）

☆体験談＆説明会の日程
【青年海外協力隊】
　4月10日(木)19:00〜　グリーンホール相模大野
　4月20日(日)14:30〜　JICA横浜
　4月25日(金)19:00〜　藤沢市民会館
　5月 9日(金)18:00〜　かながわ県民センター

【シニア海外ボランティア】
　4月11日(金)18:30〜　かながわ県民センター
　4月20日(日)10:30〜　JICA横浜
　5月 7日(水)19:00〜　グリーンホール相模大野

☆問合せ　JICA横浜　青年海外協力協会
　　　　　（☎045-663-3219　平日9:30〜17:30）
　　　　　Ｅ-mail　jicayicp-vol@jica.go.jp
　　　　　ホームページ　http://www.jica.go.jp



1歳児歯科教室
	月　　日　4月22日（火）
	受付時間　9：00〜9：15
	場　　所　健康福祉センター
	対　　象　平成19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、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23日（水）
	受付時間　13：00〜13：15
	場　　所　健康福祉センター
	対　　象　平成19年12月〜平成20年1月生まれの乳児

※母子健康手帳をお持ちください。

BCG予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、BCG接種をし
ます。

	月　　日　4月23日（水）
	受付時間　13：30
	場　　所　健康福祉センター
	対　　象　おおむね生後3か月から6か月未満

※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健診と一緒に行います。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

危険物取扱者試験
☆月　日　6月8日（日）

☆場　所　東海大学

☆種　類　甲種、乙種、丙種

☆申込み　4月14日（月）〜5月8日（木）
　期　間

☆問合せ　(財)消防試験研究センター神奈川県
　申込み　支部（☎045−633−5051）
※願書は足柄消防組合消防本部・署及び分署にあ
ります。

今月の納税
国民健康保険税（第　1　期　分）
※納期限は、4月 30日（水）です。

ジャズ体操体験レッスン
　ジャズ体操サークル「ローズマリー」では、
ソーラン山北、ストレッチ、玄米ダンベルなどを
教材に体操を行っています。一緒にいい汗を流し
て楽しめる仲間を募集しています。ぜひ一度、見
学にいらしてください。

☆日　時　4月16日（水）・4月23日（水)の
　　　　　10:00〜11:30
　　　　　（体験レッスンはどちらか１回のみ）

☆場　所　中央公民館多目的ホール

☆服　装　運動のできる服装
　　　　　（素足になります）

☆参加費　無料

☆問合せ　高杉靖子（☎75−0593）
※上記以外でも体験、見学を随時受付けています
ので詳しくはお問合せください。

自衛隊幹部候補生募集中！！
　大学卒業程度の学力を持つ方を対象とした、
陸・海・空自衛隊の幹部自衛官となるべき人材を
募集します。

☆応募資格	 日本国籍を有した20歳以上26歳未
満の者

　　　　　　大学院修士取得（見込含む）は28歳
未満の者

☆受付期間　4月1日（火）〜5月12日（月）

☆試　　験　5月17日（土）・18日（日）
　　　　　　（18日は飛行要員希望者のみ）
　　　　　　筆記試験（一般教養、専門）

☆問 合 せ　自衛隊小田原地域事務所
　申 込 み　（☎24−3080）

《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

　　　4月21日（月）	13：00〜15：00
　　　　　　　　　　　役場3階301会議室




