
国民健康保険・後期高齢者（長寿）医療制度
高額な外来診療を受ける方へ

　4月1日から、高額な外来診療を受けたときに
「認定証」などを提示すると、同じ医療機関での
１か月の窓口支払いが、一定の金額にとどめられ
ます。詳しくはお問い合わせください。

年　齢 交付申請 認定証など
・70歳未満の方
・70歳以上で非課

税世帯の方
必要 「限度額適用

認定証」

・70歳以上で課税
世帯の方 不要 従来の受診と

同じ
※加入している医療保険者で交付申請をしてください。
問合せ　町民課町民班（☎75－3641）
　　　　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

山北町農業委員会委員選挙の日程
告示日　4月17日（火）
投票日　4月22日（日）

農業委員会委員選挙
立候補予定者の事前説明会

　農業委員会委員選挙に伴う立候補予定者の事前
説明会を、次のとおり開催します。

日　時　3月16日（金）10：00
場　所　役場4階401会議室
※1候補者につき2名以内でご来場願います。

問合せ　山北町選挙管理委員会
　　　　（総務防災課内　☎75－3643）

3月24日（土）、25日（日）に
各種窓口業務を行います

　就学、就職等で町民の方の異動が多い年度末の
休日に、次のとおり各種窓口業務を行います。平
日と違い受付け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。
　本年は機構改革に伴う庁内の配置換えなどの作
業のため、3月のみの実施となりますのでご注意
ください。また、機構改革の詳細は次号でお知ら
せします。

日　時　3月24日（土）、25日（日）
　　　　8：30～12：15
場　所　役場庁舎1階
　　　　（清水・三保支所は除きます）
担当課及び業務内容　

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

の交付
・印鑑登録・登録廃止、印鑑証明書交付
・戸籍全部（個人）事項証明書交付
・身分証明書交付、外国人登録
・国民健康保険の届出（取得・喪失）、納税
・国民年金の各種届出

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

明交付
・納税

○福祉課（☎75－3644）
・介護保険の届出（取得・喪失・変更）
・介護認定相談及び申請
・各種障害手帳申請、自立支援医療
・子ども手当の届出
・小児医療証交付申請・医療費助成申請
・後期高齢者医療制度の届出（取得・喪失）
・保険料納付

ダムの情報をお知らせしています
　ダムは、洪水の軽減のほかに、水道水の確保や
水力発電など水資源の有効活用にも役立っていま
す。県ではこれらの役割のほかに、安全への取組
み、放流状況や地震発生時の点検情報など様々な
情報をホームページでお知らせしています。

問合せ　県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所
　　　　（☎78－3711）
　　　　（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f8018/）
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ふれあい農園の利用者募集
　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的にふれあ
い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応募してください。

募集区画　岸・中河原地区　
　　　　　4区画（1区画は約65㎡）
契約期間　契約日から平成26年3月31日まで
　　　　　（以降の更新も可）
使 用 料　年額3,500円
応募資格　町内にお住まいまたはお勤めで非農家

の方
応募期限　3月14日(水)まで
※希望者多数の場合や、区画の割当については抽

選により決定します。
問 合 せ　産業観光課農業推進班
申 込 み　（☎75－3646）

山北町中小企業信用保証料
補助制度が終了します

　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
ものですが、平成23年度をもって終了となりま
す。
　対象事業所はお早めに申請してください。詳し
くは産業観光課にお問い合わせください。
　
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　
申請期限　3月30日（金）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)

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　①3月24日（土）10：00～15：00
　　　　②3月25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名（定員になり次第締切り）
費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）
申込み　3月21日（水）まで
期　限　
問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話又は
申込み　FAXで申込んでください
　　　　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

自衛隊幹部候補生を募集しています
応募資格　日本国籍を有し、平成25年4月1日現

在で次のいずれかに該当する方
　　　　　・22歳以上26歳未満の方（学歴不問）
　　　　　・20歳以上22歳未満の方（外国の大

学を卒業した方）
　　　　　・28歳未満の方（大学院修士取得ま

たは取得見込み）
１次試験　5月12日（土）筆記試験
　　　　　5月13日（日）筆記操縦適性検査
　　　　　　　　　　　 （飛行要員希望者のみ）
応募期限　4月27日（金）まで
問 合 せ　自衛隊小田原地域事務所
応 募 先　（☎24－3080）

第1回神奈川チェンソーアート競技大会
　県内外から多くのチェンソーアーティストが集
まり、技術を競います。

日　時　3月4日（日）※雨天決行。
　　　　9：00～16：00
※競技の他にも、清水国明さんのトークショー・

チェンソーアート実演、足柄グルメの出店、地
元特産品販売、木工体験教室などのイベントを
開催します。

場　所　県足柄上合同庁舎グラウンド
　　　　（開成町吉田島2489－2）
主　催　県足柄上地域県政総合センター
問合せ　NPO法人ウッドボイス
　　　　（☎43－6033）　
　　　　（URL： http://woodvoice.jp）



山北町森林セラピー
「森のおもてなしガイド」登録講習会のお知らせ

　森林セラピー基地「森林(もり)のおもてなし や・ま・き・た」のオープンに向け、「森のおもてなし
ガイド」として登録いただける方を募集しています。
　登録には本講習の受講が必要となりますので、希望される方は必ずお申込みください。

日　程　5月11日(金)、12日(土)　の2日間
時　間 種　　別 内容（変更する場合があります）

１日目

  9:00～  9:20
  9:25～10:25
10:30～12:00

事務連絡
森林セラピーの基礎知識①★
森林セラピーの基礎知識②★

森林セラピー概論
森林(医・科・薬)学等

13:00～16:00 メンタルヘルス★ 健康・心理学、森林セラピー実施方法

２日目

  9:00～  9:10
  9:20～  9:35
  9:40～10:10
10:20～12:00

事務連絡
山北の自然と文化①
山北の自然と文化②
安全・救急

基地の概要
文化・観光
応急措置

13:00～16:00
16:10～16:30

現地研修
事務連絡

実技講習

※原則すべて受講していただきますが、森林セラピストの資格をお持ちの方は★印の受講を省略するこ
とができます。

場　所　健康福祉センターほか
対　象　次の①～③のすべての要件を満たす方
　　　　①心身ともに健康であり、森林セラピー

を通じて町内外の方の心身の健康増進
及び疾病予防を目的として活動してい
ただくこと

　　　　②町の自然や文化を愛し、森林セラピー
参加者を大切に迎えていただくこと

　　　　③森林セラピーに積極的に参加し協力し
ていただくこと

費　用　10,000円（参加料、教材費ほか）
※当日お支払いください。
※交通費等別途自己負担が必要です。
※「森林セラピー森林セラピスト養成・検定テキ

スト」（朝日新聞出版）を教材として使用しま
す。ご持参いただく場合には、教材費3,000円
を返金します。

定　員　20名（定員になり次第締め切り）
その他　・受講修了登録申請書を提出いただき審

査の後登録されます
　　　　・登録の期間は2年間です（更新あり)。
　　　　・登録後は、ボランティア保険に加入し

ます。
問合せ　山北町森林セラピー推進協議会事務局
申込み　（健康づくり課内　☎75－0822）山北中学校吹奏楽部

第14回スプリング・コンサート
日　時　3月25日（日）14：00開演
場　所　中央公民館多目的ホール
入場料　無料
演　奏　山北中学校吹奏楽部
　　　　指揮：齊藤　隆夫
　　　　松田町寄中学校吹奏楽部（友情出演）
曲　目　・マル・マル・モリ・モリ
　　　　・アンパンマンのマーチ
　　　　・川の流れのように
　　　　・君に届け
　　　　・Rising　Sun
　　　　・G線上のアリア
　　　　・プリンストン・ヴァリエーション　他
問合せ　山北中学校
　　　　（☎75－0755）

山北クラシック音楽連盟
第17回コンサート

日　時　3月18日（日）15：00開演
場　所　中央公民館多目的ホール
内　容　・ピアノ、アルトサクソフォーン、声楽

の演奏
曲　目　・ポロネーズ1番（ショパン）
　　　　・熱情ソナタ（ベートーヴェン）
　　　　・ソナタoｐ.19（クレストン）　他
入場料　無料
問合せ　山北クラシック音楽連盟
　　　　山崎（☎75－0783）



健康体力相談会を開催します
日　時　3月14日（水）
　　　　開始9：00、10：30、13：30、15：00
場　所　健康福祉センター1階内科・歯科診察室
内　容　・説明会と血圧測定
　　　　・体力チェック
　　　　・保健師・運動指導士・管理栄養士によ

る相談
定　員　各回5名（先着順）
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

《人権行政相談》
　3月21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・いじめなど）の問題や、行政に対する苦情
や要望など

（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
● 3 月 12 日（月）
　上下水道使用料（B 地区第 6 期分）

● 3 月 26 日（月）
　下水道受益者負担金（第 4 期分）
　町設置型浄化槽分担金（第 4 期分）

平成23年度 75歳以上の方の健康診査
受診期限は3月31日です

　町では、後期高齢者（長寿）医療保険制度によ
り、生活習慣病の治療をしていない方を対象に健
康診査を実施しています。
　本年度に受診希望でまだ受診がお済みでない方
は、期限内の受診をお願いします。

受診期限　3月31日（土）まで
※申込み後に町から送付された健康診査票を持参

し、足柄上郡または南足柄市内の契約医療機関
で受診してください。
問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

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。

実施日等
実施日 時　間 場　所

3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
問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎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）

３歳児健康診査
月　　日　3月13日（火）
時　　間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成21年1～2月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

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2１日（水）
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。

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　3月27日（火）
　　　　（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23日（金）まで
期　限
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）


