
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することになってい
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23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　本庁保険健康課窓口又は清水・三保
支所で申請してください

※学生納付特例の申請は、年度ごとに必要です。
（日本年金機構からハガキが送付されている
方で、平成24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）
　　　　　・会社等を退職して学生になった方は、

その他に必要書類があります

※申請書は、本庁保険健康課窓口で配布していま
す。

※学生納付特例制度は、保険料の免除制度ではな
く納付猶予制度です。この制度では、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　保険健康課保険年金班
申 請 先　（☎75－3642）

犬の登録と狂犬病予防注射
平成24年度の犬の登録と予防注射を実施しま

す。詳細は次号のおしらせ版に掲載しますのでご
確認ください。

日　時　5月　9 日（水）9：30～14：55
　　　　5月10日（木）9：30～14：50
場　所　町内各所
対　象　生後3か月を過ぎた犬
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

奨学生を募集しています
町では、町内に住民登録のある高校生、大学生

を対象に奨学金を貸与しています。希望される方
は、学校教育課に申請してください。

貸 与 額　高校生：月額10,000円
　　　　　大学生：月額15,000円
※詳しくはお問合せください。

申請期間　4月5日（木）～27日（金）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
　　　　　（土・日曜日を除きます）

申請方法　奨学生願書に在学証明書、成績証明書
を添付し、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
申 請 先　（☎75－3648）

国民健康保険加入者の
人間ドック受検について

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
検費用を助成しています。希望される方は事前に
お申込みください。

なお、今年度から受付期間が通年となりました。

対　　象　次の要件全てに該当する方
①受検日の属する月より、過去１年間を通じ

て町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）

申込開始日　4月16日（月）から
　　　　　（土・日曜日・祝日は除きます）

申 込 み　人間ドックを受検する前に、印鑑、保
方　　法　険証をお持ちのうえ、本庁・健康福祉

センターの保険健康課窓口又は清水・
三保支所でお申込みください

問 合 せ　保険健康課保険年金班
申 込 み　（☎75－3642）
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危険物取扱者試験

月　日　6月10日（日）

場　所　東海大学湘南キャンパス

種　類　甲種、乙種、丙種

申込み　願書の郵送又は電子申請でお申込みくだ
方　法　さい
　
申込み　郵　　送：4月9 日（月）～ 5 月 7 日（月）
期　間　電子申請：4 月 6 日（金）～ 5 月 4 日（金・祝）

※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）
　　　 　（http：//www.shoubo-shiken.or.jp/）

危険物取扱者受験準備講習会
日　時　5月17日（木）
　　　　9：30～17：00（受付9：00～）

場　所　大井町生涯学習センター2階第1・2会議室
　　　　（旧大井町中央公民館）

対　象　乙種第4類受験者

定　員　60名（先着順）

受講料　9,000円（テキスト代含む）

申込み　4月4日(水)から
開　始　（土・日曜日・祝日を除く9：00～16：00）
※郵送、電話、FAX等での申込みは受けられま

せんので、消防本部予防課窓口でお申込みくだ
さい。

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）

町道の占用について
歩道を含む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）

徘
はいかい

徊がみられる認知症の方を介護されるご家族へ
「GPS機器」を貸出しします

町では、徘
はいかい

徊がみられる認知症の方の徘徊先を
ご家族の方が早期に発見できる位置探索端末機
（GPS機器）を貸出しします。

居場所の早期発見や事故防止を図ることで、家
族が安心して介護できるような環境づくりをお手
伝いします。

探索方法
・パソコンや携帯電話を使って位置確認する
・オペレーションセンターに電話をし、位置確

認する
・家族の現場急行要請により、緊急対処員が捜

索・発見通報する

対　　象　65歳以上で徘徊がみられる認知症高
齢者を在宅介護している家族の方

費　　用　基本料金525円（月額）
※町への納付となります。

申請方法　介護保険被保険者証と印鑑をお持ちの
うえ、福祉課窓口で申請してください

問 合 せ　福祉課福祉推進班
申 請 先 （☎75－3644）

用水路への不法投棄防止について
時々、用水路にごみが捨てられていることがあ

ります。捨てられたごみは、用水路をつまらせる
だけでなく、そのつまりにより水が溢れ、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町環境農林課
または松田警察署までご連絡ください。

問合せ　○用水路について
　　　　　環境農林課農林振興班（☎75－3654）
　　　　　上 下 水 道 課 管 理 班（☎75－3645）
　　　　○不法投棄について
　　　　　環境農林課生活環境班（☎75－3654）
　　　　　松　田　警　察　署（☎82－0110）



出張！なんでも鑑定団in小山町
静岡県小山町は、8月に町制施行100年・総合

文化会館開館20周年を迎えるため、記念事業と
して「出張！なんでも鑑定団in小山町」を開催し
ます。あなたの「お宝」を鑑定してもらいません
か。

応募方法　申込書に必要事項を記入のうえ、鑑定
品の写真を添付し、小山町総合文化会
館に郵送してください

※申込書は小山町ホームページからダウンロード
できます。

※収録予定日6月24日（日）に出場可能な方に限
ります。

※採用の決定はテレビ東京が行います。
※詳細はお問合せください。

添付写真　次の3点以上の写真を添付してくださ
い

①全体像がわかる写真
②主要な部分（絵柄や文字等）のアップ

写真
③銘

めい
や落

らっかん
款などの写真

応募締切　4月27日（金）必着

問 合 せ　〒410－1321静岡県駿東郡小山町阿多野130
応 募 先　小山町総合文化会館（生涯学習課）　
　　　　　（☎0550－76－5700）
　　　　　（http://www.fuji-oyama.jp/）

食品衛生責任者養成講習会
飲食店などの営業を行う場合に設置が必要な

「食品衛生責任者」の養成講習会です。資格取得
を希望する方は、受講してください。

＜受講申込み受付＞
日　時　4月24日（火）
　　　　10：00～12：00、13：00～15：00

場　所　県足柄上合同庁舎2階研修室
　　　 （開成町吉田島 2489 － 2
　　　　 県足柄上保健福祉事務所内）

対　象　満15歳以上の方
　　　　（義務教育履修中の方を除きます）

定　員　100名（先着順）

受講料　10,000 円（納入後の返金はできません）

持ち物　証明写真2枚
　　　　（縦3.6cm又は4cm×横3cm）

＜講習会＞
日　時　5月9日（水）10：00～17：00

場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

問合せ　足柄食品衛生協会
申込み　（県足柄上保健福祉事務所内）
　　　　（☎85－3730）

一日陶芸教室を開催します
日　時　①4月14日（土）10：00～15：00
　　　　②4月15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
やまもと

本 渉
わたる

 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・焼成料他）

申込み　4月11日（水）まで
期　限

問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
申込み　FAXでお申込みください
　　　　講師（山本）宅（☎・FAX 76-4886）

「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、男性の各パート
を募集します。
　
日　　時　5月27日（日）8：00～

場　　所　西丹沢自然教室

費　　用　1,000円（参加料）

練習日時　4月21日、28日
　　　　　5月12日、19日、26日
　　　　　いずれも土曜日18：30～20：30

練習場所　中央公民館視聴覚室

問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
申 込 み　山崎（☎75－0783）



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25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　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

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13日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

１歳児歯科教室
月　　日　4月17日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23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。

３か月児健康診査
月　　日　4月24日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年12月～平成24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
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　4月17日（火）※雨天中止。
　　　　8：10山北駅表口集合

行き先　清佐衛門池から花の里、天皇陛下お手植
え会場へのハイキング（南足柄市）

費　用　会員の方　　　1,020 円（交通費）
　　　　新規入会の方  2,020 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　4月13日（金）まで
期　限　

問合せ　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

《人権行政相談》
日　　時　4月20日（金）13：00～15：00

場　　所　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（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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

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

※町機構改革により課名が変更しました
が、帳票類（通知書・納付書等）は在
庫がなくなるまで今までのものを利用
させていただきます。


