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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　5月5日（日・祝）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　7：00～8：30

場　　所　ふるさと交流センター周辺広場
　　　　　（山北駅前）

内　　容　野菜類、肉類、魚類、惣菜、花、食料
　　　　　品などを販売

イベント　ガラガラ抽選会、サイコロゲーム
※こどもの日特典：当日配るこども券でお子さん
　は１回ガラガラ抽選ができます。

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）

軽自動車税の減免申請について
　障がいのある方又は障がいのある方と生計をひ
とつにする方が所有し、通院や通学などに使用す
る軽自動車に対して、軽自動車税の減免を受ける
ことができます。
　平成25年度軽自動車税の納税通知書が届いた
後、申請書を提出してください。

提出期限　5月24日（金）まで

提出場所　役場１階町民税務課、清水・三保支所
※減免申請書の配付も行っています。

必要書類　平成25年度納税通知書、減免申請書、
自動車検査証（写し）、運転免許証（写
し）、印鑑、身体障害者・戦傷病者・療育・
精神障害者保健福祉手帳のいずれか

※昨年度の減免対象者には、「減免申請書」と「減
免申請の案内」を納税通知書に同封しますので、
軽自動車税の納入前に手続きしてください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

くみとり式トイレをお使いの方へのお願い
　現在、くみとり式トイレをお使いの方は、し尿
処理券（青券）をくみとり場所付近へ、吊るして
おいてください。し尿処理券がないと、し尿をく
みとることができません。
　し尿処理券は、役場２階上下水道課にて、無料
で配布しています。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

お　し　ら　せ　版

有料広告

山北町山北1836-1（旧旭屋旅館内）駐車場完備
TEL．0465（75）2666

受付時間
平　日　8：30～12：00  15：00～19：00

土曜日　8：30～13：00

休診日　日曜日・祝祭日
・各種保険取扱って
　おります
・交通事故取扱い
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教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会を開催します

　神奈川県教育委員会では、フリースクールなど
と連携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護
者を対象に相談会を行い、一人ひとりの自立や学
校生活の再開に向けた支援を行います。

日　時　6月1日（土）13：00～16：30
　　　　（受付12：30～16：00）
※事前申込みは不要ですので、直接お越しください。

会　場　神奈川県立青少年センター 研修室1ほか
　　　　（横浜市西区紅葉ヶ丘9－1）

内　容　・不登校を経験した子どもや親による座
　　　　　談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介
　　　　・個別相談会　など

参加費　無料

問合せ　神奈川県教育委員会こども教育支援課
　　　　（☎045－210－8292）



あなたの善意を赤十字に！
　今年も「日本赤十字社社員増強運動」が5月1日
から31日まで行われ、社資を募集します。
　みなさん、赤十字社員としてご支援、ご協力を
お願いします。

社　　資　１世帯　500円以上
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

コンポストあっ旋・助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、コ
ンポストのあっ旋・助成をしています。
　希望される方は、印鑑と振込口座情報をお持ち
のうえ、お申込みください。ただし、あっ旋・助
成は１世帯１基とします。

助 成 額　190リットル以下のもので購入金額の
　　　　　1/2（上限は3,000円）
※助成額や件数に限りがありますので、事前にお
　申込みください。
※品物は、現金と引き換えに直接お届します。
※助成額は品物の受け取り確認後、指定口座に振
　込みます。

生ごみ処理機購入費の助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、家
庭用電動式生ごみ処理機を購入される方に助成を
しています。
　希望される方は、印鑑と振込口座情報をお持ち
のうえ、お申込みください。

助 成 額　購入価格の1/2（購入価格が60,000円
　　　　　以上の場合は一律30,000円）
※100円未満は切捨てとなります。
※助成額や件数に限りがありますので、事前にお
　申込みください。
※助成額は購入設置を確認後、指定口座に振込み
　ます。

資源回収団体に奨励金を交付しています
　町では、資源ごみ回収を実施している町内の団
体に、奨励金を交付しています。該当する団体は、
お申込みください。
　なお、対象となる品目は次のとおりです。

対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、古着、
　　　　　アルミ缶、ビール瓶など
※申請には、受入れ業者などの証明が必要です。

「花いっぱい運動」に助成しています
　町では、環境美化の推進やごみの散乱・不法投
棄の防止のため、花や緑があふれる空間づくりを
進めています。
　参加希望の団体などには、花の種・苗の費用な
どを助成していますのでお申込みください。
※助成額や件数には限りがありますので、事前に
　お問合せください。

はかりの定期検査
　商店・農家・病院・学校などで取引や証明行為
に使用するはかりについては、2年に1度定期検査
を受けることが計量法で定められています。
　検査は、㈳神奈川県計量協会の職員がはかりの
所在場所に直接伺います。また、検査は5月中に
行われる予定です。
　商店・農家・病院・学校などではかりを使用し
ていて定期検査を受けたことがない方、新規には
かりを購入された方などは商工観光課までご連絡
ください。

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

「足柄乃文化」第40号を刊行しました
　山北町地方史研究会では、町の歴史や文化財に
ついての調査研究などを集録した機関紙「足柄乃
文化」第40号を刊行しました。
　なお、バックナンバーも販売していますので、
併せてお問合せください。

販売場所　役場２階生涯学習課窓口
価　　格　1,500円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

平成25年度銃砲刀剣類登録審査会について
　県では、次のとおり銃砲刀剣類登録審査会を行
いますのでお知らせします。

日　　程　5月15日、7月17日、9月18日
　　　　　（いずれも水曜日です）
受付時間　午前の部　 9：30～11：15
　　　　　午後の部　13：30～15：00
場　　所　かながわ県民センター3階301会議室
　　　　　（横浜市神奈川区鶴屋町2－24－2）
手 数 料　新規登録　　6,300円
　　　　　再 交 付　　3,500円
　　　　　製作承認　　 800円
問 合 せ　神奈川県教育委員会文化遺産課
　　　　　（☎045－210－8361）　　

ごみ減量再資源化と環境美化の推進について
環境農林課生活環境班
（☎７５－３６５４）



西丹沢アドベンチャーラン
ボランティア募集

　西丹沢アドベンチャーランとは、西丹沢を舞台
に森林の中や川を走る新しいスタイルのランニン
グレースです。このイベントの実施にあたりボラ
ンティアを募集します。

活動日時　6月8日（土） 7：00～19：00
※配置場所により時間が異なります。
※配置場所は、後日お知らせします。

内　　容　・受付
　　　　　・参加者の誘導、案内
　　　　　・ポイントでの通過者の確認
　　　　　・負傷者や脱落者の救護　など

謝　　礼　・お弁当
　　　　　・飲み物
　　　　　・交通費（2,000円）
　　　　　・サロモンロゴ入りTシャツ

主　　催　西丹沢アドベンチャーラン42K＆21K
　　　　　実行委員会

申 込 み　5月20日（月）まで期　　限

問 合 せ　山北町観光協会
申 込 み　（☎75－2717）

災害時要援護者避難支援制度への登録について
　町では、災害時に高齢者や障がいのある方などを支援する災害時要援護者避難支援制度を開始しました。
　災害時要援護者として登録されると、登録情報を自主防災組織（自治会）、民生委員・児童委員などの地
域支援者や近隣避難支援者が共有し、災害時の安否確認や安全に避難できる組織づくりに活用いたします。
※地域支援者とは、自主防災組織（自治会）、民生委員・児童委員の方です。
※近隣避難支援者とは、支援が必要な方の近隣に住んでいる方で、災害時に情報の伝達や安否確認、避難
の手助けをしてくれる方です。ただし、支援はできる範囲で行うもので、義務や責任を負うものではあ
りません。

登録期間　５月中旬から　※既に登録されている方は、申込みの必要はありません。

登録対象者　○75歳以上の高齢者：ひとり暮らし、高齢者のみの世帯の方
○障害程度が重度の方：身体障がい（1・2級）、知的障がい（療育手帳Ａ）、精神障がい（保
健福祉手帳1級）の方
○介護保険の要介護認定者：要介護3以上の方
○その他：災害時に自力で避難又は災害情報を入手することが困難な方

登録方法　○75歳以上の高齢者（ひとり暮らし、高齢者のみの世帯）の方については、地区の民生委員が
　　　　　　自宅へ登録申込書をお届けしますので、登録を希望される方はお申込みください。

○障害程度が重度の方及び介護保険の要介護認定者で要介護3以上の方については、町から登
録申込書を送付しますので、登録を希望される方はお申込みください。
○災害時に自力で避難又は災害情報を入手することが困難な方で登録を希望される方は、役
場1階福祉課及び清水・三保支所に登録申込書がありますので、必要事項を記入のうえお申
込みください。

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「文学・歴史散歩」
参加者を募集します

　文学や歴史に由来する名所旧跡を訪ね、文学や
歴史への関心をいっそう深めましょう。

日　時　5月23日（木）※雨天決行。
　　　　8：30～17：30（役場西側駐車場に集合）

行き先　山梨県（文学の森、忍野八海、桔梗屋の
　　　　工場見学など）

対　象　町内にお住まいの方又はお勤めの方

定　員　31名（定員になり次第、締め切り）

費　用　2,000円程度（通行料、入館料、写真代、
　　　　保険代など）
※人数により、金額が変わる場合があります。
※昼食は、各自でご用意ください。

申込み　５月７日（火）9：00から、役場3階多目
方　法　的室でお申込みください
※9：00以前には、受付けできません。
※申込みはご本人の分のみとなります。
※電話でのお申込みは、7日の13：00から定員に
　達していない場合に受付けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　 （☎75－3649）



健康ウォーキングの参加募集
日　時　5月21日（火）※雨天中止。
行き先　足柄古道とアサヒビール
集　合　8：15　中央公民館
費　用　新規入会の方　1，000円（入会費）
※会員の方は、費用はかかりません。
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入
　会する必要があります。
持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
申込み　5月17日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）
※会員の方で参加する方も、必ずお申込みください。

おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。
　手遊びと絵本で一緒に楽しく過ごしましょう。
　どなたでも自由に参加できます。

日　時　5月15日（水）11：00から
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

5月21日（水）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成23年８月～10月生まれの幼児

※母子健康手帳と歯ブラシをお持ちください。

１歳６か月児健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

5月16日（木）
9：00～9：15
健康福祉センター
平成23年３月～５月生まれの幼児

※歯科検診と栄養相談を実施します。なお、希望
　者には、むし歯予防の薬をぬります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく
　ださい。

２歳児歯科検診

《人権行政相談》
5月20日（月）13：00～15：00

役場　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）

5月は消費者月間です
　県では、「学ぶことからはじめよう－自立した
消費者に向けて－」をテーマに関連事業を次のと
おり実施します。
＜消費者フェスティバルかながわ＞
日　時　5月17日（金）13：00～16：50
場　所　かながわ県民センター 2階ホール

　　　　②ＮＰＯ、消費者団体などの活動報告
　　　　③団体活動展示コーナー・資料コーナー
＜パネル展示など＞
期　間　5月1日（水）～15日（水）
場　所　県庁新庁舎1階ロビー 展示コーナー
内　容　消費者被害未然防止啓発用パネル展示、
　　　　啓発パンフレットなどの配布
問合せ　神奈川県県民局くらし県民部消費生活課
　　　　（☎045－312－1121）

今月の納期限
●５月 10日（金）
　上下水道使用料（Ｂ地区第１期）

●５月 31日（金）
　軽自動車税
　固定資産税（第１期）
　町設置型浄化槽使用料（3・4月分）
　保育料（５月分）
　幼稚園使用料（５月分）

お詫びと訂正
　4月16日号発行のおしらせ版に掲載した「入札
結果3月中」の記事で、落札事業所名に誤りがあ
りました。
　お詫びして訂正させていただきます。

【正】

【誤】

株式会社　綜合サービス
落札事業所名

保険健康課
担当課

第一設備工業
株式会社横浜支店

落札事業所名

保険健康課

担当課

いしおか かつとし

内　容　①講演　「消費者問題のとらえ方－『消費者
　　　　　　　　市民社会』との関連で－」
　　　　　講師　慶應義塾大学大学院　法務研究科
　　　　　　　　准教授　石岡　克俊　氏


