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お　し　ら　せ　版

HAIR CLUB スポーク 検索山北町岸1540-20 ☎0465-76-4319

『HAIR CLUB スポーク』
成人式・七五三・お見合い写真は勿論、大切な式典の

前撮り、後撮りも承っております。お気軽にお問合せください。

カメラマンは「HAIR 
CLUB スポーク代表
〈フォト部門担当責任
者・日本写真協会会
員〉」の鈴木義和が
撮影させて頂きます。

✿ヘアー・メイク  ✿お着付け  ✿記念撮影 
✿アルバム（３面７カット）
✿事前フェイシャル・眉カット  ✿貸衣装

全部コミコミで

成人式・七五三などにおすすめです！

「第41回やまきた桜まつり」を開催します
　今年も桜の見ごろの時期に合わせて「やまきた桜まつり」を開催します。期間中は桜並木をライトアッ
プし、模擬店も出店します。ご家族そろってぜひお花見にお越しください。

開催期間　３月23日（日）～４月６日（日）
場　　所　山北鉄道公園、健康福祉センター駐車場
内　　容　桜並木ライトアップ（18：00～22：00）
　　　　　模擬店出店（日中～21：00）
※ライトアップ期間は、桜の開花状況により変更になる場合があります。

【イベント日】
日　　時　３月30日（日）11：00～16：00
内　　容　ソーラン踊り、山北・向原川村囃子、洒水太鼓、フラダンス、神輿渡御など
※イベント内容は、都合により変更となる場合があります。
※会場付近は大変混雑し、イベント開催中は通行止めとなる箇所がありますので、ご来場には電車やバス、町内
　循環バスをご利用ください。
問 合 せ　やまきた桜まつり実行委員会事務局（商工観光課商工観光班内）（☎75－3646）

ばやし みこし とぎょ

「ソーラン山北よさこいフェスティバル2014」を開催します
　満開の桜の下、町内外から集まった多数の踊り子が町内各所を踊り回ります。最後には、すべての踊り
子がメイン会場（山北鉄道公園）で踊りますので、ぜひお越しください。

日　時　４月５日（土）11：00～14：30
場　所　山北鉄道公園、駅前大通り、桜並木通り、山北駅前
問合せ　ソーラン山北実行委員会事務局（商工観光課商工観光班内）（☎75－3646）

※「桜まつり」と「よさこいフェスティバル」へお越しの際は、町内循環バスがありますので、ぜひご利用ください。
南部循環（向原先回り）南部循環（平山先回り）

山 北 駅
到着時刻

 9：40
11：45
14：35

16：00
17：20（注2）
19：10（注3）

10：45
12：55（注1）
15：10

16：40
18：05
18：40

（注1）４月１日以降は12：45山北駅着となります。
（注2）４月１日以降は17：15山北駅着となります。
（注3）土・日曜日は運休となります。

※町内循環バスの運賃は、
大人３kmまで100円・
３km以上200円、中学
生100円、小学生50円、
乳幼児は無料です。



3月29日（土）、4月6日（日）に各種窓口業務を行います
　町では、就学・就職などで町民の方の異動が多い年度末と年度始めの休日に、次のとおり各種窓口業務
を行います。
　平日と異なり、受付けをすることの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。

日　　時　３月29日（土）、４月６日（日）　８：30～ 17：15
場　　所　役場本庁舎（清水・三保支所では行いません）

担当課及び業務内容

閉庁日の証明書交付
　閉庁日（土・日曜日、祝日、年末年始）でも、次の証明書については交付を行っています。ただし、事
前に予約が必要ですので、平日の８：30～17：15に町民税務課へ電話などで予約してください。
・住民票の交付
・課税証明書、各種納税証明書、非課税証明書、評価証明書の交付
※なお、この証明書の交付は、郵送で請求することも可能です。
　詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、直接町民税務課
　へお問合せください。
　（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
交付窓口　山北町役場警備員室　※役場庁舎裏口にあります。
交付時間　８：30～17：00
問 合 せ　町民税務課町民班・税務班（☎75－3641）

消費税率引上げに伴う上下水道料金の改定について
　消費税率が５％から８％に引上げられることに伴い、４月１日（火）に上下水道料金を改定します。
　ただし、３月31日以前から継続して上下水道を使用している場合は、経過措置として４月１日以降の最
初の検針分に限り、消費税率５％が適用されます。
※４月１日以降に新規で使用を開始される場合は、８％の消費税が適用されます。

町民税務課（☎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を含む）の交付
・印鑑登録・登録廃止、印鑑証明書交付
・戸籍に関する証明書交付
・身分証明書交付
・口座振替の申請・廃止手続き
・所得証明、評価証明などの固定資産に関する証明交付
・納税

上下水道課（☎75－3645）
・上下水道の各種届出（開始・中止など）
・料金納付

保険健康課（☎75－3642）
・国民健康保険の届出（取得・喪失）
・国民年金の各種届出（取得・喪失など）
・介護保険の届出（取得・喪失・変更）
・介護認定相談及び申請
・後期高齢者医療制度の届出（取得・喪失）
・料金納付

福祉課（☎75－3644）
・小児医療証交付申請・医療費助成申請
・障害者手帳申請、自立支援医療申請
・児童手当認定・額改定請求など

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

20㎥まで
25㎥
30㎥
40㎥

1,339円
1,744円
2,149円
2,959円

20㎥まで
25㎥
30㎥
40㎥

2,548円
2,953円
3,358円
4,168円

使用水量 料　金 使用水量 料　金
メーター器口径13mm メーター器口径20mm
水道使用料金早見表（２か月分・税込み８%）

20㎥まで
25㎥
30㎥
40㎥

1,080円
1,404円
1,728円
2,376円

使用水量 料　金
下水道使用料金早見表（２か月分・税込み８%）

※下水道使用料金は、水道使用水量から算出され
　ています。



国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療制度保険料の

仮徴収について
　国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療
制度保険料について、２月の年金から特別徴収（年
金天引き）されている方で、引続き資格を有する
方の４月、６月、８月の特別徴収額は、２月の特
別徴収額と同額となります。
※４月、６月、８月から新たに特別徴収が開始され
る方には、特別徴収開始通知を個別に郵送します。
※10月以降の特別徴収額は７月頃に個別に郵送し
ます。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

2月14日からの大雪の影響で
被災された方に対する

電気料金などの特別措置について
　東京電力株式会社では、２月14日からの大雪の
ために大きな被害を受けられた方から申し出が
あった場合に、電気料金の支払期日延長などの特
別措置を行います。
　詳細については、神奈川第二カスタマーセン
ターにお問合せいただくか、東京電力ホームペー
ジまたは３月17日（月）の回覧物をご覧ください。
（URL http://www.tepco.co.jp/cc/press/2014/1234389_5851.html）

問合せ　神奈川第二カスタマーセンター
　　　　（☎0120－99－5776）

70歳から74歳までの方の医療費負担が見直されます
　70歳から74歳までの方が病院などで支払いをする時の窓口負担は、法律上２割となっていますが、特
例措置によって平成25年度までは１割負担となっています。平成26年度からはこの特例措置が見直され
ることとなり、平成26年４月２日以降に70歳の誕生日を迎える方から、段階的に２割負担となります。
※一定以上の所得がある方は、これまでどおり３割負担です。

国民健康保険高齢受給者証について
・誕生日が昭和19年４月１日までの方で平成26年４月１日以降１割負担となる方には、４月１日から適
用される新しい受給者証を３月中に郵送します。
※旧受給者証については、４月１日以降に役場保険健康課、清水・三保支所のいずれかに郵送するか直接
返却をお願いします。

・誕生日が昭和19年４月２日以降の方は、70歳の誕生日の翌月（ただし、各月１日が誕生日の方はその
月）の診療から窓口負担が２割となります。誕生月の下旬に受給者証を郵送します。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

※運賃は、大人3ｋｍまで100円・3ｋｍ以上200円、中学生100円、小学生50円、乳幼児は無料です。
※回数券は車内や役場会計課、ふるさと交流センターでも販売していますので、ご利用ください。
※詳細な運行時刻については、平成26年度版町民カレンダーをご覧ください。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

町内循環バスの運行を見直します
　JR御殿場線のダイヤ改正に伴い、４月１日（火）から町内循環バスの運行を次のとおり変更しますの
で、お知らせします。

山北駅発
12：25
12：15

変更前
変更後

平　山
12：30
12：20

宿
12：41
12：31

向　原
12：46
12：36

山北中学校入口
12：49
12：39

山北駅着
12：55
12：45

南部循環（平山先回り）

山北駅発
16：45
16：50

変更前
変更後

山北中学校入口
16：48
16：53

向　原
16：51
16：56

宿
16：55
17：00

平　山
17：06
17：11

山北駅着
17：15
17：20

南部循環（向原先回り）



山北町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定委員を募集します

　平成24年に策定された「山北町高齢者福祉計
画・介護保険事業計画」を見直し、平成29年まで
の新たな計画の策定を行う委員を募集します。

任　　期　委嘱の日から平成27年３月まで
応募資格　町内にお住まいで40歳以上の方
会　　議　年３回（予定）
募集人数　若干名
募集期間　４月１日（火）～18日（金）
応募方法　保険健康課窓口で配付している応募用紙
　　　　　に記入し、提出してください
※応募者多数の場合は、選考とさせていただきます。
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

統合中学校
開校式・入学式のお知らせ

　平成26年４月より山北中学校、清水中学校、三
保中学校が統合され、新たな山北中学校としてス
タートします。開校式・入学式は、次のとおり行
われます。

日　時　４月７日（月）13：30から
会　場　山北中学校 体育館
問合せ　山北中学校（☎75－0755）

楽しいテニスの集い
　初心者から中級者までのクラス別で基礎的な練
習から試合形式までの練習を行います。

就学援助費支給について
　町では、町内の小・中学校に通う児童、生徒が
いる家庭（町内にお住まい）で、経済的理由によ
り就学させることが困難な保護者に対して、学用
品費や給食費などの必要な費用の一部を援助して
います。

申請期間　４月７日（月）～30日（水）
　　　　　８：30～12：00、13：00～17：15
※土・日曜日、祝日を除きます。
援助対象　次のいずれかに該当する世帯

・生活保護の受給を受けている
・児童扶養手当の支給を受けている
・市町村民税、個人事業税、固定資産
税、国民年金、国民健康保険税の減
免を受けている（前年の所得の確定
時に判断します）

・その他、就学にお困りの方
※ご不明な点は、お問合せください。
申請方法　就学援助費交付申請書に必要事項を記
　　　　　入して学校教育課まで提出してください
※申請書は、４月７日（月）から役場学校教育課、
　清水・三保支所で配付します。
問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

「足柄観光ガイドの会（AKG28）」の
会員を募集します

　足柄観光ガイドの会では、足柄地域の観光ボラ
ンティアガイドやイベントの手伝い、街歩きなど
の活動をする会員を募集します。
　意欲・興味のある方はどなたでも歓迎しますの
で、一緒に楽しく活動しませんか。

募集人数　10名程度
年 会 費　3,000円
応募期限　４月15日（火）
問 合 せ　足柄観光ガイドの会事務局　高橋
応 募 先　（☎090－7700－9489）

4月 6日（日）
5月 4日（日）
6月 1日（日）
7月 6日（日）
9月 7日（日）
10月 5日（日）
11月 2日（日）
12月 7日（日）
平成27年1月4日㈰
平成27年2月1日㈰
平成27年3月1日㈰

南足柄市運動公園
小田原テニスガーデン
西湘地区体育センター
大井町山田総合グラウンド
西湘地区体育センター
南足柄市運動公園
西湘地区体育センター
南足柄市運動公園
小田原テニスガーデン
小田原テニスガーデン
小田原テニスガーデン

月　日 場　　所

※8月はありません。

時　間　９：00～12：00
対　象　町内に在住・在勤・在学で小学校４年生
　　　　以上の方
参加料　100円（西湘地区体育センターは無料）
持ち物　ラケット、テニスシューズ、テニスので
　　　　きる服装
問合せ　小田原テニス協会　杉山　正洋
　　　　（☎76－3814）
※申込みは不要ですので、直接会場にお越しくだ
　さい。

まさひろすぎやま



県立職業技術校
2014年7月生を募集します

　県立職業技術校では、７月生を募集します。各
校により募集コースは異なりますので、お問合せ
ください。

選考日　５月25日（日）
場　所　東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）
　　　　（☎045－504－2810）
　　　　西部総合職業技術校（かなテクカレッジ西部）
　　　　（☎0463－80－3002）
対　象　職業に必要な知識、技術・技能を習得して、
　　　　職業に就こうという意思のある方
募集期間　４月14日（月）～５月12日（月）
応募方法　ハローワークで事前手続きの後、各技術
　　　　校へ応募ください
※募集案内は、各技術校・ハローワークで３月下旬
　より配布予定です。
※詳細については、３月下旬に県ホームページでも
　掲載予定です。
　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160719/）
問合せ　神奈川県産業人材課
　　　　（☎045－210－5715）

山北剣友会　剣士募集!!
～武道で心と体を鍛えよう～

　剣道は、礼儀作法が学べ、姿勢も良くなりま
す。優しい仲間もいっぱいいますので、気軽に見
学にお越しください。

日　時　毎週月・木曜日　19：00～21：00
場　所　山北中学校体育館（２階）
対　象　子どもから大人まで
会　費　毎月2,500円
問合せ　井上（☎75－1550）
　　　　津田（☎75－0747）

※サークルによって活動内容や年会費などが異なりますので、ご注意ください。
※募集内容の詳細などについては、各団体へお問合せください。

場　　所　健康福祉センター３階「さくらの湯」運動浴室
持 ち 物　水泳帽、水着、飲み物、タオル

水中運動を始めてみませんか
　現在、次のサークルで会員を募集しています。健康づくりに興味のある方は、気軽にご参加ください。

問合せ時　間
12：15～13：15
13：30～14：30
14：45～15：45
13：00～14：00
14：30～15：30
19：00～20：00
11：00～12：00
19：00～20：00
19：00～20：00
14：30～15：30

サークル名
フィットネス桜
すみれ
アリエル
アクアンブルー
めだかの学校
アクア健康倶楽部
まんぼう

O’hana

曜日
月
火
火
水
水
金
金
月
火
金

費　用
12回
１回
１回
１回
１回
１回
月額

１回

8,500円
500円
540円

約500円
500円
500円
2,000円

500円

荻野明子　（☎82－4575）
石井道子　（☎82－1506）
岩本啓子　（☎75－2107）
橋本真知子（☎76－3017）

大津まさ子（☎82－6247）

関　和子　（☎75－0885）

加藤勝芳
　（☎090－6018－7686）

備考

女性のみ

おぎ の とも こ

いし い みち こ

いわもとけい こ

はしもと ま　ち　こ

か とうかつよし

おお つ こ

せき かず こ

山北柔道クラブ　会員募集中です
　柔道は、心身を鍛え、仲間との練習や試合を通し
てお互いを尊重し高めあうことができる武道です。
　全身を動かして身体を鍛えることができ、あい
さつや礼儀を身につけ姿勢を正すことができる柔
道を一緒にやってみませんか。ぜひ一度練習を見
学にお越しください。

練習日　木曜日（18：00～20：00）
　　　　土曜日（17：30～19：30）
※中学生は、木・土曜日ともに18：00～20：00です。
場　所　山北体育館（格技場）
対　象　５歳児以上、小学生及び中学生の男女
会　費　毎月1,500円
問合せ　会　長　湯川　　策（☎75－2161）
　　　　事務局　瀬戸　一徳（☎75－0016）

ゆ かわ せいさく

せ　と かずのり



清水保育園
休園延長のお知らせ

　平成26年度の清水保育園については、入園希望
者がいなかったため、休園期間を延長することに
なりました。

休園期間　平成26年４月１日～平成27年３月31日
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活できるよう、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。

日　時　３月25日（火）14：00～16：00
場　所　役場 403会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の職員
　がお受けします。
※予約は必要ありませんので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

 

YKA健康ウォーキングの
参加募集

日　時　４月15日（火）※雨天中止。
行き先　東山湖と秩父宮記念公園
集　合　８：00　山北駅表口
費　用　会員の方 940円（交通費・入館料）
　　　　新規入会の方 1,940円（交通費・入館料・
 入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
　に入会する必要があります。
持ち物　昼食、飲み物、敷物、雨具など
申込み　４月11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）
※会員の方で参加される場合も、必ずお申込みく
　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）

月　　日
受付時間
場　　所
持 ち 物

４月11日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
母子健康手帳

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

４月15日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター
平成25年２月～４月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室

※歯科相談と栄養相談を実施します。

月　　日
受付時間
場　　所

４月１日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。

月　　日
受付時間
場　　所

４月３日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。

月　　日
時　　間
場　　所

内　　容

対　　象
持 ち 物

４月３日（木）
10：00～12：00
松田町健康福祉センター
・妊娠中の過ごし方
・母乳育児について
・お産の進み方
妊婦とそのご家族
母子健康手帳、筆記用具

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。


