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『ヘアークラブ スポーク』
こだわりの髪質改善の美容室!!

　マイクロスキャナー毛髪診断、ヘナ、ハーブ
の毛染め等こだわりの技術はアレルギー肌、縮
毛、薄毛、円形脱毛に悩む人に多くの実績を
持ちます。
　本当に髪のトラブルでお悩みの方にいらして
頂きたい美容室です。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。 「ヘナ」「ハーブ」はインドから

直輸入しております。

 ★小学1年生から高校2年生まで対応している学習塾

いつでも体験授業が受けられます。

育脳寺子屋・進学教室
グループ「全」

〒258-0113
山北町山北 2103-1

http://kjren.org/Server/zen/
E-mail　sai.rr.31@gmail.com
Tel 0465-76-4602
Fax 0465-76-4603

小学校低学年は読み,書き,ソロバンの育脳教室
小学校高学年は進学に向けて国数英の授業

中学生は全教科対応の英語・数学授業・進学教室
高校生は大学進学に向けて基礎補習授業

平成２６年４月１日発行 第５６９号
編集発行 山北町役場企画財政課
〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

☎０４６５－７５－１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp

サンライズ東山北の
入居者を募集しています

募集住宅　下本村中堅所得者住宅（サンライズ東山北）
　　　　　２戸　201・401号室
間 取 り　2LDK
入居資格　①入居者と同居親族の平成25年度の合

計所得が月額15万８千円以上48万７
千円以下の方

　　　　　②町内、町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
家 賃 等　62,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用でき
る場合があります。

受付期限　４月15日（火）まで
応募方法　入居申込書に必要事項を記入して役場

定住対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付しています。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消
しとなります。

※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定します。
入居可能時期　５月頃（予定）
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　　時　４月６日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　７：00～８：00
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、新玉ねぎつめ放題
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）
※出店者を募集しています。お気軽にお問合せください。

お　し　ら　せ　版

有料広告の掲載料などを見直しました
　町の広報紙などに掲載することができる有料広
告の掲載料や規格などについて、見直しを行いま
した。詳しくは、役場企画財政課へお問合せいた
だくか町ホームページをご覧ください。
（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

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に人間ドック受
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。

対　象　次の要件すべてに該当する方
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
じた保険指導を受けることができる方

助成額　20,000円（限度額）
申込み　４月14日（月）から
開　始　（土・日曜日、祝日は除く）
申込み　人間ドックを受検する前に、印鑑、保険
方　法　証をお持ちのうえ、役場保険健康課、健

康福祉センター窓口又は清水・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（☎75－3642）

せ　と よしのぶ



【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
・障がい程度が重度の方：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

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

【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。

・障がい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。

・上記以外の方で登録を希望される方は、役場福祉
課及び清水・三保支所に登録申請書がありますの
で、必要事項を記入のうえお申込みください。

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（災害時要援護者）を支援する災害時要援護者避難支援
制度を実施しています。
　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体制づくりに活用いたします。
※すでに登録されている方は、申込みの必要はありません。
※近隣避難支援者とは、支援が必要な人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。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。

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び
介護予防サービス費等区分支給限度基準額

・要支援１　 4,970単位　⇒　 5,003単位
・要支援２　10,400単位　⇒　10,473単位
・要介護１　16,580単位　⇒　16,692単位
・要介護２　19,480単位　⇒　19,616単位
・要介護３　26,750単位　⇒　26,931単位
・要介護４　30,600単位　⇒　30,806単位
・要介護５　35,830単位　⇒　36,065単位

　要介護者または要支援者の認定を受けている方
の区分支給限度基準額が、消費税率８％への引上
げに合わせて、平成26年４月から要介護区分、要
支援区分ごとに変更となります。
　区分支給限度基準額は右のとおりとなります。
なお、恐れ入りますが、すでにお手元にある被保
険者証は、変更のための再交付は行わず、読み替
えとさせていただきます。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

介護保険制度「区分支給限度基準額」が変更となります

対　　象　平成25年分所得が118万円以下の学生
　　　　　の方
※学校によっては一部該当しない場合があります。

申請場所　役場保険健康課窓口又は清水・三保支
　　　　　所で申請してください
※各申請場所で申請書の配布も行っています。
※学生納付特例制度の申請は、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26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。）

問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

必要書類　
・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）
・会社などを退職して学生になった方は、その他
に必要な書類があります。

※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。

国民年金　学生納付特例制度のお知らせ
　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、
次に該当する学生の方は、申請により保険料の納付を猶予される制度があります（平成26年４月から、過
去２年までさかのぼって申請ができるようになりました。）。希望される方は申請をお願いします。



議会報告会・意見交換会を開催します
　町議会では、町内６会場で平成25年度の活動報
告などを行います。

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。

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。
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。
申請方法　奨学生願書に在学証明書、成績証明書

を添付し、役場学校教育課窓口に提出
してください

※願書は、学校教育課で配付しています。
問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成26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８日（木）9：50～15：25
　　　　５月９日（金）9：40～15：00
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）

町親睦ゴルフ大会を開催します
日　　時　５月27日（火）※雨天決行。
場　　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　　象　町内にお住まい又はお勤めの方
※高校生以下は参加できません。
定　　員　160名（先着順）
費　　用　１名12,000円（参加料2,000円、プレー料金10,000円）
※ゴルフ場利用料・消費税込み・食事付き（限定食）。
プレー方法　乗用カートによる18ホールセルフプレー
※スパイクシューズ使用不可。高反発クラブ使用可。
申込み期限　５月８日（木）19：00まで
申込み方法　役場生涯学習課備え付けの申込み用紙

に、必要事項を記入のうえ、参加料を
添えてお申込みください

※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料
　は返却できません。
※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払ください。
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

「食品衛生責任者養成講習会」開催のお知らせ
　飲食店などの営業を行う場合は、食品衛生法に
基づく営業の施設基準等に関する条例により、必
ず食品衛生責任者の資格のある人を設置する必要
があります。この食品衛生責任者の資格を取るた
めの講習会を開催します。受講希望の方は、事前
にお申込みください。

【受講申込み】
日　時　４月22日（火） 10：00～12：00
 13：00～15：00
会　場　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　（旧足柄上保健福祉事務所）２階 研修室
定　員　100名 
受講料　10,000円（納入後の返金はいたしません）
受講資格　満15歳以上の方（義務教育履修中の方を

除く）で日本語が理解できる方
持ち物　証明写真２枚（縦3.6cm又は４cm×横３

cm）、受講料
※申込みは、代理の方でも可能です。

【講習会】
日　時　５月13日（火）10：00～17：00
会　場　足柄上合同庁舎２階大会議室
問合せ　足柄食品衛生協会（小田原保健福祉事務
申込み　所足柄上センター内）（☎85－3730）

まきば館 一日陶芸教室を開催します
日　　時　①４月19日（土）10：00～15：00
　　　　　②４月20日（日）10：00～15：00
場　　所　大野山乳牛育成牧場 まきば館
内　　容　作陶（器の成形、化粧土による文様付け）
講　　師　つぶらの窯　山本 わたる　氏
持 ち 物　弁当、飲み物、汚れてもよい服装（エプロンなど）
定　　員　各日15名（定員になり次第締切り）
費　　用　１名3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　４月16日（水）まで
申込み方法　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電
　　　　　話またはFAXでご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

※各日とも開催時間は、19：00～20：30です。
問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

開催日

4月14日（月）

4月16日（水）

4月18日（金）

4月21日（月）

4月23日（水）

4月25日（金）

対　象

清水地区

三保地区

山北第1・第2
・第3ブロック

共和地区

岸地区

向原地区

場　所
清水ふれあい
センター
三保支所

（旧三保公民館）
生涯学習センター
（旧中央公民館）
共和トレーニング
センター

高齢者いきいき
センター
向原児童館



申込み：☎090－7237－9431（露木）　
HP：www.chiropractic-showa.jp/

カイロプラクティック施術院　照和
背骨は自立神経の通り道！正しい姿勢で、はつらつ健康生活へ！

姿勢チェック＆骨盤体操体験！

会　場　山北町立生涯学習センター和室

会　費　500円

持ち物　ヨガマット（バスタオルでも可）
　　　　フェイスタオル

主　催　日本カイロプラクティック連合会

4月17日（木） 
 　 9：30～ 11：30
4月24日（木）
　19：00～ 21：00
4月26日（土）
　19：00～ 21：00

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、
古新聞や雑誌などの廃品回収を行います。収益は
活動資金にいたしますので、ぜひご協力をお願い
します。（前回の回収結果は3,905円でした。ご協
力ありがとうございました。）
　また、当日回収に協力してくださるボランティ
アの方は、事前にご連絡ください。
日　時　４月19日（土）9：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

お詫びと訂正
　３月16日発行のおしらせ版に掲載した「水中運動
を始めてみませんか」の記事で、問合せに誤りがあ
りました。お詫びして訂正させていただきます。
（正）荻野　朋子　　（誤）荻野　明子

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。絵本や手遊びで一緒に楽し
く過ごしましょう。どなたでも自由に参加できます。
日　　時　４月16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）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

≪人権行政相談≫
４月21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）

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。

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　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
4月23日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

今月の納期限
●４月10日（木）
　上下水道使用料（A地区第１期分）
●４月30日（水）
　保育料（4月分）
　放課後児童クラブ負担金（４月分）
　国民健康保険税（第１期分）
　し尿処理手数料（第４期分）
　町営住宅使用料（４月分）
　幼稚園使用料（４月分）

「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
持 ち 物

４月22日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年12月～平成26年1月生まれの乳児
母子健康手帳

３か月児健康診査

日　　時
場　　所
対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
平成25年4～6月生まれの乳児
母子健康手帳、お誕生前健診票（健診
票は３か月児健康診査時に配付します）

お誕生前健康診査
　満10か月から誕生日前日までの乳児を対象に医
療機関で個別の健康診査を行っています。

「丹沢讃歌を歌おう」
　西丹沢の山開きで「丹沢讃歌」「大地讃頌」を合唱
します。ソプラノ、アルト、男声の各パートを募集します。
日　時　５月25日（日）８：00から
場　所　西丹沢自然教室
費　用　1,000円
練習日時　４月19日（土）、26日（土）、
　　　　５月10日（土）、17日（土）、24日（土）
　　　　各日18：30～20：30
練習場所　生涯学習センター（旧中央公民館）
　　　　３階視聴覚ホール
問合せ　「みんなでハーモニー」事務局　山崎（☎75－0783）

さんしょう


