
脱石油知っ得セミナー「健康と環境」

参加費無料

日時：2015年５月１６日（土）13：30～16：30

会場：山北町生涯学習センター ・ 和室

安全な食品を選んでいますか？

では、お肌に使っている石鹸、クリームは安心・安全なものですか？

簡単なお話と、お手入れ体験でお楽しみいただけます。

主 催：㈲シナリー・ハーゼライン（０４６５-３５-２２０６）
連絡先：ネルケライン営業所　Tel.０４６５-２０-７９７１

●タオルを2本お持ちください●石油化学物質を一切使わ

ない化粧品を使って、リンパトリートメント、メイク体験●お

やつタイム、お土産付●参加予約の方には、お試しセット

プレゼント。当日参加可●お友達、ご家族をお誘い合わせ

て是非おでかけください●会場での商品の販売、勧誘等

は、一切ありません★次回７月１７日（金）9：30～和室

開運！癒しの小部屋 やまきた
仕事・病気・人間関係・心の疲れ・困り事…
お悩みのある方、ご連絡ください。

営 業：13時～17時（予約制／不定休）
住 所：山北町山北1714（山北駅前交番裏の道突き当り右手角 Ｐ有り）
T E L：090－4616－8205　小林典子（旧姓：髙山）
予約アドレス ： otsu1117567@docomo.ne.jp
URL : https://sites.google.com/site/rosapristinehandhealing/home

ハンドヒーリング ・2時間 ￥15,000（初回￥10,000） 
・出張費＋交通費￥7,500

いや

平成２７年５月１日発行 第５９４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/

チャレンジデー同時開催イベント！
第2回　山北町民パークゴルフ大会
日　時　５月27日（水）9：00から　※雨天決行。
主　催　山北町、山北町チャレンジデー実行委員
　　　　会、山北町パークゴルフ協会
場　所　山北町パークゴルフ場
対　象　町内在住・在勤の方
定　員　120名（定員になり次第、締切り）
参加料　１人200円（賞品代）
申込み　５月20日（水）16：00まで期　限　
申込み　役場生涯学習課窓口又はパークゴルフ場
方　法　に備付けの申込み用紙に必要事項を明記
　　　　し、参加料を添えてお申込みください
※申込み後のキャンセルの場合は、参加料の払戻
しはできませんので、代理参加をご連絡ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

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）

お　し　ら　せ　版

山北町立山北診療所  職員募集
勤務場所　山北町立山北診療所（谷ケ1018-20）
職　　種　看護師、事務臨時職員
※診療所を委託運営する、公益社団法人地域医療
振興協会での採用となります。

※事務職員については、週32時間程度勤務できる
方・医療事務経験者歓迎。

勤務時間　8：30～17：30（木・土は12：30まで）
　　　　　※日曜・祝日休業
応募方法　５月30日（土）までに、履歴書・資格

証明書（看護師のみ）を山北診療所へ
郵送してください

問合せ応募先　山北町立山北診療所　安藤（☎77－2281）

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27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25日（月）まで
提出場所　役場町民税務課窓口、清水・三保支所
必要書類　平成27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。
※対象車両は、個人名義で所有しているものに限
ります。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

❶



やまきたLove婚の実行委員を募集します！！
　平成27年度やまきたLove婚の企画・運営を行う
やまきたLove婚実行委員会のメンバーを募集しま
す。山北町の魅力をPRし、カップル成立のお手伝
いをしてみませんか。

対　象　・山北町在住・在勤で20歳以上の方
　　　　・平日（日中）の会議に参加できる方
　　　　　（年間４～５回程度）
　　　　・ボランティア（無償）でやる気・関心
　　　　　のある方
募集人数　５名程度
募集期間　５月１日（金）～５月15日（金）
応募方法　FAX又はメールに必要事項を記入して提
　　　　出するか、電話にてご応募ください
【必要事項】氏名、生年月日、現住所、電話番号
※件名に“やまきたLove婚実行委員応募について”
とご記入ください。
※現住所が町外の場合、勤務先をご記入ください。
問合せ　定住対策室定住対策班
申込み　（☎75－3650・FAX75－3661）
　　　　（メールteijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

❷

「足柄乃文化」第42号を刊行しました
　480名以上の会員から成る山北町地方史研究会
では、年１回発刊する機関誌「足柄乃文化」の最
新号を刊行しました。
　今号には、JR御殿場線が東海道本線だった頃の
写真や、町内に残る自由民権運動の史料、昭和47
年豪雨災害などについて掲載しており、冊子150
ページを超える豊富な内容となっています。ぜひ
一度お手にとってご覧ください。

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）

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　時　５月３日（日・祝）　7：00～8：30
　　　　※小雨決行、荒天中止。
場　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
内　容　野菜・肉・食料品などの販売、ガラガラ
　　　　抽選会、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）

せ と よしのぶ

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６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
謝　礼　お弁当、飲み物、交通費（若干）、サロ
　　　　モンロゴ入りTシャツ（予定）
主　催　西丹沢アドベンチャーラン実行委員会
申込み　５月20日（水）期　限
問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）申込み

二輪車などの税率の引上げ時期が１年延期されました
　当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引上げを実施する予定でしたが、年度
末税制改正により、次の車種については実施開始が平成28年度に延期されました。

平成28年度以降
2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
2,000円
5,900円

平成27年度まで
1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円
1,200円
4,700円

税　　率（年額）
車　種　区　分

排気量5 0㏄以下
50㏄超90㏄以下
90㏄超125㏄以下
ミ ニ カ ー

農 耕 作 業 用
そ の 他 の も の

原動機付自転車

小型特殊自動車

二 輪 の 軽 自 動 車
二輪の小型自動車

（125cc超250cc以下）
（250cc超）



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）

「花いっぱい運動」に助成します
　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。

資源回収団体に奨励金を交付します
　町では、資源ごみ回収を実施している町内の団
体に、奨励金を交付します。該当する団体はお申
込みください。
　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。

「大規模盛土造成地マップの公表」
　このたび、神奈川県は、宅地防災に対する理解
を深めていただくことを目的として、過去に造成
盛土が行われた宅地の概ねの位置と規模を示した
「大規模盛土造成地マップ」を公表しました。
　山北町のマップについては、県のホームページ
及び窓口（県西土木事務所・県西地域県政総合セ
ンター・山北町役場都市整備課）で閲覧できます。
問合せ　神奈川県建築指導課（☎045-210-6248）

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６日（土）13：00～16：30
　　　　（受付12：30～16：00）
※事前申込みは不要です、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）

❸

生ごみ処理容器購入費を助成します
　町では、家庭から出るごみの自家処理を推進す
るため、生ごみ処理容器などを購入した家庭に助
成をします。

※助成額は100円未満は切捨てです。
※購入前に役場環境農林課へお問合せください。
申請方法　購入後、補助金交付申請書兼実績書・

補助金請求書・商品の領収書（氏名・
型番が確認できるもの）を、役場環境
農林課窓口へ提出してください

助成額
購入額の
２分の１
購入額の
２分の１

限度額
１基につき
6,000円
１台につき
20,000円

限度数
１世帯
２基まで
１世帯
１台まで

種　類
生　ご　み
処 理 容 器
電動式生ごみ
処　理　機

５月は消費者月間です
　県では、「つながろう消費者－安全安心なくら
しのために－」をテーマに、関連事業を次のとお
り実施します。
＜消費者力アップ！フェスタかながわ＞

日　時　５月15日（金）12：00～16：00頃
場　所　かながわ県民センター ２階　ホール
内　容　
①講演：「消費者市民社会って…なんだ？」
　【講師】萩原　なつ子氏
　　　　（立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授）
②団体発表・資料展示
　→平成26年度「消費者力アップ！県民提案事業」
　　の受託団体が、活動内容の発表を行います
※県庁第２分庁舎にて、パネル展示なども実施しています。
問合せ　神奈川県県民局くらし県民部消費生活課
　　　　（☎045－312－1121）

こはぎわら

～町職員クールビズ実施～
ご理解・ご協力をお願いします！！
　町では、地球温暖化防止及び電力不足対策とし
て、庁舎など公共施設の室内温度の28℃設定と室
内照明の省エネを実施しています。
  これに伴い、事務能率の向上を図るために町職員
の服装を、ノーネクタイ及び白ポロシャツなど軽
装対応をしています。町民のみなさんが気軽に話
ができる爽やかで開かれた職場体制づくりに心が
けてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしく
お願いします。
実施日　　10月31日（土）まで
問合せ　　総務防災課庶務班 （☎75－3643）

さわ



❹

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　５月19日（火）※雨天中止。
行き先　秦野弘法山公園・吾妻山コース
集　合　８：30　山北駅表口
費　用　会員の方　850円（交通費）
　　　　新規入会の方のみ1,850円（交通費・入会費など）
※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、健康保険証
申込み　５月15日（金）期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）申込み

丸山ゲート開放時間
　丸山山頂へは、不法投棄やローリング族侵入防
止のため途中ゲートが設置されており、開放時間
は次のとおりです。

【ゲート開放時間】　８：00～18：00
問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

「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
内　　容
持 ち 物

5月13日（水）
9：30～9：45
健康福祉センター
平成26年9～11月生まれの乳児
お子さんの身長・体重測定
離乳食について【講義】
母子健康手帳

離乳食教室

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

5月19日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年8～10月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳６か月児健康診査

受付時間
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26年5～7月生まれの乳児
※満10か月から誕生日前日まで
母子健康手帳、お誕生前健診票

５月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

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　５月20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（☎75－0822）

≪人権行政相談≫
５月20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（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方の健康について、お気軽
にご相談ください。

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
5月20日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

今月の納期限
●５月11日（月）
　上下水道使用料（B地区第１期分）

●６月１日（月）
　軽自動車税
　固定資産税（第1期分）
　保育園保育料（5月分）
　放課後児童クラブ負担金（5月分）
　町設置型浄化槽使用料（3・4月分）
　町営住宅使用料（5月分）
　幼稚園保育料（5月分）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

5月15日（金）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年3～5月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

２歳児歯科健診

※歯科健診と栄養相談を実施します。なお希望者
　には、むし歯予防の薬を塗ります。


