
お　し　ら　せ　版

就学援助費支給のお知らせ
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒が
いる家庭（住所地が町内）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・
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５日（火）～28日（木）

援助対象　次のいずれかに該当する世帯
・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）

・生活保護を受給している（修学旅行
費のみの支給となります）

・その他、就学にお困りの方

申請方法　就学援助費交付申請書に必要事項を記
　　　　　入し、学校教育課に提出してください
※交付申請書は４月５日（火）から役場学校教育
　課窓口、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）
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山北町鳥獣被害防止計画（案）に
ついての意見を募集します

　町では、農業に対する被害防止の基本となる「山
北町鳥獣被害防止計画」の更新版を、町民の代表
などで構成される有害鳥獣対策協議会の意見を聞き
ながら策定しています。町民のみなさんからのご意
見をいただきたくパブリックコメントを実施します。

募集期限　３月１日（火）まで

閲覧場所　役場環境農林課窓口、清水・三保支所
　　　　　で閲覧できます

意見提出　環境農林課窓口又は郵送、FAX、メー
　　　　　ルにて提出してください
　　　　　（様式は自由）

問 合 せ　〒258-0195　山北町山北1301-4
提 出 先　環境農林課農林振興班
　　　　　（☎75－3654  FAX75－3661）
　　　　　（メール kankyo-norin@town.yamakita.kanagawa.jp)

問合せ　町民税務課町民班（75－3641）

個人番号カードを申請された方へ
　カードの交付準備が出来次第、交付通知書（は
がき）を発送していますので、交付通知書及び必
要な書類をお持ちになり、役場町民税務課にお越
しください。窓口で本人確認のうえ、カードをお
渡しします。
　なお、受取りの際は予約が必要となりますので、
事前にご連絡ください。
※必要な書類などの詳細は、交付通知書又は通知
　カード送付時に同封された「ご案内」をご確認
　ください。

リラクゼーションサロン「アンナマリー」
初回500円 割引あり

☆ボディケア&ヘッドケア&ホットストーン（もみほぐし）
30分2000円、60分4000円、90分6000円（延長10分700円）

☆スピリチュアルヒーリング
60分5000円、90分8000円

住　所：山北町山北1714（山北駅前交番裏の道、つき当り右手角　Ｐ有り）
営業日：毎週土曜11時～18時

ご予約・お問い合わせは下記にお電話下さい。
≪予約制≫080－1237－4051（高山中子）

※他３月４日（金）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

見本　個人番号カード（裏）

見本　個人番号カード（表）



スポーツ施設利用の団体登録
　町教育委員会では、平成28年度に町のスポーツ
施設を利用する団体の登録を受け付けます。
　施設の利用希望団体は、次の期間に登録をお願
いします。受付期間内に登録をしないと、町のスポー
ツ施設は利用できませんのでご注意ください。

受付期間　２月22日（月）～３月25日（金）

対象施設　・町スポーツ広場
　　　　　・町立小・中学校体育施設
　　　　　　（旧清水小学校体育館含む）

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

❷

中川温泉ぶなの湯で変わり風呂
　中川温泉ぶなの湯では、甘酸っぱい香りがする
柑橘類の晩白柚と文旦を露天風呂に浮かべた変わ
り風呂をご用意します。町内にお住まいの方を対
象にした町民割引も実施していますので、ぜひこ
の機会に併せてご利用ください。

実 施 日　２月23日（火）
営業時間　10：00～18：00（受付終了17：00）
町民割引料金　大人　400円（通常700円）
　　　　　小人　200円（通常400円）
※小人は、小学生以下です。
※割引料金は、２時間までとなります。
※町民割引をご利用の際は、町民とわかるもの（健
　康保険証又は免許証など）をお持ちください。
問 合 せ　中川温泉ぶなの湯（☎78－3090）

ばんぺい ゆ ぶんたん

町臨時職員台帳への登録者募集　
～町の行政に関わる仕事をしてみませんか～

　町では、平成28年４月からの臨時的業務に従事していただける方を募集します。
　これは、町の仕事に対し働く意思のある方を広く募集し、事前登録をしておき、臨時職員を必要とする
仕事があるときに、町から登録者の方に連絡し雇用する制度です。
　なお、雇用の内容が希望に合わない場合は、断ることも可能です。

受付開始　２月22日（月）から ※土・日曜日、祝日を除きます。
受付場所　役場総務防災課窓口
提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は、総務防災課窓口に設置したものを利用するか、町ホームページよりダウンロードしてください。
※認印をお持ちになり、その場で記入し提出しても結構です（中学卒業からの学歴・職歴などの記入箇所
　があります）。

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

内　　　容職　　種 賃金（時給）

1,000円 早番（7：30～ 12：30）、遅番（13：30～ 18：30）、普通勤
務（8：30～17：15）ができる方。資格を要します。保 育 園 保 育 士

1,625円 看護師・保健師・介護支援専門員・介護福祉士のいずれかの
資格を要します。介 護 認 定 調 査 員

960円 夜間・休日の勤務となります。簡単な機械操作をしていただ
きます。健康福祉センター管理人

910円 勤務場所は、生涯学習センター図書室です。土・日曜日、祝
日の勤務も含まれます。図 書 整 理 員

910円一 般 事 務 簡単なパソコン操作のできる方。

1,000円幼 稚 園 教 諭 資格を要します。

970円ヘ ル パ ー 資格を要します。
920～940円放課後児童クラブ指導員 学童保育です。児童と遊び、生活の指導ができる方。

920円給 食 調 理 員 勤務場所は保育園や学校です。
910円生涯学習センター管理人 夕方から夜間の勤務となります。鍵管理が主な業務です。

920円さ く ら の 湯 受 付 受付や施設の巡回が主な業務です。夜間の勤務も含まれます。



第61回 町内一周駅伝競走大会
　町体育協会と町教育委員会では、ブロック対抗
の町内一周駅伝競走大会を開催します。
　大会開催に伴い、コースの一部区間で交通規制
を実施します。特に各地区の中継所付近では交通
渋滞などが予想されますので、ご理解とご協力を
お願いします。
　併せて、出場選手にあたたかい声援をお願いし
ます。

日　時　３月13日（日）９：30スタート
※車による応援・伴奏は危険ですのでご遠慮ください。

第33回わかりやすい医学講話
「不眠症に関する公開講座」
～ちょっとこわい睡眠と病気の関係～
日　時　３月５日（土）14：00から（開場13：30）
場　所　南足柄市文化会館　大ホール
講　師　湘南いなほクリニック院長・横浜市立大学
　　　　医学部臨床准教授　内門　大丈　氏
費　用　無料
共　催　一般社団法人足柄上医師会、南足柄市、
　　　　中井町、大井町、松田町、山北町、開成
　　　　町、武田薬品工業㈱
後　援　足柄歯科医師会、小田原薬剤師会足柄上
　　　　支部
問合せ　足柄上医師会事務局（☎83－1800）

第18回カナガワビエンナーレ
国際児童画展巡回展を開催します
　国際理解と国際文化交流のため、世界の児童画
を展示しますので、ぜひご鑑賞ください。

期　間　３月１日（火）～13日（日）
　　　　９：00～18：00（初日は10：00から）
※３月７日（月）は生涯学習センターの休館日です。

場　所　生涯学習センター１階　ロビー

主　催　神奈川県、公益社団法人青年海外協力協
　　　　会、山北町、山北町教育委員会

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

❸

うちかど　　ひろたけ

糖尿病公開講座　
「糖尿病と正しく向き合おう」
～健康で明るい毎日を送るために～
　糖尿病の治療がうまくいかない、長続きしない
という方へその原因や対策について、糖尿病専門
医がわかりやすく説明します。糖尿病の患者さん
やご家族、興味のある方はぜひご参加ください。

日　時　２月25日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　講義室
講　師　佐藤内科医院長　佐藤　弘樹　氏
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課
　　　　鈴木（☎83－0351）

さ とう ひろ き

町長杯ソフトテニス大会参加者募集
日　　時　３月20日（日・祝）※雨天中止。
　　　　　９：00開始（８：40集合）
場　　所　ぐみの木近隣公園テニスコート
対　　象　町内に在住又は在勤・在学の方
種　　別　・一般男子、高校生男子
　　　　　・一般女子、高校生女子
　　　　　・中学生男子
　　　　　・中学生女子
費　　用　一　　　般：１人500円
　　　　　中・高校生：無料
申込み期限　３月10日（木）まで
申込み方法　参加者（ペア）の氏名、学校名、学年（平
　　　　　成27年度）をご連絡ください
問 合 せ　山北町体育協会ソフトテニス部
申 込 み　湯川　亮（☎090－8597－5931）

ゆ かわ りょう

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

コース（8区間） 区間距離 通過予定時刻

9：30 スタート

 9：40

 9：50

10：00

10：15

10：25

10：35

10：50

10：55 ゴール

三 保 支 所 前

神 縄 バ ス 停 前

道 の 駅 山 北

J R 谷 峨 駅 前

安戸トンネル出口

日向活性化施設前

宿 川 西 屋 前

J R 山 北 駅 前

役 場 庁 舎 前

2,740m

3,380m

2,000m

3,900m

2,280m

2,200m

3,800m

1,300m



文化講演会のご案内
日　時　３月６日（日）13：30～15：30
場　所　生涯学習センター３階　視聴覚ホール
題　目　室生神社の流鏑馬にみる日本の馬文化
講　師　三橋　國嶺　氏
　　　　（星槎大学客員研究員・日本の馬文化を支援する会代表）
入場料　無料　※申込みは不要です。
主　催　山北町地方史研究会
共　催　河村城址保存会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

定住プロモーションビデオ出演
ボランティア大募集！！

　町では、定住促進施策の一環として、定住プロ
モーションビデオの制作を進めており、出演して
くださる町民のみなさんを募集します。たくさん
の方のご応募、お待ちしています。応募いただい
たみなさんにご出演していただきます。

日　　時　２月29日（月）14：00から
※雨天の場合は、３月４日（金）に延期します。
撮影時間　約30分
集合場所　生涯学習センター入り口前　
募集要件　町民又は山北町が好きな人
　　　　　※年齢制限はありません。
撮影内容　生涯学習センター入り口前で約10秒カ
　　　　　メラを見上げ、元気に手を振るシーン
募集人数　50名程度
服　　装　普段着で、特に持参するものはありま
　　　　　せん
放　　映　撮影した写真や動画は、全国移住サイ

ト、町のホームページ、イベントなど
で放映します

申 込 み　任意の用紙に代表者氏名・代表者連絡先
方　　法　（携帯電話番号とパソコンメール受信対

応アドレス）・参加予定人数を記入のう
え、役場定住対策室窓口又はFAX、メー
ルにてお申込みください

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）

～おやつ作り教室参加者募集～
いくみ会地域伝達講習会

日　　時　３月８日（火）９：30～12：00
場　　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　　容　おやつ作り（イングリッシュマフィン、さ
　　　　　つまいももち　など）
定　　員　15名（先着順）
費　　用　300円（材料費など）
持 ち 物　エプロン、三角巾
申込み期限　２月29日（月）まで
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

自衛隊幹部候補生募集！
　陸・海・空自衛隊の幹部候補生を募集します。

応募資格　
①大卒程度試験
日本国籍を有し、平成29年４月１日現在次のい
ずれかに該当する者
ア．20歳以上22歳未満の者
　学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）
を卒業した者（平成29年３月卒業見込み含む）
又は外国の大学を卒業した者
イ．22歳以上26歳未満の者
　修士課程修了者（学校教育法に基づく大学院
の修士課程若しくは専門職大学院の課程を修了
した者又はこれに相当すると認められる者）に
あっては28歳未満の者

②院卒者試験
　平成29年４月１日現在修士課程修了者で20歳以
　上28歳未満の者
試　　験　①筆記試験：５月14日（土）
　　　　　②筆記式操縦適性検査：５月15日（日）
　　　　　　（飛行要員希望者のみ）
受付期間　３月１日（火）～５月６日（金）（締切必着）
問 合 せ　自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所
申 込 み　（小田原市栄町1－14－9　NTビル３階）
　　　　　（☎24－3080）

山北町還暦式のお知らせ
　昭和30年度に生まれ、今年度還暦を迎え第二の
人生をスタートする、町内出身の同級生が一堂に
会し、お祝いと決意をする「山北町還暦式」を開
催します。
　対象者には卒業文集などの名簿をもとに案内状
を送付しますが、現在お住まいでない方には、ご
家族からご連絡していただきますよう、ご協力を
お願いします。

日　時　３月27日（日）
　　　　15：00～18：00（受付14：30から）
場　所　山北体育館
後　援　山北町
問合せ　山北町還暦式実行委員会
　　　　実行委員長　山崎（☎080－4818－2734）

❹

や ぶ さ め

みつはし こくりょう



春季全国火災予防運動
　毎年３月１日から７日は、全国一斉に春季火災
予防運動が実施されます。
　３月１日（火）午後から町内全域において、足
柄消防署山北出張所と町合同の消防自動車による
火災予防パレードを行います。

【住宅防火　いのちを守る　７つのポイント＋1】
・寝タバコは絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
　使用する
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火
　を消す
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
　置する
・寝具・衣類及びカーテンからの火災を防ぐため
　に、防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
　などを設置する
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣
　近所の協力体制をつくる
＋家の周りには、燃えやすいものを置かない

※住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10
　年が経ちました。警報器の電池の寿命は約10年
　ですので、電池切れしていないかの確認をしま
　しょう。

問合せ　小田原市消防本部予防課予防係（☎49－4428）

消防フェスタ2016について
　春季火災予防運動にあわせて、消火体験や防火
服着装体験などのイベントを行います。

日　時　３月５日（土）10：00～15：00
場　所　ダイナシティウエスト１階
　　　　キャニオン及び正面入り口
内　容　消防車両の展示、消火体験、防火服着装
　　　　体験、住宅用防災機器の展示
問合せ　小田原市消防本部予防課予防係（☎49－4428）

❺

落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

平成27年度　町道滝入口線改良工事
に伴う河川協議資料作成業務

株式会社
技研コンサルタント 1,425,600円 1,404,000円都市整備課

入札結果１月中

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。

問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

～丸太の森  イベント参加者募集～
足柄森林公園丸太の森
（☎７４－４５１０）

森あそび　森あそ感謝祭
日　時　３月12日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　　
内　容　みんなで豪華ランチを作って食べよう！
定　員　先着30名（小学生）
費　用　1,500円（昼食代・保険代など）
持ち物　食器（皿、茶碗、コップ、箸など）、飲み物、
　　　　軍手、汚れてもよい服装
申込み　２月28日（日）9：00から電話にてお申
方　法　込みください

飛天狗＆ダッチオーブン料理
日　時　３月19日（土）9：00～15：00        
場　所　足柄森林公園丸太の森　　
内　容　ジップライン「飛天狗」の体験後、ダッ
　　　　チオーブン料理を楽しむ
定　員　先着16名（小学校４年生以上の家族・親
　　　　子・友達）
　　　　※中学生以下の場合は、保護者同伴。
費　用　5,000円・小中学生は4,000円（飛天狗体
　　　　験代・食材代・保険代など）
持ち物　飲み物、軍手、タオル、運動ができる服装
申込み　２月27日（土）9：00から電話にてお申
方　法　込みください

森人すたいる　春を味わう
日　時　３月21日（月・祝）10：00～15：00   
場　所　足柄森林公園丸太の森　　
内　容　野草クッキング(山野草料理など)
定　員　先着30名（家族・親子・友達）
　　　　※中学生以下の場合は、保護者同伴。
費　用　1,500円（昼食代・保険代など）
持ち物　食器（皿、茶碗、コップ、箸など）、飲み物、
　　　　軍手、エプロン、汚れてもよい服装
申込み　３月５日（土）9：00から電話にてお申込
方　法　みください

とび てん ぐ



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
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時　２月23日（火）14：00～16：00

場　所　役場３階　301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。
※予約は不要ですので、直接お越しください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

森のようちえん おひさま入会のご案内
　「森のようちえん おひさま」は、子どもたち・親
たちの仲間作りをしよう、豊かな山北の自然の中
でのびのびと遊ばせようという趣旨のもと、平成
27年３月より活動をスタートした親子の会です。
　４月より一緒に活動していく仲間を募集するた
め、説明会を開催します。ぜひご参加ください。
※森の幼稚園とは、既存の幼稚園や保育園とは少
　し違い、自然体験を基軸にした幼児保育のこと
　です。

日　　時　３月７日（月）10：00から

場　　所　日向活性化施設

申込み方法　電話又はメールにてお申込みください

問 合 せ　森のようちえん おひさま
申 込 み　岡田（☎090－3043－6690）
       　 　（メールniko_smile120@icloud.com）

横浜弁護士会は
「神奈川県弁護士会」に変わります
　横浜弁護士会（県内に法律事務所を持つ弁護士
全員が加入する法定団体）は、４月１日（金）より「神
奈川県弁護士会」に会名が変わります。

問合せ　横浜弁護士会（☎045－211－7707）

メロディ放送は17：00に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、３月から10月までの間17：00になります。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

森林ボランティア参加者募集
　町では、森林ボランティアの参加者を募集して
います。河村城跡歴史公園内に、木の苗を植えて
みませんか。

日　時　３月19日（土）9：00～12：00
集　合　役場駐車場
場　所　河村城跡歴史公園内
内　容　竹木伐採体験、植樹（ツツジなどを予定）
定　員　20名
持ち物　軍手、飲み物
※作業のできる服装でご参加ください。
申込み　３月９日（水）までに電話にてお申込みく
方　法　ださい
※参加者には、「さくらの湯」無料入浴券を配付し
　ます。
問合せ　環境農林課農林振興班
申込み　（☎75－3654）

❻

月　　日
受付時間
場　　所

３月３日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

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
受付時間
場　　所

３月１日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。掲載を希望さ
れる方は、企画財政課にお申込みください。

掲載対象　・広報やまきた
　　　　　・広報やまきたおしらせ版
　　　　　・ホームページ（バナー広告）
　　　　　・町内循環バス
※掲載対象ごとに規格や料金が異なりますので、
　詳しくはお問合せください。
※広告内容により、掲載できない場合があります。
問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75－3652）


