
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４月８日（金）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

お　し　ら　せ　版

❶

平成２８年３月１６日発行 第６１４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/

ソーラン山北よさこいフェスティバル2016
　満開の桜の下、町内外から集まった多数の踊り
子が山北駅周辺を踊り回ります。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、盛大にフィナーレを飾ります。

日　時　３月27日（日）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）

第43回やまきた桜まつり
　山北駅周辺の桜の見頃の時期に合わせて「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、模擬店を出店します。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24日（木）～４月５日（火）
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。

（注1）土休日のみ運行　（注2）土休日運休

南部循環向原先回り

山 北 駅
到着時刻

南部循環平山先回り
10：47
12：47
15：10

16：42
18：07
18：42
（注1）

9：42
11：42
14：37

16：02
17：22
19：12
（注2）

～お越しの際は、町内循環バスをご利用ください～

イベント開催日
日　時　４月２日（土）11：00～15：40
内　容　ソーラン山北、山北・向原川村囃子、洒
　　　　水太鼓、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。

ばやし

みこし と ぎょ

※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。

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）

竹灯篭の夕べ
ライトアップされた桜の下、素朴な竹灯篭が心を癒やします。
日　時　４月４日（月）18：30～20：30
場　所　山北鉄道公園内
内　容　竹灯篭によるライトアップ

い

たけ とう ろう

※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。



戸籍に関する届出について
　戸籍に関する様々な届出は、役場が閉庁してい
る時でも届出することができます。ただし、婚姻
届や転籍届などで新たに戸籍を設ける場合の本籍
地番など、確認が必要となることがありますの
で、提出前にご相談ください。
　届出書の書き方などでご不明な点がありました
ら、事前に町民税務課へお問合せください。

問合せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

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）

❷

３月26日（土）、４月３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、受け付け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26日（土）、４月３日（日）８：30～12：15
※上下水道課業務は４月３日（日）のみ実施します。
場　　所　役場本庁舎（清水・三保支所では行いません）

閉庁日の証明書交付について
　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　
▪課税証明書、各種納税証明書、非課税証明書、評価証明書
※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。

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）

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

町民税務課（☎75－3641）
▪住民票の異動（転入・転出・転居など）
▪住民票の写し（住民票記載事項証明書を含む）の交付
▪印鑑登録及び廃止、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
▪口座振替の申請及び廃止手続き
▪所得証明、評価証明などの固定資産に関する証明書の交付
▪納税

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

担当課及び業務内容



ご存じですか？
児童扶養手当・特別児童扶養手当
　児童扶養手当や特別児童扶養手当の請求を、随
時受け付けています。該当する方は、福祉課にお
問合せください。
※両方に該当する方は、同時受給が可能です。

児童扶養手当とは
　父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計
を同じくしていない児童（注１）を養育している
方（注２）に、手当を支給する制度です。請求者
及び扶養義務者などの所得制限があります。

（注１）18歳に達する日以後最初の３月31日まで
　　　　の間にある方、又は20歳未満で政令の定
　　　　める程度の障がいの状態にある方
（注２）父母、又は父母に代わって児童を養育し
　　　　ている方

特別児童扶養手当とは
　知的障がい又は身体障がいの状態などにある20
歳未満の児童を養育している父母又は養育者に、
手当を支給する制度です。請求者及び扶養義務者
などの所得制限があります。該当児童の障がいの
程度がわかる書類が必要となります。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成28年度の犬の登録と予防注射を実施しま
す。詳細は４月１日発行の広報やまきたおしらせ
版に掲載しますので、ご確認ください。

日　時　４月27日（水）9：00～12：15
　　　　４月28日（木）9：00～12：15
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）

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）

❸

議会報告会・意見交換会を開催します
　町議会では、町内６会場で常任委員会の活動報
告などを行います。なお参加は、記載の対象地区
限定ではありませんので、参加できる会場へお越
しください。

【テーマ】
総務環境常任委員会　「人口減少の原因と課題」
福祉教育常任委員会　「高齢者が元気と笑顔にあ
　　　　　　　　　　　ふれた生きがいづくり」

※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）

対　象

三保地区

清水地区

共和地区

岸地区

向原地区

山北第１・第２・
第 3ブロック

開催日
４月11日
（月）

４月13日
（水）

４月15日
（金）

４月18日
（月）

４月20日
（水）

４月22日
（金）

場　所

三保支所

向原児童館

清水ふれあい
センター

生涯学習セン
ター

共和のもりセ
ンター

高齢者いきい
きセンター



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。

練習日　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）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。

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ですの
で、一緒に楽しく活動しませんか。
　随時受け付けていますので、お気軽にご連絡く
ださい。

年会費　3,000円

問合せ　足柄観光ガイドの会事務局　高橋
申込み　（☎090－7700－9489）
　　　　（FAX0463－88－0750）

❹

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（格技室）
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　瀞策（☎75－2161）
　　　　事務局　瀬戸　一徳（☎75－0016）

ゆ かわ せいさく

せ と かずのり

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　４月３日（日）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　野菜類、肉類、惣菜、花、食料品など
　　　　　を販売
イベント　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

※８月はありません。

時　間　９：00～12：00
対　象　２市７町（小田原市、南足柄市、中井町、

大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、
真鶴町）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
※申込みは不要ですので、直接会場にお越しくだ
　さい。　
問合せ　小田原テニス協会　杉山　正洋
　　　　（☎76－3814）

まさひろすぎやま

場　　所
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

城山庭球場

西湘地区体育センター

南足柄市運動公園

大井町山田総合グラウンド

西湘地区体育センター

小田原テニスガーデン

小田原テニスガーデン

西湘地区体育センター

月　日
４月３日（日）

５月１日（日）

６月５日（日）

７月３日（日）

９月４日（日）

10月２日（日）

11月６日（日）

12月４日（日）

平成29年
１月８日（日）

平成29年
２月５日（日）

平成29年
３月５日（日）



山北幼稚園アルミ缶回収終了のお知らせ
　山北幼稚園保護者会では、アルミ缶の回収を行
い、その収益を子どもへの教育環境の向上のため
に役立ててきましたが、３月25日（金）をもちま
して回収を終了することとなりました。
　みなさんのご協力をいただき、ありがとうござ
いました。

問合せ　山北幼稚園（☎75－1530）

かなテクカレッジ（県立職業技術校）
2016年7月生募集

実施校及び募集コース
・かなテクカレッジ東部（東部総合職業技術校）
　（☎045－504－2810）
　募集コース：セレクトプロダクト、室内施工、
　　　　　　　ビル設備管理

・かなテクカレッジ西部（西部総合職業技術校）
　（☎0463－80－3002）
　募集コース：セレクトプロダクト、庭園エクス
　　　　　　　テリア施工

※全コース授業料無料。

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志がある方
募集期間　４月11日（月）～５月９日（月）

申込み　ハローワークでの事前手続きを経て、各
方　法　校へお申込みください

選考日　５月22日（日）※学力検査及び面接。

※募集案内は、各校・ハローワークで４月上旬か
　ら配付予定です。
※体験入校、オープンキャンパスなどのイベント
　情報を、ホームページに掲載しています。

問合せ　神奈川県産業人材課
　　　　（☎045－210－5715）
　　　　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f368/）

普通救命講習Ⅰを行います
日　時　４月16日（土）９：30～12：30
場　所　健康福祉センター（山北町）
対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町に在住・在勤・
在学で中学生以上の方

内　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱い
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
受講料　無料
申込み　４月６日（水）まで
期　限　９：00～17：00（土・日曜日を除く）
申込み　電話予約後、申請書を消防署・出張所へ
方　法　直接提出してください
※申請書は、最寄りの消防署又は出張所で受け取る
　か、ホームページからもダウンロードできます。
問合せ　小田原市消防本部救急課
申込み　（☎49－4441）

※小田原市消防本部ホームページに平成28年度定
　期救命講習予定表を掲載しています。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

バスをご利用ください
　路線バスは、町民の移動手段となる大切な生活
交通です。利用者が少ないと減便や路線が休廃止
となることがあります。自分たちの生活を支える
生活交通を維持するため、バスをご利用ください。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

『山北町商品券』を
利用できるお店が増えました！

　昨年に中川地区の旧あしがら荘跡地にオープン
した「丹沢ホテル時之栖」で、山北町商品券の利
用ができるようになりました。

問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

❺

足柄ウィンドオーケストラ
第14回 定期演奏会

日　時　４月24日（日）
　　　　開演13：30（開場13：00）
場　所　南足柄市文化会館　大ホール

指　揮　齋藤　隆夫　氏
　　　　樋口　哲生　氏

司　会　朝岡　聡　氏
内　容　吹奏楽演奏
※入場無料。
後　援　山北町教育委員会　
　　　　足柄上地区各市町教育委員会
問合せ　瀬戸　一（☎75－1576）

あさおか さとし

せ　と はじめ

ひ ぐち てつ

さいとう たか

お

お



❻

月　　日
受付時間
場　　所

４月７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

内　　容

持 ち 物

４月８日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
乳幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケア
※助産師による乳房ケアは予約制で
す（先着４名）。初めて受ける方・
産後６か月以内の方を優先します。

母子健康手帳、乳房ケアのある方はタオル

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、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

４月５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。

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

費　　用
持 ち 物

申込み方法

４月２日（土）
10：00～12：00（受付9：45から）
松田町健康福祉センター
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・妊娠中の過ごし方［講話］
・母乳育児について［講話］
・お産の進み方［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具
予約制です。前日までに保険健康課
健康づくり班へお申込みください

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

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。
　広告内容により、掲載できない場合があります
ので、企画財政課にお問合せください。

問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75－3652）

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　３月22日（火）14：00～16：00

場　所　役場４階　402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）

掲載料種　類 規格及び
掲載期間
12cm×9cm
1号につき1件

6cm×18cm
1号につき1件

6cm×9cm
1号につき1件

12cm×9cm
1号につき1件

6cm×18cm
1号につき1件

6cm×9cm
1号につき1件

縦50ピクセル×横150ピクセル
1～12か月（1か月単位）

A4以内（車内ステッ
カー2枚）、1か月

B4以内（バックステ
ッカー2枚）、1か月

A1以内（車内ポス
ター2枚）、14日間

車内放送（放送制
作費含む）、1年間

（裏表紙） 20,000円
（本　稿） 14,000円

（裏表紙） 20,000円
（本　稿） 14,000円

（裏表紙） 10,000円
（本　稿） 7,000円

広 報
やまきた

10,000円

10,000円おしらせ版

5,000円

5,000円ホームページ
(バナー広告)

1,000円

1,500円

1,000円

50,000円

町 内
循環バス


