
プリスタインハンドヒーリング銀座 山北のお部屋
諦めていた症状、薬では効かない症状などご相談下さい。
仕事のストレス、経営不安、争い事、家庭内不和、
引きこもり、うつ、病気など、改善した実績多数。

営 業：11時 ～ 18時（予約制／不定休）
住 所：山北町山北171 ）院療診羽丹旧（ 4

※ 山北駅前交番入ってすぐ左折、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 ： miraikurage@docomo.ne.jp
URL : https://sites.google.com/site/rosapristinehandhealing/home

ハンドヒーリング ￥15,000　タロット占い ￥2,500　初回￥1,500

有料広告

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 ※他5月6日（金）

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）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

有料広告

山北町パークゴルフ場のご利用案内
　4月から新たに１日券がご利用できます。１日
券は当日何回でもプレーでき、昼食などの際には
一時退場もできますので、今まで以上に利用しや
すくなりました。
　みなさんのお越しをお待ちしています。

開場時間　 4～5月　 9：00～17：00（受付は15：30まで）
　　　　　 6～9月　 9：00～18：00（受付は16：30まで）
　　　　　10～3月　9：00～17：00（受付は15：30まで）
休 場 日　毎週水曜日
　　　　　（水曜日が休日の場合はその翌日）
　　　　　12月28日（水）～平成29年1月4日（水）
※荒天やコース状況により臨時休場や開場時間短

縮の場合があります。
料　　金

大　人
（高校生以上）

小　人
（中学生以下）

1人1回(18ホール) 200円 100円
回数券(11回利用可) 2,000円 1,000円
1日券(当日何回でも利用可) 500円 250円
※ご利用は小学校3年生以上の方です。
※クラブ、ボールは無料で貸し出します。

問 合 せ　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）

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）

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
ひとつにする方で、通院や通学などに使用する軽
自動車を所有している場合は、軽自動車税の減免
を受けることができます。
　平成28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31日（火）まで
提出場所　役場町民税務課、清水・三保支所
必要書類　平成28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をしてくだ
さい。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）
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高齢者向け給付金（年金生活者等
支援臨時福祉給付金）の申請が始まります
　一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩
恵が及びにくい高齢者の方を支援するため支給さ
れる給付金です。

対　　象　平成27年1月1日において、山北町に
住民登録があり、平成27年度町民税
（均等割）が課税されていない方で、
平成29年3月31日までに65歳以上にな
る方（昭和27年４月１日以前に生まれ
た方）

※上記のうち、平成27年度町民税（均等割）が課
税されている方の扶養親族や、生活保護を受給
されている方は対象になりません。

※平成27年１月１日に山北町以外の市町村に住
民登録があった方については、当時住民登録が
あった市町村で申請してください。

支 給 額　30,000円
申請期間　5月9日（月）～8月9日（火）
申請方法　申請書に必要事項を記入し、役場福祉

課又は清水・三保支所へ持参又は郵送
してください

※対象と思われる方には、5月上旬に個別にお知
らせと申請書を郵送します。

※申請がなければ、支給することができませんの
でご注意ください。

　
【申請に必要なもの】
①申請書　
②印鑑　
③本人確認書類（免許証、パスポートなど写真付

きのもの）
④振込先の口座情報（通帳の写し、キャッシュ

カードの写しなど）
※過去に臨時福祉給付金を支給されている方で、

振込口座に変更のない方は必要ありません。

“振り込め詐欺に　　　　　　　
　　　　　　ご注意ください！”

　申請内容に不明な点があった場合、町から問合
せをすることがありますが、ATM（現金自動預
払機）の操作をお願いすることや、支給のための
手数料などの振込みを求めることは、絶対にあり
ません。
　もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐ
に役場又は松田警察署（☎82－0110）にご連絡
ください。

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

平成28年度 ニホンジカ管理捕獲について
　自然環境保全センターでは、第3次神奈川県ニ
ホンジカ管理計画に基づき、次のとおりニホンジ
カの管理捕獲を実施しますので、ご協力をお願い
します。
　
実施期間　5月11日（水）～平成29年3月15日（水） 
　　　　　までの主に水・土曜日
※学校の夏休み期間（7月18日～8月31日）と年 
　末年始（12月29日～1月3日）は実施しません。
※実施中は、実施地周辺に赤い幟

のぼり
と横断幕を掲示 

　します。
実施場所　主に丹沢大山国定公園内鳥獣保護区 
　　　　　（猟区を除く）
※町内においては、皆瀬川(日陰山・セリ沢周

辺)、神縄(米ヶ沢)、中川(大滝沢・白石沢・箱
根屋沢・細川沢・菩提沢周辺)、世附(寺ノ沢・
大矢沢・源五郎沢周辺)、玄倉(仲ノ沢・ユーシ
ン・熊木沢・箒杉沢周辺）

問 合 せ　神奈川県自然環境保全センター
　　　　　野生生物課（☎046－248－6682　内線215）

熊本地震災害義援金募金に
ご協力をお願いします

　町では、平成28年熊本地震災害義援金の募金を
実施しています。
　みなさんの温かいご協力をお願いします。

募 金 箱　①役場1階エントランスホール
設置場所　②清水支所
　　　　　③三保支所
　　　　　④健康福祉センター
　　　　　⑤生涯学習センター
実施期限　6月20日（月）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

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4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（金）まで
期　　限
問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）
申 込 み

❷



生ごみ処理容器購入費を助成しています
　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
しています。

種　類 助成額 限度額 限度数
生　ご　み
処 理 容 器

購入額の
2分の１

1基につき
6,000円

1世帯
2基まで

電動式生ごみ
処　理　機

購入額の
2分の１

1台につき
20,000円

1世帯
1台まで

※助成額は100円未満切捨てです。
※購入前に環境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（レシートで
はなく氏名及び型番が確認できるもの）
を環境課窓口へ提出してください

※補助金交付申請書兼実績書、補助金請求書の用 
　紙は町ホームページからダウンロードできます。
※助成金は書類審査し、町から交付決定通知後、 
　申請者の口座に振込みます。

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

「花いっぱい運動」に助成しています
　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
どを助成してい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。

都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針についての意見を募集します
　県では、都市計画の目標などの基本方針を示した
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変
更の案を取りまとめました。次のとおり縦覧ができます
ので、ご意見のある方は、意見書を提出してください。

縦覧・意見書　5月13日（金）～27日（金）
募集期間
縦覧場所　県都市計画課、役場都市整備課
意見提出　県都市計画課、役場都市整備課窓口又
　　　　　は郵送にて提出してください
問 合 せ　県都市計画課（☎045－210－6175）
提 出 先　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

平和行進のお知らせ
　「核兵器のない世界」を願い、東京・夢の島から広
島・平和公園まで歩き続ける平和行進が今年も山北
町を通ります。一緒に歩きませんか。

月　日　5月16日（月）
コース　山北駅北口集合（10：55）～駅前信号（左折）～
　　　　消防器具置場（左折）～中橋～役場（11：25）
問合せ　原水爆禁止西さがみ地区協議会
　　　　山田（☎0460－82－1792）

～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省エネ対策として、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
応としています。町民のみなさんが気軽に話ができる
爽
さわ

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（月）まで
問合せ　総務防災課庶務班 （☎75－3643）

フラダンスを楽しんでみませんか♪
　アオラニフラでは、ハワイにいるような雰囲気の
中、楽しい時間を過ごしています。ぜひ見学にお越し
ください。　

日　時　第1・第3水曜日　19：00～20：30
場　所　健康福祉センター
講　師　片

かたやま
山　弓

ゆ み
美　氏

問合せ　アオラニフラ　猪狩（☎75－2639）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　5月17日（火）※雨天中止。
行き先　我が町　山北を見直そう、共和・八丁方面 
　　　　を歩こう　
集　合　山北駅北口　9：00
費　用　新規入会の方  1,000円（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、雨具、健康保険証など
申込み期限　5月13日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❸

ごみ減量再資源化と環境美化の推進について
環境課生活環境班
（☎ 75 － 3656）



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　5月12日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

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　5月13日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　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・

内 　 容
　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。
持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方はタオル

1歳6か月児健康診査
月　　日　5月17日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成26年8～11月生まれの幼児
持 ち 物　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、むし歯予防の薬をぬります。
月　　日　5月20日（金）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター　
対　　象　平成26年3～5月生まれの幼児
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

5月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など

対　　象　平成27年5～7月生まれの乳児
　　　　　※満10か月から誕生日前日まで
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

お詫びと訂正
　広報やまきた4月号山北町消防団の記事で、退団さ
れた消防団幹部（分団長経験者）の紹介に掲載漏れ
がありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

（追加）　第8分団　矢吹　高広（谷ケ）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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。
日　時　5月18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）

乳がん・子宮がん 施設検診のお知らせ
　平成26年度に施設検診を受診された方に「受診
券」を送付します。新たに検診を希望される方は
お申込みください。
　なお、乳がん・子宮がん検診は国の指針で2年
に1度の受診となりますので、昨年度受診した方
は今年度受診できません。
※集団検診(健康福祉センター)は12月～平成29年 
　2月に実施します。

検 診 名 対象・費用 医療機関
【乳がん】
視触診
超音波検査

30～39歳の方
1,300円 白鷗医院

【乳がん】
視触診
マンモグラフィ検査

40～69歳の方
2,000円

70歳以上の方
400円

足柄上病院

【子宮がん】
子宮頸部検査

20歳以上の方
1,700円

足柄上病院
柴田産婦人科クリニック
緑蔭診療所
開成駅ひかりクリニック
南足柄レディースクリニック

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≫
5月20日（金）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)

❹

今月の納期限
● 5 月 11 日（水）
　上下水道使用料（B 地区第 1 期分）
● 5 月 31 日（火）
　固定資産税（第 1 期分）
   軽自動車税
　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）


