
❶

ソーラン山北よさこいフェスティバル2017
　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26日（日）11：00～14：35
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44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（金）～4月7日（金）
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。

イベント開催日
日　時　4月1日（土）11：00～15：50
内　容　ソーラン山北、山北・向原川村囃

ば や し
子、

洒
しゃすい

水太鼓、ダンス、神
み こ し

輿渡
と ぎ ょ

御など
※午前と午後にD52型蒸気機関車を運行します。

※イベント内容は、都合により変更となる場合が
あります。

※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。

～お越しの際は、町内循環バスをご利用ください～

南部循環平山先回り 南部循環向原先回り

山 北 駅
到着時刻

10：47 16：42  9：42 16：02

12：47 18：07 11：42 17：22

15：10 18：42
(注1) 14：37 19：12

(注2)

（注1）土休日のみ運行　（注2）土休日運休

※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）

眼鏡のリサイクルにご協力を！
　ライオンズクラブ国際協会では、世界的な奉仕
活動の一環として、眼鏡回収ボックスを設置しま
す。みなさんのご家庭で、使われなくなった眼鏡が
ありましたら、リサイクルにご協力をお願いします。

月　日　4月1日（土）
場　所　桜まつり会場（山北ライオンズクラブテント内）　
内　容　リサイクルできる眼鏡の種類は、度つき

眼鏡、老眼鏡、子ども用眼鏡、サングラ
ス、金属・プラスチックフレームなど

※当日お持ちいただき回収ボックスに入れてください。
問合せ　山北ライオンズクラブ事務局
　　　　大関（☎75－3458　FAX76－3309）

 お し ら せ 版

平成２９年３月１６日発行  第６３７号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 政 策 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/



3月25日（土）、4月2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・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25日（土）、4月2日（日） 8：30～12：15
※上下水道課業務は4月2日（日）のみ実施します。
場　　所　役場本庁舎（清水・三保支所は除きます）

担当課及び業務内容
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
 * 課税証明書、各種納税証明書、非課税証明書、評価証明書の交付
 * 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

閉庁日の証明書発行
　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、平日の開庁時間（8：30～17：15）に担当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、直接担当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）

住民票の広域交付について
　本人及び同じ世帯の方の住民票の写しは、全国
どこの市区町村でも、広域交付住民票として交付
を受けることができます。
　ただし、この住民票には本籍や転居などの履歴
が記載できませんので、提出先に必要な記載事項
を確認してから申請してください。
　また、申請の際は本人確認書類として、官公署
が発行した顔写真付き証明書（有効期限内の運転
免許証、住民基本台帳カード、個人番号カードな
ど）が必要となります。

問合せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

❷

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）

保険健康課（☎75－3642）
 * 国民健康保険の届出
 * 国民年金の各種届出
 * 介護保険の届出
 * 介護認定相談及び申請
 * 後期高齢者医療制度の届出
 * 納税・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



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　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

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 「人口減少の課題と対策」
福祉教育常任委員会 「高齢者が安心して暮らせる

まちづくり」

開催日 場　所 対　象
4月10日
（月） 三保支所 三保地区

4月12日
（水）

清水ふれあいセ
ンター 清水地区

4月14日
（金）

生涯学習セン
ター

山北第1・第2・
第3ブロック

4月17日
（月）

共和のもりセン
ター 共和地区

4月19日
（水）

高齢者いきいき
センター 岸地区

4月21日
（金） 向原児童館 向原地区

※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）

❸

山北町障害者計画・山北町障害福祉計画
策定委員を募集します

　第3次山北町障害者計画・第5期山北町障害福祉
計画の策定を行う委員を募集します。

任　　期　委嘱の日から平成30年3月まで
応募資格　町内にお住まいの方
会　　議　年3回（予定）
募集人数　若干名 
募集期間　4月3日（月）～20日（木）
応募方法　役場福祉課窓口で配付している応募用

紙に記入し、提出してください
※応募用紙は、町ホームページからもダウンロー

ドできます。
※応募者多数の場合は、選考とさせていただきます。
問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

山北町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定委員を募集します

　第7期山北町高齢者福祉計画・介護保険事業計
画の策定を行う委員を募集します。

任　　期　委嘱の日から平成30年3月まで
応募資格　町内にお住まいで40歳以上の方
会　　議　年4回（予定）
募集人数　若干名 
募集期間　4月3日（月）～20日（木）
応募方法　役場保険健康課窓口で配付している応

募用紙に記入し、提出してください
※応募用紙は、町ホームページからもダウンロー

ドできます。
※応募者多数の場合は、選考とさせていただきます。
問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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　企画政策課企画班（☎75－3651）



ふれあい農園の利用者募集
　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的にふれあ
い農園を開設しています。自分で野菜を作ってみ
たいと思う方はぜひ応募してください。

募集区画　岸地区3区画（1区画約80㎡）
契約期間　平成29年4月1日～平成31年3月31日

（以降の更新も可）
使 用 料　年額4,000円
応募資格　町内にお住まい又はお勤めで非農家の方
申込み期限　3月22日（水）まで
※応募者多数の場合は、抽選を行い決定します。
問合せ申込み　農林課農林振興班（☎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（水）～28日（金）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
　　　　　（土・日曜日を除く）
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）

　　　　　・生活保護の支給を受けている（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、役場学校教育課窓口に提出して
ください

※申請書は、4月5日（水）から学校教育課窓口、
清水・三保支所で配付します。

　また、町ホームページからもダウンロードでき
ます。なお、清水・三保支所には申請書の提出
はできません。

※申請期間を過ぎても申請書の提出は可能です
が、その場合、援助費については月割りの支給
となりますので、必ず期間内にご提出をお願い
します。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　4月2日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～ 8：30
　　　　　第2部　8：30～12：00
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、惣菜、雑貨などを販売
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

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

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
※防具は貸し出します。
問合せ　井上（☎75－1550）
　　　　津田（☎75－0747）

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

ゆ か わ
川　瀞

せいさく
策（☎75－2161）

　　　　事務局　瀬
せ と

戸　一
かずのり

徳（☎75－0016）

　平成28年度東山北駅周辺魅力づくり推進事業及び認定こども園整備事業に
は、神奈川県川崎競馬組合が実施する競馬事業の収益配分金を財源とする、神奈
川県市町村自治基盤強化総合補助金（地方創生推進事業）を活用しています。

❹



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。

月　日 場　所

04月02日（日） 大井町山田総合グラウンド

05月03日（水・祝） 小田原テニスガーデン

06月04日（日） 大井町山田総合グラウンド

07月02日（日） 西湘地区体育センター

09月03日（日） 西湘地区体育センター

10月01日（日） 南足柄市運動公園

11月05日（日） 小田原テニスガーデン

12月03日（日） 西湘地区体育センター
平成30年
01月08日（月・祝） 小田原テニスガーデン

平成30年
02月04日（日） 西湘地区体育センター

平成30年
03月04日（日） 大井町山田総合グラウンド

※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

すぎやま
山　正

まさひろ
洋

　　　　（☎76－3814）

オープンガーデンのお知らせ
日　時　4月1日（土）10：00～15：00
場　所　㈱トヤマ　本社工場
内　容　・桜庭園、花壇、食堂など指定区域の一

般開放
　　　　・トヤマファームによる食事の販売
　　　　　チキンカツカレー（サラダ付）600円
　　　　　（11：00から販売開始）
※遊び道具の持込みやペットを連れての参加は、

ご遠慮ください。
※敷地内禁煙・禁酒のご協力をお願いします。
問合せ　㈱トヤマ総務部　西（☎79－1411）

山北中学校　吹奏楽部　
第3回スプリングコンサートのお知らせ
　吹奏楽部が力を入れている演奏会の１つ「スプ
リングコンサート」を開催します。生徒が演奏会
に向けて、いろいろなジャンルの曲に挑戦してい
ます。お誘い合わせのうえ、ぜひご来場くださ
い。お待ちしています。

日　時　3月19日（日）
　　　　13：30～15：30（開場13：00）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
問合せ　山北中学校（☎75－0755）

足柄ウィンドオーケストラ
第15回 定期演奏会

日　時　4月23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

さいとう
藤　隆

た か お
夫　氏、樋

ひ ぐ ち
口　哲

て つ お
生　氏

司　会　朝
あさおか

岡　 聡
さとし

　氏
内　容　・吹奏楽演奏ブレーメンの音楽隊　ほか
　　　　・吹奏楽とヴォーカルでつづる名曲
※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

せ と
戸　一

はじめ
（☎75－1576）

丸山ゲート開放日の変更
　町道丸山1号線で次の箇所の町道廃止に伴い、
㈱トヤマが管理することとなったため、丸山ゲー
ト開放日を次のとおり変更します。

開放日　4月1日（土）からの㈱トヤマの操業日
　　　　8：00～18：00
　　　　（土・日曜日、祝日などは閉鎖）
問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

❺



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　4月4日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　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　4月6日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

 
ママパパクラス

月　　日　4月8日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45から）
場　　所　健康福祉センター　多目的室1
対　　象　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]
内　　容　・母乳育児について[講話]
　　　　　・お産の進み方[講話・実技]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具

申込み方法　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
※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）

❻

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28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）

正しい応急手当を学びませんか
【普通救命講習Ⅰ】

日　時　4月15日（土）9：30～12：30
場　所　松田町立公民館1階　展示ホール
　　　　（松田町松田惣領2078）
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）
申込み　4月5日（水）まで
期　限　9：00～17：00（土・日曜日を除く）

【上級救命講習】
日　時　4月23日（日）9：00～18：00
場　所　小田原市消防本部2階　講堂
　　　　（小田原市前川183－18）
内　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱いに傷病

者管理、異物除去、搬送法、熱傷の手当
などを加えた応急手当全般

定　員　25名（定員になり次第、締切り）
申込み　3月23日（木）～4月13日（木）
期　間　9：00～17：00（土・日曜日を除く）

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

受講料　無料
申込み　電話予約後、申請書を消防署、分署又は
方　法　出張所へ直接提出してください
※申請書は、最寄りの消防署、分署又は出張所で

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29年度定

期救命講習会予定表を掲載しています。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成29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26日（水）9：00～12：15
　　　　4月27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　環境課生活環境班（☎75－3656）


