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町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　田屋敷住宅（４階建）２階　205号室
間 取 り　3LDK　（共同エレベーター完備）
主な入居資格　・町内に在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・住宅に困窮していること
これらの条件をすべて備え、次の①又は②を満たす方
①一般世帯の場合
　夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とし
　た家庭で、平成28年の月あたりの所得が
　158,000円以下であること
②高齢者世帯や障がい者世帯の場合
　入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・
　知的障がいのある方で、平成28年の月あたりの
　所得が214,000円以下であること
※犬、猫及びその他の動物は飼えません。
※入居資格の詳細は、町ホームページにも掲載し
　ています。不明な点はお問合せください。
受付期間　３月８日（木）～３月15日（木）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入し、定住
　　　　　対策課に提出してください
※入居申込書は、定住対策課で配付します。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消
　しとなります。
※希望者多数の場合は選考の後、抽選を行い決定
　します。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）
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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町外からの出店も多数予定していますので、ぜ
ひお越しください。お待ちしています。

日　　時　３月４日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　7：00～ 8：30
　　　　　第２部　9：00～11：45
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、パン、花、雑貨
　　　　　などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、あめの特売
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

水質検査計画を策定しました
　町では、水質基準に関する法令や水源などの水
道施設の状況を勘案し、平成30年度水質検査計画
を策定しました。
　検査計画は、上下水道課窓口又は町ホームペー
ジで閲覧できます。
　また、過去の検査結果については、上下水道課
窓口で閲覧できます。
問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

地　区

全地区

収集日
３月20日
（火） 粗大ごみ

種　別

ごみの収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、町民カレンダーをご確認いただき、
お間違えのないようお願いします。

※町民カレンダーに収集日要注意印がついています。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
全国瞬時警報システム（J－ALERT）により送ら
れてくる国からの緊急情報を、防災行政無線を用
いて確実に皆さんへお伝えするための起動確認を
目的とした訓練放送を行います。
※ J－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報
を、人工衛星などを通じて瞬時に情報伝達する
システムです。
訓練日時　３月14日（水）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Jアラートのテストです。」
　　　　　　×３回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな情
　報伝達手段で訓練が実施されます。
※国民保護のサイレン音は流れません。
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

ジェイ アラート・



奨学生を募集します
　町では、山北町に住民登録のある高校生、大学
生を対象に奨学金を貸与しています。希望される
方は申請してください。

貸　与　額　高校生：月額10,000円
　　　　　大学生：月額15,000円

申請期間　４月５日（木）～27日（金）
　　　　　８：30～12：00、13：00～17：15
　　　　　（土・日曜日を除く）

申請方法　奨学生願書に在学証明書、成績証明書を
　　　　　添付し、学校教育課窓口に提出してく
　　　　　ださい
※願書は、４月５日（木）から、学校教育課窓口
　で配付します。なお、貸与は教育委員会で審査
　のうえ、決定されます。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

陸上自衛隊が徒歩行進訓練を行います
日　　時　３月16日（金）９：30～17：20
場　　所　足柄上地区周辺（南足柄市、開成町、
　　　　　松田町、山北町）
訓練規模　隊員14名程度（迷彩服、鉄製ヘルメッ
　　　　　トなど着用）
※武器の携行はありません。

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（町内に在住）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（木）～27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　４月５日（木）から学校教育課窓口、
清水・三保支所で配付する就学援助費
交付申請書に必要事項を記入し、学校
教育課窓口に提出してください

※申請書は町ホームページからもダウンロードで
　きます。なお、清水・三保支所では申請書の提
　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）

第61回町親睦ゴルフ大会を開催します
月　日　５月６日（日）※雨天決行。
時　間　OUT・IN１組目スタート７：56予定
場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　象　高校生以上で町内に在住又は在勤の方
定　員　100名
費　用　１人12,000円
　　　　（参加料2,000円、プレー料金10,000円）
※ゴルフ場利用料・消費税込み、食事代別。
プレー　乗用カートによる18ホールセルフプレー方　法　
※スパイクシューズ使用不可。
※高反発クラブ使用可。
申込み　４月18日（水）17：00まで期　限
申込み　生涯学習課窓口で配付している申込み用
方　法　紙に必要事項を記入のうえ、参加料を添
　　　　えてお申込みください
※申込み用紙は町ホームページでもダウンロード
　できます。
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料
　は返金できません。
※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払いください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

❷

問 合 せ　　駒門駐屯地第１高射特科大隊第２中隊
　　　　　　（☎0550－87－1212　内線426）

時　間
　9：20
10：05
11：35
13：20
14：00

14：40
15：10
15：50
16：10

行　程（山北ルート）
南足柄市総合運動公園
山北高校
丸山公園
山北スポーツ広場
山北町役場

三保ダム管理事務所
鹿島山北高等学校
丹沢ホテル時之栖
ぶなの湯

車　移　動



県立21世紀の森 イベント参加者募集
自然観察会「春の山野草観察・桜の観賞」
日　時　４月７日（土）10：00～15：00　
※予備日４月８日（日）。

場　所　県立21世紀の森

対　象　一般（小学生以下は保護者同伴）

内　容　21世紀の森に生えている山野草の観察
　　　　(途中で桜が咲いていれば、観賞します)

定　員　20名（抽選）

費　用　500円（参加費）

申込み　３月27日（火）まで期　限

申込み　イベント名・開催日・参加者全員の住所・
方　法　氏名・年齢・電話番号・FAX番号（FAX
　　　　で申込みの場合）を明記し、往復はがき、
　　　　FAX又はメールにてお申込みください

問合せ　〒250－0131  南足柄市内山2870－5
申込み　神奈川県立21世紀の森管理事務所
　　　　（☎72－0404 FAX72－2882）
　　　　（メール k21seiki@ak.wakwak.com）

❸

※１　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（平成31年３月学位取得見込みを含む）

問合せ　自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所（小田原市栄町1－14－9 NTビル3階）（☎24－3080）

自衛官等募集案内

陸・海・空
一般幹部候補生

試験期日

１次
①筆記試験
　５月12日（土）
②筆記式操縦適性検査
　（飛行要員希望者のみ）
　５月13日（日）
２次
未定
※事務所にお問合せください。

１次　５月26日（土）
２次　未定
※事務所にお問合せください。

※事務所にお問合せください。

大卒
程度
試験

院卒者
試験

募集種目

一般曹候補生
（春試験）

自衛官候補生

受付期間
（締切日必着）

3月1日（木）
～

5月1日（火）

3月1日（木）
～

5月1日（火）

年間を通じて
実施

資　　格

ア．22歳以上26歳未満（修士課程修
了者等※1にあっては28歳未満）
の者（平成31年４月１日現在）

イ．20歳以上22歳未満（学校教育法に
基づく大学を卒業した者又は外国に
おける学校を卒業した場合で大学卒
業に相当すると認められる者）の者

　　（平成31年４月１日現在）
修士課程修了者等※1で20歳以上28歳
未満の者（平成31年４月１日現在）
18歳以上27歳未満の者
（平成31年４月１日現在）
※高校生は不可。

18歳以上27歳未満の者

地域資源を生かすあしがら地域活性化セミナー
　地域資源を生かした地域振興、観光振興につい
てのセミナーを開催します。お申込みは不要、ど
なたでもご参加いただけます。

日　時　３月23日（金）　13：30～16：05
会　場　開成町民センター３階大会議室
参加費　無料
内　容　第一部（13：35～14：35）

「足柄の魅力、可能性が見えてくる地域の宝
　探し、その活かし方と効果的な発信法」
　（合同会社フォーティーR＆C
　　　　　代表　水津　陽子　氏）
第二部（14：45～15：45）
「体験観光で地域が豊かになるまちづくり」
　（特定非営利活動法人　自然体験学校　
　　　　　代表　若林　信一　氏）
第三部（15：50～16：05）
「位置ゲームを活用した観光振興の可能性と
　実績 ～岩手県など自治体との連携事例～」
　（株式会社モバイルファクトリー
　　　　　チーフ　鈴木　康之　氏）

問合せ　あしがら観光協会事務局（県西地域県政
　　　　総合センター商工観光課）
　　　　（☎0465－32－8908）

よう こすい つ

しんいちわかばやし

やすゆきすず き



《人権行政相談》
３月20日（火）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

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

今月の納期
●３月12日（月）
　上下水道使用料（B地区第６期分）
●３月26日（月）
　下水道受益者負担金（第４期分）
　町設置型浄化槽分担金（第４期分）
※４月２日（月）
　認定こども園保育料（３月分）
　保育園保育料（３月分）
　幼稚園保育料（３月分）
　放課後児童クラブ負担金（３月分）
　後期高齢者医療制度保険料（第９期分）　
　町設置型浄化槽使用料（１・２月分）
　町営住宅使用料（３月分）

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　３月14日（水）11：00～
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）

YKA健康ウォーキングの参加募集
月　日　３月20日（火）※雨天中止。
行き先　湘南平
集　合　山北駅北口　８：40
費　用　会員の方 1,450円 （交通費）
　　　　新規入会の方 2,450円 （入会費、交通費）
　　　　（交通費は各自で清算）
※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、健康保険証など
申込み　３月16日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

日　　時
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
生後10～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで
母子健康手帳、お誕生前健診票

３月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

３月13日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成26年12月～平成27年２月生ま
れの幼児
母子健康手帳、３歳児健診検査セッ
ト（視力・聴力検査用紙、尿検査）、
問診票、子育てアンケート

～出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固
第Ⅸ因子製剤の投与によりＣ型肝炎ウイルスに感染された方々へ～

給付金の請求期限が、2023年（平成
35年）1月16日までに延長されました
　Ｃ型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早
期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法に
よってその解決を図るため、平成20年1月16日に
法律※1が制定、施行されました。
　厚生労働省は、この法律に基づく給付金の支給の
仕組みに沿って、現在和解を進めています。支給を
受けるためには、諸手続きが必要です。詳しくは、ホー
ムページをご覧いただくか、お問合せください。
※1「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第

Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済
するための給付金の支給に関する特別措置法」

対象者　獲得性の傷病※2について「特定フィブリノ
ゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」
の投与を受けたことによって、Ｃ型肝炎ウイ
ルスに感染された方※3とその相続人

※2 妊娠中や出産時又は手術での大量出血、新生
児出血などが該当します。

※3 既に治癒した方や、感染された方からの母子
感染で感染された方も対象となります。

問合せ　独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）
　　　　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）9:00～17:00
　　　　（☎ 0120-780-400）
　　　　（http://www.pmda.go.jp/relief-services/
　　　　　hepatitis-c/0001.html）


