
お　し　ら　せ　版

※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）

※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
路線バス、町内循環バスをご利用ください。
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ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

第45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、模擬店が出店します。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25日（日）～４月８日（日）
場　所　山北鉄道公園、健康福祉センター駐車場
内　容　桜並木のライトアップ（18：00～22：00）
　　　　模擬店の出店（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。

防災行政無線の機能を充実させます
　防災無線の放送を聞きのがした場合、役場のテ
レホンサービスにダイヤルすれば放送の内容を確
認することができるようになりました。
　また、これまでの町職員による放送も、今後は電
子音声による放送となり、聞き取りやすくなります。
防災無線テレホンサービス（☎75－3300）

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

中川温泉「ぶなの湯」休館日変更のお知らせ
　中川温泉「ぶなの湯」は、平成30年４月より休
館日が水曜日から月曜日に変更となりますので、
ご注意ください。
問合せ　中川温泉 「ぶなの湯」（☎78－3090）
　　　　山北町観光協会（☎75－2717）

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）

ソーラン山北よさこいフェスティバル2018
　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まわります。最後には、す
べての踊り子がメーン会場（山北鉄道公園）に集
まり、盛大にフィナーレを飾ります。
日　時　４月８日（日）11：00～14：50
場　所　山北鉄道公園、駅前大通り、桜並木通り、
　　　　山北駅前

イベント開催日
日　時　３月31日（土）11：00～ 16：00
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
※午前と午後にD52型蒸気機関車を運行します。

ばやし

しゃすい みこし と ぎょ

（注1）土休日のみ運行　（注2）土休日運休

～町内循環バス時刻表～
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山北町国民健康保険データヘルス・
特定健診等実施計画（案）にご意見を
　町では、国民健康保険加入者の健康維持増進を
推進するため山北町国民健康保険データヘルス・特
定健診等実施計画の策定を行っています。この計画
（案）について、町民の皆さんから広く意見を募集し
ます。詳しくは、町ホームページをご覧ください。

募集期間　３月16日（金）～26日（月）
閲覧場所　保険健康課窓口及び町ホームページで
　　　　　閲覧できます
意見提出　保険健康課へ直接又は郵便、ＦＡＸ、
　　　　　電子メールにて、｢氏名｣｢電話番号｣を
　　　　　記載してご提出ください
※ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、
　ご了承ください。
問 合 せ　保険健康課保険年金班
提 出 先　（☎75－3642　FAX 79－2171）
　　　　　（メール　hoken-kenko@town.yamakita.kanagawa.jp）

山北町地域福祉計画・山北町社会福祉協議会
地域福祉活動計画策定委員を募集します
　第３期山北町地域福祉計画・第５次山北町社会
福祉協議会地域福祉活動計画の策定を行う委員を
募集します。年３回程度会議への出席をお願いし
ます。

任　　期　委嘱の日から平成31年３月31日（日）
　　　　　まで
応募資格　町内にお住まいの方
募集人数　若干名 
募集期間　４月２日（月）～20日（金）
応募方法　福祉課窓口で配付している応募用紙に
　　　　　必要事項を記入し、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　FAX79－2171）

保険健康課（☎75－3642）
＊国民健康保険の届出
＊国民年金の届出
＊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

町民税務課（☎75－3641）
＊住所変更などの手続き（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
＊口座振替に関する手続き
＊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

❷

閉庁日にも証明書が受け取れます
　閉庁日（土・日曜日、祝日、年末年始）でも、次の証明書を受け取ることができます。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）に町民税務課までご連絡ください。
　
対　　象　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できます。
　詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、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）

3月24日（土）、4月1日（日）休日窓口を開設します
　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24日（土）、４月１日（日）８：30～12：00 
※上下水道課業務は４月１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



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　４月１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、つめ放題、季節の花苗販売
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

地区水道や井戸水を使用している方へ
　下水道に接続している家庭で地区水道や井戸水を
使用している方は、世帯人数に変更があった場合又
は地区水道や井戸水の使用を中止した場合は届け出
が必要です。届け出がないと、下水道料金の変更や
中止ができません。また、使用しているにも関わらず
届け出をしていない方は、速やかにご連絡ください。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

～車座集会～
議会報告会・意見交換会を開催します
　町議会では、町内６会場で委員会の活動報告の
ほか、グループに分かれて参加者との意見交換を
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、どこの会場でも可能です。都合
のつく会場へお越しください。

【テーマ】
総務環境常任委員会 「鳥獣被害について」
福祉教育常任委員会 「子育てしやすいまち　老いて
 　も安心して暮らせるまち」
議会のあり方検討委員会 「議員定数・議員報酬・議員の
 　なり手対策について」

オープンガーデンのお知らせ
日　時　４月７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
　　　　　トヤマ米を使用したハヤシライス600円
※雨天決行。
※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。
※露店出店者を募集しています。興味のある方は
　ホームページをご覧ください。
問合せ　㈱トヤマ総務部　木村（☎79－1411）
　　　　（http://www.toyama‐jp.com） 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）

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
別徴収額と同額になります。

※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）

❸

※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）

開催日
4月９日（月）
4月11日（水）
4月13日（金）
4月16日（月）
4月18日（水）
4月20日（金）

会　場
三保支所

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
向原児童館

対　象
三保地区
清水地区

山北第1～3ブロック
共和地区
岸地区
向原地区



山北ミニバスケットボールクラブ
男子活動のお知らせ

　興味のある方は、ぜひ一度お問合せください。
活動日時　毎週火曜日　16：45～18：45
　　　　毎週金曜日　18：30～20：00
　　　　毎週土曜日　 8：45～12：15
場　所　川村小学校体育館
対　象　町内在住で4月から年長～6年生になる男の子
問合せ　山北ミニバスケットボールクラブ男子会長
　　　　瀬戸（☎090－9811－3439）

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。
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）

生涯学習活動モデル事業助成団体募集
　町では生涯学習活動の推進を図るため、モデル
となるような活動を行う自治会や町内の各種団体
などに助成金を交付します。
対象事業　教養を高めるための講座・教室などの

開催、学習成果の発表会、地域の人々
の交流を促進する活動など

募集団体　２団体（新規）
助 成 額　対象事業費の3/4以内の額（上限15万円）
助成期間　最長３年
※毎年度審査があります。
申込み方法　生涯学習課で配付する申請書類に必要
　　　　　事項を記入し提出してください
申込み期限　４月27日（金）まで
選考方法　申請書類を生涯学習推進協議会で審査
　　　　　のうえ決定します
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

楽しいテニスの集い（硬式）
　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。

※８月は実施しません。

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
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）

❹

平成29年度東山北駅周辺魅力づくり推進事業には、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。
問合せ　財務課財政班（☎75－3652）

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　山北中学校（柔剣道場）
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

かずのりせ　と

月　日
４月１日（日）

　　５月３日（木・祝）
６月３日（日）
７月１日（日）
９月２日（日）
10月７日（日）
11月４日（日）
12月２日（日）

平成31年1月6日（日）
平成31年2月3日（日）
平成31年3月3日（日）

場　所
西湘地区体育センター
小田原テニスガーデン
西湘地区体育センター
西湘地区体育センター
西湘地区体育センター
西湘地区体育センター
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
小田原テニスガーデン
西湘地区体育センター

すぎやま まさひろ



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14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
申込み　４月４日（水）まで
期　限　９：00～17：00（土・日・祝を除く）

【上級救命講習】
日　時　４月22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
申込み　４月12日（木）まで
期　限　９：00～17：00（土・日・祝を除く）

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
定　員　各回20名（定員になり次第、締切り）
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30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/）

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）

相続登記の重要性ついて
　土地や建物の所有者が亡くなった場合には、「相
続による所有権移転」の登記が必要になる場合が
ありますので、詳しくは、横浜地方法務局西湘二
宮支局へお問合せください。

問合せ　横浜地方法務局西湘二宮支局
予約先　（☎0463－70－1102）

スクエアダンスde頭の体操
　スクエアダンスは、4組のカップル（8人）がカ
ントリー＆ウエスタンのメロディーに乗って踊る
レクリエーションダンスです。運動量はウォーキ
ング程度で、少し頭を使います。私たちと一緒に
楽しく運動しながら脳トレしてみませんか。

日　時　４月６日（金）～７月20日（金）全15週
　　　　毎週金曜日９：30～12：00
場　所　健康福祉センター（さくらの湯）２階会議室
定　員　８名
費　用　3,500円/全15回（テキスト代・会場費）
※動きやすい服装・靴でお越しください。
※毎週金曜日９：30～12：00に定例会を行ってい
　ますので見学もできます。

問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
申込み　岩原　茂子（☎76－4426）
　　　　佐藤　百文得（☎76－3822）

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。楽しく聴いて
いただけるよういろいろな曲を演奏します。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21日（水・祝）
　　　　13：30～（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　教頭（☎75－0755）

❺
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犬の登録と狂犬病予防注射
　平成30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25日（水）9：00～12：15
　　　　４月26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）

❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所

４月５日（木）
９：30～10：30
役場４階404会議室
※受付は１階福祉課です。

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

４月３日（火）
９：30～10：30
役場４階404会議室
※受付は１階福祉課です。

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

参 加 費
持 ち 物

申込み方法

４月７日（土）
10：00～ 12：00（受付9：45～）
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。

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

４月13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）
・健康相談、栄養相談
・助産師による乳房ケア（予約制）
※乳房ケアは原則先着４名ですが、
初めて受ける方・産後６か月以内
の方を優先します。申込み開始は
４月２日（月）からです。
母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル２枚

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

３月27日（火）
14：00～16：00
役場４階　402会議室

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
「相談支援センターりあん」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）

骨密度測定会実施のお知らせ
日　時　３月28日（水）9：30～11：00
場　所　清水ふれあいセンター
内　容　骨密度測定
※病院で骨粗鬆症の治療・経過観察中の方、過去１
　年以内に測定をしたことがある方はご遠慮ください。
※裸足になれる服装でお越しください。
※時間予約制。測定、結果説明を含めて20分程度です。
申込み期間　３月19日（月）～23日（金）
申込み方法　電話又は健康福祉センター窓口へ直接お
　　　　申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）申込み

こつそしょうしょう

ポールウォーキング初心者教室
　２本の専用ポールを持って歩く「ポールウォー
キング」を始めてみませんか。安全に効率よく全
身運動ができます。ダイエット、メタボ予防、認
知症予防にも効果的です。
月　　日　４月11日・18日（水）
時　　間　13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受けていない方
　　　　　・自力歩行ができ、両手でポールを持てる方
講　　師　村上　政司　氏
　　　　　（日本ポールウォーキング協会マスターコーチ）
定　　員　20名
費　　用　無料
申込み期間　３月19日（月）～４月６日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

むらかみ まさ し


