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廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、
新聞紙、雑誌、アルミ缶などの廃品回収を行いま
すので、ご協力をお願いします。
　前回の収益金は7,495円でした。ご協力ありが
とうございました。

日　時　４月21日（土）９：00～10：00
場　所　どんぐりん駐車場（今回より変更になり
　　　　ました）
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）
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国民年金 学生納付特例制度のお知らせ
　日本国内にお住まいの方は、20歳になると国民
年金に加入し保険料を納付することが義務付けら
れていますが、所得の額が一定以下の学生の方
は、申請により保険料の納付を猶予される制度が
あります。希望される方は申請してください。

対　　象　平成29年分所得が118万円以下の学生
　　　　　の方
※学校によっては一部該当しない場合があります。

申請場所　役場保険健康課窓口又は清水・三保支所
※各申請場所で申請書を配付しています。
※学生納付特例制度の申請は、年度ごとに必要で
す。（日本年金機構からハガキが送付されてい
る方で、平成30年度も同じ学校に在学する方は、
必要事項を記入し返送してください。）

必要書類　・国民年金保険料学生納付特例申請書
　　　　　・学生であることを証明する書類（申
　　　　　　請年度有効の学生証（コピー可）又
　　　　　　は在学証明書）
　　　　　・マイナンバーカード又は通知カード
　　　　　・年金手帳
　　　　　・印鑑（本人が署名する場合は不要）
　　　　　・会社などを退職して学生になった方は、
　　　　　　雇用保険受給資格者証、雇用保険被
　　　　　　保険者離職票など

※学生納付特例制度は、保険料の免除制度ではな
　く納付猶予制度です。

問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

国民健康保険加入者の
人間ドック受検費用を助成します
　町では、生活習慣病予防のための健診・保健指
導を目的に、国民健康保険加入者の人間ドック受
検費用を助成しています。希望される方は事前に
お申込みください。

対　象　次の要件すべてに該当する方
①受検日の属する月より、過去６か月間
を通じて町の国民健康保険に加入して
いる方
②受検日に満35歳以上の方
③国民健康保険税を完納している方
④受検結果表の写しを提出し、必要に応
じた保健指導を受けることができる方

※75歳以上の方は後期高齢者医療保険の加入者と
　なるため、対象外です。
助成額　20,000円（限度額）
申込み　４月９日（月）から開　始
申込み　人間ドックを受検する前に、印鑑、健康
方　法　保険証、マイナンバーカード又は通知カ
　　　　ードをお持ちのうえ、保険健康課・健康

福祉センター窓口又は清水・三保支所で
お申込みください

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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、貸与は町教育委員会で審
査し、決定します。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）



道の駅「山北」パート職員募集
　明るく楽しい職場です。ご応募お待ちしています。

募集人数　若干名
募集年齢　65歳以下
勤務時間　夏季　７：45～17：00
　　　　　冬季　８：00～17：00
勤務日数　２～３日程度/週
業務内容　販売業務（レジ）、清掃業務
給　　与　道の駅「山北」管理規定により支給
応募方法　４月20日（金）までに道の駅「山北」
　　　　　宛に履歴書を郵送又はご持参ください
問 合 せ　〒258－0123　山北町湯触317 
応 募 先　道の駅「山北」（☎77－2882）

YKA健康ウォーキングの参加募集
月　日　４月17日（火）※雨天中止。
行き先　県立21世紀の森
集　合　山北駅北口　９：00
費　用　会員の方　   無料
　　　　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、敷物、雨具、健康保険証
　　　　など
申込み　４月13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）

❷

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成30年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後３か月を過ぎた犬には、生涯１回の登録
と毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。すでに登録をしている犬は注射のみ、まだ登録
していない犬は、登録と注射を行ってください。

対　象　生後３か月以上の犬
料　金　◎登録済みで注射のみの犬 3,600円
　　　　　（内訳）注射料金 3,050円
　　　　　　　　注射済証交付手数料 550円
　　　　◎新規登録と注射をする犬 6,600円
　　　　　（内訳）注射料金 3,050円
　　　　　　　　注射済証交付手数料 550円
　　　　　　　　登録手数料 3,000円
手続きに必要なもの　愛犬手帳
注　意　
○次の項目が１つでも当てはまる犬は注射を
　受けられません。
・元気がない
・妊娠、授乳、発情中である
・下痢をしている
・注射後に具合が悪くなったことがある
・病気治療中である
・１か月以内にほかの予防注射を受けている
　○犬が病気や高齢の場合は、事前にかかりつけの獣医師に相談してください。
　○転入してきた方は、前にお住まいだった市町村で交付された鑑札と愛犬手帳を必ずお持ちください。
　○動物病院で注射された方は、その旨（注射済証）を申し出てください。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
　※犬の新規登録をされる方は、犬の新規登録受付票に必要事項を記入し、当日お持ちください。

狂犬病予防注射日程
月　日

4月25日
（水）

4月26日
（木）

時　間
 9：00 ～ 9：10
 9：20 ～ 9：30
 10：05 ～ 10：15
 10：35 ～ 10：55
 11：05 ～ 11：30
 11：45 ～ 12：15
 9：00 ～ 9：10
 9：20 ～ 9：40
 9：50 ～ 10：00
 10：15 ～ 10：35
 11：00 ～ 11：05
 11：20 ～ 11：40
 11：55 ～ 12：15

場　所
三保支所駐車場
畑集会所駐車場
共和トレーニングセンター駐車場
平山集会所駐車場
高齢者いきいきセンター駐車場
役場西側駐車場
（有）田中モータース駐車場
清水ふれあいセンター駐車場
谷ケ公民館駐車場
旧山北体育館正面玄関前
旧高松分校グラウンド
安洞集会所駐車場
下本村コミュニティセンター駐車場

住　　所

氏　　名

電話番号

種　類

毛　色

名　前

生年月日

性　　別

備　　考

　　年　　月　　日

オス・メス

山北町

犬について飼い主について

きりとり線

犬の新規登録受付票



平成29年度健康ポイント事業の
記念品交換は済みましたか

　町では、町民の皆さんの健康づくりを支援する
ことを目的に、健康ポイント事業を実施していま
す。運動や健診受診などの取り組みをポイントに
して記念品と交換することができます。

記 念 品　４月27日（金）まで交換期限　
記 念 品　「平成29年度健康ポイントノート」を
交換手続き　ご持参のうえ、保険健康課健康づくり
　　　　　班（健康福祉センター１階）へお越し
　　　　　ください
※なお、現在保険健康課健康づくり班（健康福祉
センター）において平成30年度健康ポイントノー
トを配付中です。初めての方もぜひご利用くだ
さい。健康ポイント事業でお得に健康づくりを
始めましょう！！

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動体験教室
月　日　５月８・22日（火）
　　　　６月５・19日（火）
　　　　７月３・17日（火）
時　間　10：40～11：40（初回は10：00～）
場　所　健康福祉センター ３階　運動浴室
対　象　町内在住で水中運動の経験が少ない成
　　　　人の方
講　師　健康運動指導士　
費　用　１回800円（参加費、運動浴室・さくら
　　　　の湯利用料）
※貸出用の水着（女性のみ）がありますので、希
　望の方はお伝えください。
※詳細は、お申込みの方へ別途ご連絡します。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

❸

平成30年度神奈川県警察官採用試験（第1回試験）のお知らせ

平成30年度からの受験資格変更点
　・受験資格年齢の上限を30歳から35歳に引き上げ
　・サイバー関連資格として情報処理技術者試験（国家試験）の合格者に対し１次試験で加点
※松田警察署管内の交番・駐在所にも申込み書類が置いてあります。

問合せ　松田警察署警務課警務係（☎82－0110）

中学校環境整備作業の協力者を募集します！
　山北中学校では、地域との連携を深めることに
力を入れています。
　体育祭に向けて環境整備作業を行うにあたり、
草かき、鎌、草刈り機や軽トラックなどでご協力
いただける方を募集しています。

日　時　５月12日（土）９：00～ 12：00
※予備日13日（日）。
問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

かま

足柄ウインドオーケストラ
第16回 定期演奏会

日　時　４月22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
内　容　大序曲「1812年」
　　　　春の猟犬
　　　　ジャパニーズ・グラフィティ（刑事ドラマ・テーマほか）
　　　　ポルコ・ロッソ（映画「紅の豚」より）ほか
※入場無料・申込み不要。
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（☎080－5014－7134）

たか おさいとう

せ　と はじめ

警察官A
（男性・女性）

警察官B
（男性・女性）

資　　　　格
学校教育法に基づく大学（短期大学を除
く）を卒業又は平成31年３月までに卒
業見込みの人（警察本部長が同等の資格
があると認める人を含む）で、かつ、昭
和58年４月２日以降に生まれた人

警察官Aに掲げる人以外の人で、かつ、
昭和58年４月２日から平成12年４月１
日までに生まれた人（高等学校を平成
31年３月までに卒業見込みの人を除く）

試験区分 申込み期限

４月10日（火）

インターネット：
　当日17：00
　受信有効

郵送：
　当日消印有効

第１次試験期日・場所

５月13日（日）
青山学院大学

相模原キャンパス



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。
日　時　４月18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）

ご注意を！金融犯罪の被害が多発しています
投資勧誘・電子マネー・キャッシュカード手交型詐欺
相談窓口　最寄りの警察署もしくは110番
　　　　　南足柄市消費生活センター（☎71－0163）
　　　　　財務省横浜財務事務所理財課
　　　　　（☎045－285－0981）

多重債務相談窓口のご案内
　「専門の相談員」が借金整理のアドバイスや情報
提供をいたします。ひとりで悩まず、まずはお気軽
にお電話を！相談は無料で秘密は守られます。 
相談窓口　財務省関東財務局横浜財務事務所
　　　　　（☎045－633－2335）
　　　　　南足柄市消費生活センター（☎71－0163）

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

《人権行政相談》
４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）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

対　　象　町内に在住の方
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
４月11日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

４月17日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成29年２～４月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。

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

４月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

３か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

４月24日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成29年12月～平成30年１月生ま
れの乳児
母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

今月の納期
●４月11日（水）
　上下水道使用料（A地区第１期分）
※５月１日（火）
　やまきたこども園・保育園保育料（４月分）
　幼稚園保育料（4月分）
　放課後児童クラブ負担金（４月分）
　国民健康保険税（第１期分）
　し尿処理手数料（第４期分）
　町営住宅使用料（４月分）

山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）
部員募集

　山北JVCでは、部員を募集しています。いつで
も気軽に練習体験に参加してみてください。

練習日　毎週水曜日　18：00～20：00
　　　　（川村小学校体育館）
　　　　毎週土曜日　17：00～19：30
　　　　（山北中学校体育館）
対　象　小学生男女
会　費　年額2,700円
指導者　全日本小学生ジュニアバレーボール指導
　　　　有資格者など
問合せ　山北JVC 松田　浩義（☎76－3481）
 加藤　康智（☎75－3373）
 湯川　英樹（☎75－2378）
　　　　（ＵＲＬ http://www.geocities.jp/katouyasutomo/jvc.html）

まつ だ ひろよし

か とう やすとも

ゆ かわ ひで き


