
西丹沢山開きで「丹沢讃歌」を歌いませんか！
　新緑の「西丹沢山開き」で混声四部合唱「丹沢
讃歌」を一緒に歌いましょう。

日　時　５月19日（日）8：00～
場　所　西丹沢ビジターセンター前

【練習】
月　日　４月20日（土）、５月11日・18日（土）
時　間　18：00～20：00
場　所　ふるさと交流センター
費　用　850円（楽譜代）
問合せ　山崎（☎75－0783）申込み

さくらの湯ゴールデンウィーク営業します
　さくらの湯はゴールデンウィーク期間中の４月27日
（土）～５月６日（月・振休）は休まず営業します。
営業時間　10：30～21：00（最終入場20：30）
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

❶

平成３１年４月１６日発行 第６８５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 https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

大野山開き
　登山者の安全を祈願して、大野山山頂にて山開
き式などが行われます。

日　時　４月29日（月・祝）11：00～
場　所　大野山山頂　※雨天決行。
内　容　山開き式など（先着1,000名に牛乳の無

料配布、山菜などの物産販売、フォルク
ローレの演奏・コーラス）

問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）

～大野山開きは、
　「やまなみ五湖 水源地域交流の里づくり計画」の
　「里の交流祭」に指定されています～

　山北町などの水源地域は、神奈川県民の生活を
支える貴重な水がめとなっています。
　町では、水源地域と都市地域の住民が協力し、
地域活性化と水源環境の理解促進に向け、「やま
なみ五湖　水源地域交流の里づくり計画」を進め
ています。

とれたて山ちゃん16周年記念セール
　「とれたて山ちゃん」は、開店16周年を迎えます。
そこで、日頃のご愛顧に感謝し、２日間の記念セー
ルを開催します。組合員一同、皆さんのご来店を
心よりお待ちしています。

日　時　４月27日（土）・28日（日）
　　　　９：00～17：00
販売品　野菜、果物、山菜、お茶、つけもの、味噌、

野菜の苗、花の苗、山菜のてんぷら、タ
ケノコ料理、炊き込みご飯　ほか

※ご来店の皆さん全員に「手作りのミカンジュー
　ス」を差し上げます。
問合せ　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」
　　　　（☎75－3026）

子育て世帯向け住宅
サンライズやまきたの入居者を募集します
募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
　　　　　１戸103号室
間 取 り　3LDK（72.23㎡）※車椅子対応部屋
家　　賃　56,000～70,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。

主な入居資格　①入居者と同居親族の平成29年の合計
　所得が月額158,000円以上487,000
　円以下の方

　　　　　②町内、町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
　　　　　④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚

　や婚約中の若年世帯など
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問合せください。

申込み期間　４月22日（月）～５月10日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　定住対策課で配付している入居申込書に
　　　　　必要事項を記入し、提出してください
※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。
※書類選考後、入居申込者が多数の場合、公開抽
　選を行います。
入居可能時期　６月中旬（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班
　　　　　（☎75－3650）



国民年金の加入手続きのご案内
　20歳から59歳までの方のうち次に該当する場合
には、国民年金第１号被保険者となるため、国民
年金に加入する手続きが必要です。
○会社を退職したとき
○配偶者が退職したことなどにより、第３号被保険者
（会社員が扶養する配偶者など）でなくなったとき
【手続きに必要なもの】　
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など
・印鑑（認印）
・年金手帳
※就職に伴う第１号被保険者から第２号被保険者
（厚生年金加入者）への変更や、扶養認定に伴
う第１号被保険者から第３号被保険者への変更
手続きは、勤務先又は年金事務所にて行うこと
になります。共済組合加入者は、各共済組合へ
お問合せください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
　　　　小田原年金事務所（☎22－1391）

国民健康保険の加入・
脱退手続きのご案内

○加入手続きについて
　職場の健康保険を脱退した方や、お勤めされて
いる方の扶養を抜けた方は、国民健康保険に加入
する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・健康保険等資格喪失証明書や離職票など、健康
　保険を脱退したことがわかる証明書
・印鑑（認印）
・銀行の通帳と登録印（口座引落しを希望される方）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

○脱退手続きについて
　国民健康保険に加入していた方が、就職や扶養
認定などにより新しい健康保険に加入した時に、
国民健康保険から脱退する手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】
・新しく加入した保険の保険証（コピー可）
・国民健康保険の保険証
・印鑑（認印）
・本人確認書類（運転免許証など）
・個人番号（マイナンバー）を確認できる書類

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の通水について

　南足柄市の一部、開成町全域及び松田町の一部
（酒匂川右岸土地改良区受益地内）に農地をお持
ちの方々へのお知らせです。
　水田へのかんがいのため、次のとおり文命用水
路からの全量通水を開始します。
日　時　５月１日（水・祝）9：00～
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）

避難行動要支援者支援制度への登録について～地域で支え合い・助け合うために～
　町では地域防災計画に基づき、災害時に高齢者や障がいのある方、外国人の方など（要配慮者）を支援
する避難行動要支援者支援制度（旧名称：災害時要援護者避難支援制度）を実施しています。
　要配慮者として登録されると、登録情報を地域支援者※1や近隣避難支援者※2が共有し、災害時の安否確
認や安全に避難できる体制づくりに活用します。既に登録されている方はお申し込みの必要はありません。
※１　自主防災組織（自治会）、民生委員児童委員。
※２　支援が必要な人の近隣に住んでいる方で、災害時に情報の伝達や安否確認、避難の手助けをしてく
　　　れる方。ただし、支援はできる範囲で行うもので、義務や責任を負うものではありません。
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問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

登録対象者
75歳以上の高齢者でひとり暮らし、高齢者のみ
の世帯の方
・身体障がい（１・２級）、知的障がい（療育手帳
　A）、精神障がい（保健福祉手帳１級）の方
・介護保険の要介護３以上の方
その他、難病をお持ちの方、外国人の方など災
害時に自力で避難又は災害情報を入手すること
が困難な方

登 録 方 法
地区の民生委員が自宅へ登録申込書をお届けし
ますので、希望する方はお申込みください

町から登録申込書を送付しますので、希望する
方はお申込みください

福祉課及び清水・三保支所に登録申請書があり
ますので、必要事項を記入のうえ随時お申込み
ください



ゴールデンウィーク中の閉庁日にも
証明書が受け取れます

　４月27日（土）から５月６日（月・振休）の閉
庁日にも、事前予約をいただければ証明書を受け
取ることができます。

予約日時　平日８：30～17：15
　　　　　５月１日（水・祝）８：30～12：00
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
※印鑑登録証明書及び戸籍謄抄本は発行できません。
交付窓口　役場警備員室（役場本庁舎裏口）
時　　間　８：30～17：00
予約・問合せ　町民税務課（☎75－3641）

ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動体験教室
月　日　５月７・21日（火）
　　　　６月４・18日（火）
　　　　７月２・16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「さくらの湯」
　　　　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）

5月1日（水・祝）に
各種窓口業務を行います

　４月27日（土）から５月６日（月・振休）の長
期閉庁に伴い、各種窓口業務を行います。

日　時　５月１日（水・祝）８：30～12：00
場　所　役場本庁舎

❸

町民税務課
☎75－3641

開設窓口

保険健康課
☎75－3642

主な業務
・住所変更などの手続き（転入・
転出など）

・住民票の写しの交付（記載事項
証明書を含む）

・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
・所得証明、評価証明などの固定
資産に関する証明書の交付

・納税

・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
・料金納付

・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

福祉課
☎75－3644

連休中の診療について

※時間などに関する問合せは、各医療機関に直接お問合せください。
※県立足柄上病院の診療「○」は平常通りの診療となります。

○：診療あり　　△：急患のみ診療　　×：休診

おおり医院
（☎75－0056）

ねもと総合内科クリニック
（☎75－0095）
飛彈クリニック
（☎75－1717）
町立山北診療所
（☎77－2281）
県立足柄上病院
（☎83－0351）

足柄上地区休日急患診療所
（☎83－1800）
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連休中の一時預かり保育の実施について
　４月27日（土）から５月６日（月・振休）の連休期間中の一時預かり保育を次のとおり実施します。
実施日時　４月30日（火・休）、５月１日（水・祝）、５月２日（木・休）　８：00～18：00
場　　所　やまきたこども園　　　　対　　象　就学前児童（やまきたこども園在園児以外も可）
料　　金　30分につき250円　　　　申込み期限　４月23日（火）まで
※弁当・おやつなどは持参してください。
※利用にあたっては、事前登録及び申込みが必要です。申込書は福祉課で配付しています。
　町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ申込み　福祉課子ども支援班（☎75－3644）
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入札結果３月中
落札事業所名事　業　名担当課

平成31年度
広報やまきた・おしらせ版印刷

株式会社
セトプリント

予定価格
（消費税込み）

6,361,200円        

1,792,800円

34,646,400円

10,219,000円

1,209,600円

4,492,800円

契約額
（消費税込み）

5,202,576円

950,616円

33,696,000円

8,477,810円

1,088,640円

3,931,200円

企画政策課

有限会社足柄リハビ
リテーションサービス保険健康課

平成31年度
やまきた議会だより印刷

株式会社
あしがら印刷議会事務局

平成31年度
水質検査業務委託

株式会社
総合環境分析上下水道課

平成31年度　
転倒骨折予防教室業務委託
平成31年度
一般廃棄物収集運搬業務委託

有限会社
共和衛生工業

有限会社小泉産業

環 境 課

平成31年度　山北町
パークゴルフ場芝管理業務委託生涯学習課

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。
問合せ　財務課財産管理班（☎75－3652）

水中運動を始めてみませんか
　現在、次の水中運動サークルで会員を募集しています。興味のある方は、気軽に参加してみてください。

※サークルによって活動内容や年会費などが異なります。詳細は、各団体へお問合せください。
場　所　健康福祉センター３階「さくらの湯」運動浴室
持ち物　水泳帽、水着、飲み物、タオル
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

時　　間
13：20～14：20
14：30～15：30
19：00～20：00
19：00～20：00
14：30～15：30
10：45～11：45
13：00～14：00
14：30～15：30
19：00～20：00
11：00～12：00
19：00～20：00

曜日
月
月
月
火
金
水
水
水
水
金
金

サークル名
な で し こ
ア ク ア キ ッ ズ

O ’ h a n a

カ ト レ ア
アクアンブルー
め だか の 学 校
ス イ ス イ
ま ん ぼ う
アクア健康倶楽部

費　用
１回 727円
１回 500円

１回 500円

１回 500円
１回 500円
１回 500円
月2,000円
月2,000円
１回 500円

問　合　せ
（☎75－2798）
（☎090-2640-5684）

（☎75－0885）

（☎090-2484-7055）
（☎76－3017）
（☎75－0137）
（☎75－1106）
（☎82－6247）
（☎76－3752）

岩田トシ江
山田　久美

関　　和子

藤井千世恵
橋本真知子
渡邊　達夫
川口　順子
大津まさ子
加藤　勝芳

備　考
参加人数により
費用の変動あり
費用会期ごとに
一括払い

いわ た

やま だ

え

みく

せき こかず

ふじ えよ

はし こち

わた おたつ

かわ こじゅん

おお こ

か

い

もと

ち

ま

なべ

ぐち

つ

とう よしかつ



はかりの定期検査
　商店・農家・病院・学校などで取引や証明行為
に使用するはかりについては、２年に１度定期検
査を受けることが計量法で定められています。
　検査は、（社）神奈川県計量協会の職員がはかり
の所在場所に直接伺います。また、検査は５月中
に行われる予定です。
　商店・農家・病院・学校などではかりを使用して
いて定期検査を受けたことのない方、新規にはかり
を購入した方などは商工観光課へご連絡ください。
問合せ　商工観光課商工観光班 （☎75－3646）

消費税軽減税率制度説明会
　消費税の軽減税率制度は、10月１日からの消費
税率10％への引上げと同時に実施されます。
　軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業
者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費とし
て飲食料品などを購入される事業者の方や、消費
税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確
認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に
向けた準備が必要となります。
　多くの事業者の方に関係のある制度ですので、
ぜひ説明会にお越しください。

やまきたLove婚の実行委員を募集します！！
　やまきたLove婚の企画・運営を行うやまきた
Love婚実行委員会のメンバーを募集します。町の
魅力をＰＲし、カップル成立のお手伝いをしてみ
ませんか。

対　　象　山北町在住、在勤で20歳以上の方
募集期間　５月10日（金）まで
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※第１回会議は５月下旬を予定しています。
応募方法　定住対策課窓口へ直接又はＦＡＸ、メー

ル、電話にてお申込みください
※ＦＡＸ、メールの場合は件名に「やまきたＬove婚
実行委員応募について」、本文に氏名、生年月日、
住所（町外の場合は勤務先）、電話番号を記載し
てください。
問 合 せ　定住対策課定住対策班
　　　　　（☎75－3650　ＦＡＸ75－3661）
　　　　　（メール　teijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

❺

川村小学校環境整備作業ボランティアの募集
　川村小学校では、次の日程で環境整備作業を行
います。ご協力いただける方は、５月８日（水）までに、
学校にご連絡ください。また、軽トラックや鎌、草
刈り機などお持ちの方は、当日ご持参ください。
※年間をとおして環境ボランティア、白衣補修ボラ
　ンティアにご協力いただける方はご連絡ください。
日　　時　５月12日（日）８：00～10：00
※予備日19日（日）。
問合せ申込み　川村小学校　教頭（☎75－1142）

かま

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
でもお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3,000円
【バレーボール（体験）教室を開催します】　
日　時　４月28日（日）　９：00～12：00
場　所　川村小学校体育館
※参加費無料で自由に参加できます。
問合せ　山北ＪＶＣ　松田　浩義（☎76－3481）
　　　　　　　　　　加藤　康智（☎75－3373）

だ ひろよし

やすとも

まつ

とうか

時　間　14：00～16：00、18：00～20：00
参加費　無料
問合せ　小田原税務署　法人課税第１部門
　　　　（☎35－4511　代表）
※お電話の際は、音声ガイダンスに沿って「２」
　を選択してください。

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11日（土）９：00～12：00
※予備日12日（日）。
問合せ申込み　山北中学校　教頭（☎75－0755）

かま

開催日 場　　所 定　員

４月23日（火）
24日（水）
25日（木）

504名
小田原市生涯学習センター
けやき２階ホール
（小田原市荻窪300）

４月25日（木） 720名
箱根町仙石原文化センター
（仙石原公民館）ホール
（箱根町仙石原842）

４月26日（金） 1,110名
南足柄市文化会館
大ホール
（南足柄市関本415－1）



❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

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
５月８日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
受付時間

場　　所

５月７日（火）
９：30～10：30
役場４階　403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

費　　用

持 ち 物

申込み方法

５月11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）
・妊娠中の栄養［講話］
・歯の衛生［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル、
歯ブラシ、コップ、手鏡
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

５月10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
５月７日（火）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
対　　象

内 　 容

持 ち 物

費　　用

申込み方法

５月８日（水）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
おおむね８か月の乳児とその保護者
離乳食について［講義］
調理実習・試食
母子健康手帳、エプロン、三角巾、
ハンドタオル
大人１名300円（食材費）
予約制です。４月26日（金）正午ま
でに保険健康課健康づくり班へお申
込みください

離乳食教室

月　　日
受付時間

場　　所

５月９日（木）
９：30～10：30
役場４階　403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23日（火）
14：00～16：00
役場４階　403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）

ゆ

軟式野球大会を開催します
月　　日　５月26日（日）、６月２日・９日（日）
※予備日は、６月23日（日）、７月７日（日）です。
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険加入チーム
参 加 費　10,000円
申込み期限　５月９日（木）まで
※代表者会議を５月10日（金）19：00から生涯
学習センター２階第３会議室で行いますので、
申込みチームは必ず出席してください。

問 合 せ　山北町体育協会野球部
申 込 み　湯川 靖法（☎090－8489－9403）

かわ やすのり


