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ソーラン山北よさこいフェスティバル2019
　満開の桜の下、町内外から集まった多くの踊り
子が山北駅周辺を踊りまわります。フィナーレ
は、すべての踊り子がメーン会場（山北鉄道公
園）に集まり、盛大に踊りを披露します。

日　時　4月6日（土）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

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）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成31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24日（水）9：00～11：30
　　　　4月25日（木）9：00～11：15
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）

4月1日発行の広報やまきた・おしらせ版
は4月5日（金）配付になります
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第46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23日（土）～4月7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

となる場合があります。
イベント開催日

日　時　3月30日（土）11：00～16：20
内　容　ソーラン山北、山北・向原川村囃

ば や し
子、

　　　　ジャグリング、洒
しゃすい

水太鼓、ダンス、 
　　　　神

み こ し と ぎ ょ
輿渡御など

※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。
プチ竹

たけとうろう
灯篭の夕べ

ライトアップされた桜の下、素朴な竹灯篭が心
を癒します
日　時　4月3日（水）18：30～20：30
場　所　山北鉄道公園及び周辺
内　容　竹灯篭によるライトアップ

※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。

～町内循環バス時刻表～
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 8 ：30(注1) 16：02
12：47 18：07 9 ：42 17：22
15：10 18：42(注1) 11：42 19：12(注2)

― ― 14：37 ―
（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）
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3月24日（日）、4月6日（土）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、受付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
問い合わせください。

日　　時　3月24日（日）、4月6日（土）　8：30～12：00
※上下水道課業務は4月6日（土）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）　　　　　　　　　　　　　保険健康課（☎75－3642）
＊住所変更などの手続き（転入・転出など）　　　　　　＊国民健康保険の届出（取得・喪失）
＊住民票の写し（住民票記載事項証明書を含む）の交付　＊国民年金の届出（取得・喪失）
＊印鑑登録及び廃止、印鑑証明書交付　　　　　　　　　＊介護保険の届出（取得・喪失・変更）
＊戸籍に関する証明書交付　　　　　　　　　　　　　　＊介護認定相談及び申請
＊身分証明書交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊後期高齢者医療制度の届出（取得・喪失）
＊口座振替の申請及び廃止手続き　　　　　　　　　　　＊納税・料金納付　　　　　　　　　　　　
＊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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉課（☎75－3644）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊小児医療証交付申請・医療費助成申請
上下水道課（☎75－3645）                              　　　 ＊障害者手帳申請、自立支援医療申請
＊上下水道の届出（開始・中止など）　　　　　　　　　＊児童手当認定・額改定請求など
＊料金納付

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（☎75－3641）

山北中学校制服のリサイクル
　制服（平成26年度から）のリサイクルのお願いです。
　制服の上下、Ｙシャツ、ネクタイ、リボン、ジャージ類、上履きなどリサイクルとして活用できるも
のを回収します。ご提供していただける方は、山北中学校までお持ちください。ご協力お願いします。
問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

平成31年度神奈川県警察官採用試験（第1回試験）のお知らせ
試験区分 資　格 申込み期限 第1次試験日・場所

警察官A
（男性・女性）

学校教育法に基づく大学（短期大学を除
く。）を卒業又は2020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、1984年4月2日
以降に生まれた人

郵送：
4月1日（月）
当日消印有効

インターネット：
4月9日（火）
当日17：00受信
有効

5月12日（日）
青山学院大学相模原
キャンパス

警察官B
（男性・女性）

警察官Ａに掲げる人以外の人で、かつ、
1984年4月2日から2001年4月1日までに生
まれた人（高等学校を2020年3月までに卒業
見込みの人を除く。）

※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）
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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（金）～26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（金）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）

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）

オープンガーデンのお知らせ
日　時　3月30日（土）10：00～15：00
場　所　（株）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べ物の販売
　　　　　チキンカツカレー（無農薬米）600円 
　　　　　他
※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。

問合せ　（株）トヤマ総務部　木村（☎79－1411）
　　　　（http://www.toyama-jp.com）

スプレー缶・カセットボンベの
分別区分変更について

　4月1日より、スプレー缶やカセットボンベを
「有害ごみ」として回収します。
　スプレー缶やカセットボンベなどに可燃性ガス
が残ったままごみに出すと、収集車両やごみ処理
施設の火災事故などの原因となり大変危険です。
　適切なごみの排出にご協力をお願いします。

開 始 日　4月1日（月）
分別区分　変更後　有害ごみ
　　　　　変更前　もえないごみ
出 し 方　中身を全て使い切り、有害ごみ専用コ 
　　　　　ンテナに入れてください
問 合 せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

平成30年度ちいき・ふくし博　開催
　障がい福祉への理解を深めていただくため、障
がいのある方の活動や作品展示、施設・機関の概
要などの紹介を行います。どなたでもご自由にご
覧になれます。

日　時　3月25日（月）～29日（金）
　　　　9：30～15：00
※25日は11：30～15：00の開催となります。
※29日は販売コーナーを予定しています。
場　所　南足柄市役所1階アトリウム
　　　　（南足柄市関本440番地）
内　容　・障がいのある方の作品展示
　　　　・障がいのある方が利用する福祉施設、
　　　　　機関の概要、活動紹介、販売
　　　　・平成30年度デザイン画コンクール表彰
　　　　　式や入賞作品展示
問合せ　（社福）風祭の森　地域支援センターひまわり
　　　　（☎20－7120）



❹

北海道胆
いぶり
振東部地震災害義援金のお礼

　北海道胆振東部で発生した地震災害の被災者に
対し、町民の皆さんからいただいた義援金が、
63,240円に達しました。
　皆さんのあたたかいご協力に深く感謝します。
　なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金させていただきました。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

「未病の日」記念日イベント
　未病改善の拠点施設「ビオトピア」で「未病の
日」登録を記念したイベントを開催します。筋力
測定や森林セラピーなど、食・運動・癒しをテー
マにした「未病の改善」体験が盛りだくさん。子
どもから大人まで楽しい一日を過ごしませんか。

日　時　3月21日（木・祝）11：00～16：00
場　所　未病バレー「ビオトピア」
　　　　（大井町山田300番地）
問合せ　（株）ブルックスホールディングス
　　　　ビオトピアオフィス（☎85－1113）
　　　　（https://www.biotopia.jp/）

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
見学しにお越しください。

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）

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

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26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）

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。お待ちしております。

日　　時　4月7日（日）※小雨決行、雨天中止。
　　　　　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、はっさく販売、パフォ 
　　　　　ーマンスショー
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）

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。

月　　日 場　　所
4 月7日（日） 南足柄市運動公園コート
5 月3日（金・祝） 小田原テニスガーデン
6 月2日（日） 西湘地区体育センター
7 月7日（日） 西湘地区体育センター
9 月1日（日） 西湘地区体育センター

10月6日（日） 大井町山田総合グラウンド
11月3日（日・祝） 西湘地区体育センター
12月1日（日） 西湘地区体育センター
2020年1月5日（日） 西湘地区体育センター
2020年2月2日（日） 南足柄市運動公園コート
2020年3月1日（日） 西湘地区体育センター
※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

すぎやま
山　正

まさひろ
洋

　　　　（☎76－3814）

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

実施日 時　間 場　所

3月14日
（木）

  9：30、10：15、
11：00

※時間予約制。

健康福祉センター1階
内科診察室

対　　象　町内にお住まいの方　　　　　　　　　　　　　　　
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）



❺

神奈川県知事・県議会議員選挙のお知らせ
　4月7日（日）は、神奈川県知事・県議会議員選挙の投票日です。各投票区の投票所は次のとおりです。

投票日時　4月7日（日）7：00～20：00
投票場所 投　票　区 投　票　所

山北第1投票区 　　旧山北体育館敷地投票所
山北第2投票区 　　山北町役場
山北第3投票区 　　高齢者いきいきセンター
山北第4投票区 　　湯坂公民館
山北第5投票区 　　山北中学校（柔剣道場）
山北第6投票区 　　下本村コミュニティセンター
平 山 投 票 区 　　平山集会所
共 和 投 票 区 　　共和のもりセンター（多目的室1）
清水第1投票区 　　清水ふれあいセンター
清水第2投票区 　　谷ケ公民館
清水第3投票区 　　(有)田中モータース展示室
三保第1投票区 　　三保支所（和室）
三保第2投票区 　　畑集会所
三保第3投票区 　　玄倉公民館

【期日前投票について】
　投票日に都合があって投票に行くことができないという方は、期日前投票ができます。
投票期間　【神奈川県知事選挙】　　3月22日（金）～4月6日（土）
　　　　　【神奈川県議会議員選挙】3月30日（土）～4月6日（土）
投票時間　8：30～20：00
投 票 所　町役場1階　町民ホール
※平日の夜間（18：00以降）及び土・日曜日の終日（3月24日（日）と4月6日（土）の8：30～12：00

は除きます。）は、役場正面入口からの出入りができませんので、裏口よりご来場ください。
問 合 せ　山北町選挙管理委員会（総務防災課内）（☎75－3643）

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）

ポールウォーキング参加者募集中（ダム広場公園コース）
　季節の風を感じながら専用ポールを持って歩く「ポールウォーキング」を楽しみましょう。

日　　時　3月19日（火）10：00～12：00　　　集合場所　ダム広場公園駐車場
対　　象　・町内在住で医師から運動の制限を受けていない方
　　　　　・両手でポールを持って歩くことができる方
講　　師　村

むらかみ
上　政

ま さ し
司（日本ポールウォーキング協会マスターコーチ）

申込み期限　3月18日（月）まで　　　定　　員　20名　　　　参 加 費　無料
※ポールをお持ちでない方は無料で貸出します。また、雨天時は健康福祉センターで実施します。
※健康福祉センターからの送迎があります。ご希望の方は申込み時にお申出ください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



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2日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　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　4月4日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　役場4階　403会議室
　　　　　※受付は1階福祉課です。

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。
月　　日　3月26日（火）
受付時間　14：00～16：00
場　　所　役場4階　402会議室

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

ママパパクラス
月　　日　4月13日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1 

対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参
加も可）

内　　容
　・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]
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。4月11日（木）までに保
険健康課健康づくり班へお申込みく
ださい。

　　　　　
　※託児を希望する方は、4月5日（金）

までにお申込みください。
※動きやすい服装でお越しください。

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　4月12日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2

内　　容

　・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など

※助産師による乳房ケアは予約制です。
　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1日（月）からです。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル2枚

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

❻

固定資産の縦覧について
　町では、平成31年度の土地価格等縦覧帳簿及び
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行います。

縦覧期間　4月1日（月）～5月31日（金）
　　　　　8：30～17：15
※土・日曜日、祝日を除く。
縦覧場所　役場1階　町民税務課窓口
縦覧できる方　・固定資産税の納税者（共有者を含む）
　　　　　・固定資産税の納税者と住民票上同一
　　　　　　世帯の親族及び相続人（住民票上別
　　　　　　世帯の親族の場合は委任状が必要）
　　　　　・固定資産税の納税者から委任を受けた
　　　　　　代理人（委任状が必要）

※縦覧期間中、固定資産課税台帳の閲覧（名寄帳
の写しの交付）を、町民税務課、清水・三保支
所で行います。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

山北診療所の医師が代わります
　平成28年4月から勤務されていた三瓶医師の異
動により4月1日から濵田医師に代わります。
　濵田医師は、山北診療所に平成24年4月から4
年間勤務されていました。
　3年間、多方面で活躍され、さらに医療知識を
深められました。今後は町の地域医療に貢献して
いただけます。
　広報4月号で詳しくご紹介をします。

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


