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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（金）～26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（金）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）

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
導を目的として、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8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）

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9,240円でした。ご協力ありがと
うございました。

日　時　4月20日（土）9：00～10：00
場　所　どんぐりん駐車場
　　　　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

さ と う
藤（☎070－6635－5134）

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30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31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）

 お し ら せ 版

平成３１年４月１日発行  第６８４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/



❷

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成31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、まだ登録をし
ていない犬は、登録と注射を行ってください。

○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。

きりとり線

犬の新規登録受付票　　　　　　　 鑑礼No.　　　　　　　　　注射No.
飼い主について 犬について

住　　所 山北町 種 類 生年月日 年    月    日

氏　　名 毛 色 性　　別 オス・メス

電話番号 名 前 備　　考

役場駐車場の利用が制限されます
　ポンプ性能検査及び消防団礼式訓練を4月14日
（日）に実施しますので、役場西側駐車場の利用
が制限されます。ご迷惑をおかけしますが、ご協
力よろしくお願いします。

日　時　4月14日（日）
　　　　性能検査　 9：00～12：00
　　　　※駐車場全面の利用ができません。
　　　　礼式訓練　13：30～16：00
　　　　※駐車場半面の利用ができません。
場　所　役場西側駐車場
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

YKA健康ウォーキングの参加募集
月　日　4月16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12日（金）まで
期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
申込み

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

狂犬病予防注射日程
月　日 時　間 場　所

4月24日
（水）

9：00～ 9：10 三保支所
9：20～ 9：30 畑集会所
9：55～10：15 平山集会所

10：25～10：50 高齢者いきいきセンター
11：00～11：30 山北町役場

4月25日
（木）

9：00～ 9：10 ㈲田中モータース駐車場
9：20～ 9：40 清水ふれあいセンター
9：55～10：15 山北体育館跡地

10：25～10：45 安洞集会所
10：55～11：15 下本村コミュニティセンター



❸

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17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）

平成30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26日（金）まで交換期限　
記 念 品　「平成30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1階）において平成31年度健康ポイン
トノートを交付中です。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）

山北町議会議員選挙のお知らせ
　4月21日（日）は、山北町議会議員選挙の投票
日です。各投票所などについてお知らせします。

投票日時　4月21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 ㈲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
い方は、期日前投票ができます。
投票期間　4月17日（水）～20日（土）
投票時間　8：30～20：00
投 票 所　山北町役場１階　町民ホール
※17日～19日の18時以降及び20日の終日は、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）

足柄ウィンドオーケストラ
第17回 定期演奏会

日　時　4月21日（日）
　　　　開演13：30（開場13：00）
場　所　南足柄市文化会館　大ホール
内　容　第1部
　　　　SEA OF WISDOM（知恵を持つ海）ほか
　　　　第2部
　　　　ディズニー・メドレーⅢ
　　　　加山雄三コレクション　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1市4町教育委員会
問合せ　芹

せりざわ
澤（☎090－4165－1376）

　　　　（メール asigara_w_o@yahoo.co.jp）

ストマ用装具をお使いの方へ
　入浴研修交流会を行います。
　入浴研修と交流会で情報交換、親睦を図りませ
んか。ご家族の方の参加もお待ちしています。

日　時　4月21日（日）
　　　　入浴研修　11：00～12：00
　　　　交 流 会　13：30～15：30
場　所　健康福祉センター
　　　　入浴研修：さくらの湯
　　　　交 流 会：会議室
※入浴される方は、タオル、バスタオル、障害者

手帳をお持ちください。
※交流会だけの参加や町外の方の参加も可能です。
問合せ　日本オストミー協会神奈川支部
　　　　相

あいはら
原（☎75－2564）

日　時　4月24日（水） 10：00～12：00
　　　　5月23日（木） 10：00～12：00
場　所　生涯学習センター 第３会議室
費　用　3,240円（筆ペン・はがき付）
問合せ　一般社団法人  笑い文字普及協会
　　　　初級講師　元山恵子（☎090-4110-9697）
　　　　（メール  amanogawa5108@gmail.com）
＊定員は各日８名。4月24日の申込み受付は4月20日（土）まで、
　5月23日の申込み受付は5月19日（日）まで。

笑い文字

笑い文字とは満面の笑顔を渡す筆文字
「ありがとう」について考えるワークをしながら
笑い文字の「ありがとう」が90分で書けるようになります

「ありがとう講座」
有料広告



1歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。
月　　日　4月16日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　平成30年2～4月生まれの幼児
持 ち 物 母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、問診票
費　　用　150円（食材費）

3か月児健康診査
月　　日　4月23日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1

対　　象　平成30年12月～平成31年1月生まれ
の乳児

持 ち 物　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

4月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
　　　　　生後10～11か月の乳児対　　象　※満1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

今月の納期限
●4月10日（水）
　上下水道使用料（A地区第1期分）

❹

「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。

実施日 時　間 場　所
4月10日
（水）

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）

≪人権行政相談≫
4月22日（月）13：00～15：00

役場3階　和室

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）

生ごみを減らそう！
ダンボールコンポストモニター募集
　町では、生ごみの更なる減量を目的として、ダン
ボールコンポストを使った生ごみたい肥作りに取り
組む町民モニターを募集します。家庭で取り組める
生ごみの減量にチャレンジしてみませんか。

対　　象　・町内在住の方（事業所を除く）
　　　　　・アンケートに協力できる方
内　　容　ダンボールコンポストに必要なダンボー

ル箱や基材を、環境課窓口にて無料で提
供します

募集人数　10名（定員になり次第、締切り）
ﾓﾆﾀｰ期間　使用開始から約2か月間
募集期限　4月26日（金）まで
応募方法　環境課へ直接又は電話、FAX、メー

ルにてお申込みください
※FAX、メールでお申込みの方は、住所・氏

名・電話番号・「ダンボールコンポストモニ
ター希望」と明記してください。

問 合 せ　環境課生活環境班
申 込 み　（☎75－3656　FAX 76－4564）
　　　　　（メール kankyo@town.yamakita.kanagawa.jp）

「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんを持つ子育て世代を対
象に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受け
たり、親子で交流できるフリースペースを提供し
ています。

あかちゃんひろば
日　時　4月10日（水）　13：30～15：00
対　象　満1歳未満のお子様と保護者
※兄弟・姉妹も参加できます。
※予約不要。

午後のかふぇOPEN　
日　時　4月26日（金）  12：30～15：00
対　象　子育て中の保護者
※予約不要。
※コーヒー・紅茶などを無料で用意してお待ちし

ています。

問合せ　山北町子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）（☎75－0818）
※詳細は、町ホームページをご覧ください。


