
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。請求には、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）
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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５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、ミニカップ麺つみ放
　　　　　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）

公園を利用するみなさんへ
　みなさんがいつでも気持ちよく使える公園であ
るように、次のマナーを守って使用してください。

・ごみは各自で持ち帰りましょう
・樹木や遊具を大切にしましょう
・公園内での火気の使用はやめましょう
　（ぐみの木近隣公園の一部を除く）

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

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
や地区水道や井戸水の使用を中止した場合は町に
届け出をしてください。届け出がないと、下水道使
用料の変更や中止ができません。また、届け出をし
ないで使用している方は、速やかにご連絡ください。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

※ただし、65～69歳の方は、60～64歳の時に献
　血をしたことのある方に限ります。
※初めて献血される方は、運転免許証などの身分
　証明書をお持ちください。
※献血カードをお持ちの方はご持参ください。
※場合によっては献血をご遠慮いただくことがあ
　ります。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

月　日

3月30日（月）

場　所
役場西側
駐車場

受付時間
10：00～12：00
13：15～16：00

性　別
男　性
女　性

体　重

50kg以上

年　　齢
17～69歳
18～69歳

献血ができる方

　今号に掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期や中止となる場
合があります。最新情報については町ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。



親子熱気球体験教室開催のお知らせ
20メートル以上の大きな風船が人を乗せてどう

して浮かぶの？どうやって目的地に飛んで行く
の？そもそも熱気球ってなに？そんな疑問をみん
なで解決しましょう！！
　熱気球の歴史や仕組みなどを学び実物に触れて、
乗って、体験してみましょう！！

日　　時 ４月12日（日）14：00～
場　　所 三保小学校体育館、旧三保中学校グラウンド
※体育館に集合してください。
対　　象 ５歳～小学生とその保護者
定　　員 10組（先着順）
費　　用　１名500円（保険料など）
問 合 せ　ハッピーバルーンクラブ　高杉
申 込 み　（☎090－1424－1518）
※電話にでることができない場合は折り返し連絡
　しますので、番号通知でお電話ください。

❷

3月28日（土）、4月5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い合わせください。

日　　時 ３月28日（土）、４月５日（日）８：30～12：00 
※上下水道課業務は４月５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

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、事前予
約が必要となりますので、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、町民税務課へお問い合わせください。
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）

保険健康課（☎75－3642）
＊国民健康保険の届出（取得・喪失）
＊国民年金の各種届出（取得・喪失）
＊介護保険の届出（取得・喪失・変更）
＊介護認定相談及び申請
＊後期高齢者医療制度の届出（取得・喪失）
＊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
＊児童手当認定・額改定請求
＊障害者手帳申請、自立支援医療申請

町民税務課（☎75－3641）
＊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、印鑑登録証明書交付
＊戸籍に関する証明書交付
＊身分証明書交付
＊マイナンバーカード申請補助、交付手続き
※マイナンバー関係は、事前に予約した方のみ。
＊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
上下水道課（☎75－3645）
＊上下水道の届出（開始・中止など）
＊料金納付

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　山北町在住又は在勤で20歳以上の方
募集期間 ４月30日（木）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）



※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、

松田町、山北町、開成町、大井町、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）
　　　　（メール　masahiro-s@ra3.so-net.ne.jp)

議会広報モニターを募集します
　山北町議会では広く町民の意見を議会広報など
に反映させ、より一層の議会活動の充実を図るた
め、「議会広報モニター」を募集します。皆さん
の応募をお待ちしています。

活動内容 年４回発行の議会だより「議会のおと」
に関するアンケートへの回答、意見交
換会への参加協力など

任　　期 ２年間（令和２年４月～令和４年３月）
対　　象　町内在住の方
募集定員 12名
応募方法 電話又はメールで氏名（ふりがな）、住

所、年齢、電話番号、職業をお知らせ
ください。メールの場合は、件名に「議
会広報モニター募集」と記入し、本文
に必要事項を記入の上、次のアドレス
まで送信してください

※応募者多数の場合、居住地域や男女構成などを
考慮して選考させていただきますのでご了承く
ださい。
応募期限 ３月31日（火）まで
問 合 せ　議会事務局議事班（☎75－3653）
　　　　　（メール　gikai@town.yamakita.kanagawa.jp）

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）

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。

第63回町親睦ゴルフ大会を開催します
月　日 ５月６日（水・振休）※雨天決行。
時　間 OUT・IN １組目スタート７：56予定
場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　象　高校生以上で町内に在住又は在勤の方
定　員 100名
費　用 １人　12,000円
　　　 参加料 2,000円 ※申込み時支払い。
　　　 プレー料金 10,000円 ※大会当日支払い。
※ゴルフ場利用税・消費税込み、食事代別。
プレー ４人乗用カートによる18ホールセルフ
方　法　プレー（新ぺリア方式）
※スパイクシューズ使用不可。
※高反発クラブ・ボール使用可。
申込み ４月15日（水）17：00まで期　限
申込み　生涯学習課窓口で配付している申込み用
方　法　紙に必要事項を記入のうえ、参加料を添
　　　　えてお申込みください（平日のみ）
※申込み用紙は町ホームページでもダウンロード
　できます。
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料
　は返金できません。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

❸

すぎやま まさひろ

場　所
西湘地区体育センター
大井町山田総合グラウンド
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
大井町山田総合グラウンド
大井町山田総合グラウンド
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
西湘地区体育センター

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

令和3年1月10日（日）
令和3年2月7日（日）
令和3年3月7日（日）



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
できるものを募集します。ご提供いただける方
は、山北中学校までお持ちください。ご協力をお
願いします。

問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

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
※申請書は町ホームページからもダウンロードで
　きます。
申込み期限 ４月24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）

統計調査員を募集します
　町では、各種統計調査に従事していただける方
を募集します。
　統計調査には、国勢調査や工業統計調査、経済
センサスや商業統計調査などさまざまな種類があ
り、令和２年度には、10月１日に国勢調査が実施
されます。

資　格　①町内在住又は在勤の20歳以上の方
　　　　②健康な方
　　　　③秘密の保持ができる方
　　　　④警察、選挙事務などに関わっていない方
※調査員としての任命期間中は、国や県が任命す
　る非常勤の公務員となります。

令和２年国勢調査について
主な仕事　①調査員説明会への参加（８月中旬頃）
と時期　②世帯への調査票配付と回収
　　　　　（９月上旬～10月中旬）
　　　　③調査票の整理と提出（10月下旬）

報　酬 １調査区につき35,000円程度　　
※詳細は、国勢調査の調査員募集サイトをご覧く
　ださい。

問合せ 企画政策課企画班（☎75－3651）申込み

❹

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404号室　2LDK（65.27㎡）
家　　賃 52,000～65,000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30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 ３月23日（月）～４月３日（金）
　　　　　（土・日曜日を除く）
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。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定
　します。
入居可能時期 ５月上旬頃（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

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）
　　　　副会長　石田　泰三（☎75－0910）
　　　　事務局　瀬戸　一徳（☎75－0016）

ゆ かわ せいさく

いし だ たいぞう

せ と かずのり



土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧について

　町では、令和2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（水）～６月１日（月）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　　８：30～17：15
　　　　　（12：00～13：00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（委任状必須）

※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） 国家公務員募集

　人事院は令和２年度に次の国家公務員採用試験
を行います。

●総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）
受付期間 ３月27日（金）～４月６日（月）
第１次試験日 ４月26日（日）
●一般職試験（大卒程度試験）
受付期間 ４月３日（金）～ 15日（水）
第１次試験日 ６月14日（日）
※申込みはインターネットより行ってください。
問 合 せ 人事院関東事務局（☎048－740－2006）
　　　　 （URL　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）

犬の登録と狂犬病予防注射
　令和２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22日（水）９：00～11：30
　　　　４月23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）

教育相談について
●町で行う相談
日　時　役場開庁日、随時行っています
場　所　役場２階　相談室など（教育委員会奥）
相談員　指導主事
内　容 不登校・いじめ・就学・発達障害に関す
　　　　ることなど
問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

●県で行う相談
内　容 いじめ、不登校、発達障害に関することなど
【電話による相談】
総合教育相談・不登校ほっとライン（☎0466－81－0185）
発達教育相談（☎0466－84－2210）
受付時間　月～金曜日８：30～21：00
　　　　土・日曜日・祝日8：30～17：15
24時間子どもSOSダイヤル
（☎0120－0－78310 又は 0466－81－8111）
受付時間 24時間365日
【メールによる相談】 soudan@edu-ctr.pref.kanagawa.jp

問合せ　神奈川県立総合教育センター
　　　　（☎0466－81－8521）

❺

婦人会の会員募集
　婦人会では、常時、新会員を募集しています。「教
養・奉仕・親睦」の三本柱のもと、様々な活動を
しています。今年度は、新たに廃油石鹸作り教室
を開催し、台風の被災地の千葉県には義援金を送
る活動を行いました。また、災害の際に活用でき
る料理教室も企画実践をし、参加者から好評をい
ただきました。
　開成町の婦人会と合同でパークゴルフ大会を
行ったり、レクリエーション活動も楽しく開催し
たりしています。是非、私たちと一緒に婦人会活
動を楽しみませんか。年齢は問いません。皆さん
の入会をお待ちしています。
問合せ　山北婦人会　関　優子（☎75－1756）
　　　　清水婦人会　岩井　博美（☎77－2024）
　　　　三保婦人会　髙橋　由美子（☎78－3250）
　　　　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

せき ゆう こ

いわ い ひろ み

たかはし ゆ み こ

公共交流スペースのご案内
　山北駅前のニューヤマザキデイリーストア内に
官民パートナーシップにより公共サービスを提供
する公共交流スペースが設置されています。
　公共交流スペースには町の観光・定住情報など
が分かる行政掲示板やイベントの情報などが分か
る地域掲示板があり、また、Wi-Fiも設置されてい
るため様々な情報を探すことができます。
　さらに、ニューヤマザキデイリーストアでは交
通系ICカードのチャージもでき、電車やバス、送
迎車の待合場所として利用できますので、ぜひご
利用ください。

問合せ　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

（ ）



❻

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

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
相談を無料でお受けします。
日　時 ３月24日（火）14：00～16：00
場　所　役場３階　301会議室
※相談は、「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）

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

参 加 費
持 ち 物

申込み方法

４月11日（土）
10：00～12：00（受付9：45から）
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。４月９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３日（金）
までにお申し込みください。

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４
月１日（水）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
参 加 費

持 ち 物

４月７日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成31年２～４月生まれの幼児
150円
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、
問診票

１歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。

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堆肥作りに取
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 ５人（定員になり次第、締切り）
モニター期間　堆肥ができるまで
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　FAX76－4564）
　　　　　（メール kankyo@town.yamakita.kanagawa.jp）

月　　日
受付時間

場　　所

４月２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７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。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


