
❶

　本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。

有料広告

連絡先   　　　　　　　　　  担当：関０４６５－７７－２２０４
学生さんもOK! 見学随時受付中

足柄上郡山北町谷峨１０９６－１（ＪＲ谷峨駅から送迎バスあり）

パートさん募集☆★
あなたに合ったお仕事が、きっとある！！
ちょっと空いた時間に働いてみませんか！！

まずはお問合せ下さい。

リバーサカワ・ゴルフクラブ

消防団活動にともなう
役場西側駐車場の利用制限について
　消防団礼式訓練及びポンプ性能検査を次のとお
り実施します。このため、役場西側駐車場は全面
の利用ができなくなります。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお
願いします。

日　時　4月11日（日）8：00～12：00
場　所　役場西側駐車場
※役場庁舎正面駐車場は利用できます。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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、対象外となります。

※人間ドックの受検費用助成を受ける方は、特定
健康診査を受診することができません。

※特定健康診査を受診される方、人間ドックのオ
プション検査のみを受検される方は、助成を受
けることができません。

助 成 額　20,000円（限度額）
申込み開始　4月5日（月）～
申込み方法　人間ドックを受検する前に、印鑑、健康

保険証、マイナンバーカード又は通知
カードを持参のうえ、保険健康課、健康
福祉センター、清水支所、三保支所のい
ずれかの窓口にてお申込みください

問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

神奈川県立足柄上病院は
「地域医療支援病院」になります
　地域の医療機関への積極的な支援を通じて地域
全体の医療サービス向上を図るため、6月から、
足柄上病院は新たに「地域医療支援病院」となり
ます。これにともない、「紹介状を持たない初診
の方」、「足柄上病院から他の医療機関を紹介
した後に、本人希望で紹介状を持たずに足柄上病
院を再診した方」には、診療費とは別に定額の負
担金（選定療養費）が発生することになりますの
で、ご理解いただきますようお願いします。

【負担金（選定療養費）について】
対　象 名　称 金　額

紹介状を持たない初診
の方

初　診　時
選定療養費

5,500円
（税込）

足柄上病院から他の医
療機関を紹介した後
に、本人希望で紹介状
を持たずに足柄上病院
を再診した方

再　診　時
選定療養費

2,750円
（税込）

※救急搬送された方、足柄上病院の他の診療科を
受診中の方などは対象外となります。

問合せ　足柄上病院医事課（☎83－0351）

 お し ら せ 版

令和３年４月 1 日発行  第７３０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/



山北町生涯学習支援者バンクの登録者を募集します
　町では、皆さんの生涯学習活動がより幅広く、有意義なものになることを目的として「生涯学習支援者
バンク」を設置しています。
　生涯学習・生涯スポーツ・文化芸術活動など、自分の知識や経験、技術を多くの方の活動に役立てると
ともに、自分自身をさらに磨く機会として、生涯学習支援者バンクに登録してみませんか。登録を希望さ
れる方は登録票の提出をお願いします。登録票は生涯学習課で配付しているほか、町ホームページからも
ダウンロードできます。

❷

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、
次のとおり新聞紙、雑誌、アルミ缶などの廃品回
収を行います。皆さんのご協力をお願いします。
　なお、前回の収益金は8,640円でした。ご協力
ありがとうございました。

日　時　4月17日（土）9：00～10：00
場　所　どんぐりん駐車場（山北595）
問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐

さとう
藤（☎070－6635－5134）

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（月）～23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、学校教育課に提出してくだ
さい

※願書は、4月5日（月）から学校教育課で配付し
ます。なお、貸与については町教育委員会で審
査のうえ、決定します。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

手話奉仕員養成講習会の受講生を募集します
～手話を学ぼう・手話で話そう～
　聴覚障がいの方の生活や関連する福祉制度など
について理解を深めるとともに、手話で日常生活
の会話ができる程度の手話奉仕員を養成すること
を目的として、足柄上地区1市5町（南足柄市、中
井町、大井町、松田町、山北町、開成町）合同で
手話奉仕員養成講習会を開催します。

日　時　5月13日（木）～令和4年3月17日（木）
　　　　全40回　毎週木曜日　19：00～20：45
※7月22日（木・祝）、8月12日（木）、9月23
日（木・祝）、12月30日（木）、令和4年1月6
日（木）はお休みです。

※状況に応じて日程が変更になる可能性がありま
す。

場　所　開成町福祉会館3階　団体利用コーナー
　　　　（開成町吉田島1043－1）
対　象　足柄上地区に在住し、手話に興味があ

り、これまで手話奉仕員養成講習会の受
講経験がない18歳以上の方で、1市5町で
手話奉仕員として活動する意欲のある方

内　容　国の手話奉仕員養成カリキュラムによる
講義と実技

修了要件　全40回のうち、36回以上受講した方
定　員　20名
※応募者多数の場合は、抽選になります。
費　用　3,300円（テキスト代）
※受講料は無料です。
申込み期限　4月16日（金）
申込み方法　福祉課へ電話にてお申込みください
問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

山北中学校からのお知らせ
美化作業ボランティアを募集します
　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。
　体育祭に向けて美化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
だける方を募集します。

日　時　5月8日（土）9：00～12：00
※予備日は9日（日）。
問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）

提出場所　役場2階　生涯学習課
※支援者バンクの利用希望がある場合も、町ホー
ムページをご覧ください。
　（URL　http://www.town.yamakita.
　　　　　kanagawa.jp/0000001028.html）
※右の画像からもアクセスできます。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）



❸

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ
　町では、令和3年度の犬の登録と狂犬病予防注射を次のとおり実施します。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。また、やむを得ない理由により注射
が受けられない場合には、必ず動物病院から発行される「猶予証明書」を提出してください。
　なお、新型コロナウイルス感染予防対策として、会場では受付時に検温やアルコール消毒などを実施
しますので、ご協力をお願いします。

対　象　生後3か月以上の犬

料　金　◎登録済みで注射のみの犬　　  3,650円　　
（内訳）注射料金　　　　　　3,100円

注射済証交付手数料　　550円

　　　　◎新規登録と注射をする犬　  　6,650円
　　　　（内訳）注射料金　　　　　　3,100円
　　　　　　　　注射済証交付手数料　　550円
　　　　　　　　登録手数料　　　　　3,000円

※当日は釣銭が発生しないよう、ご準備願います。

狂犬病予防注射日程
月　日 時　間 場　所

4月21日
（水）

9：00～ 9：10 三保支所駐車場
9：25～ 9：40 畑集会所駐車場
10：10～10：30 平山集会所駐車場
10：45～11：05 高齢者いきいきセンター駐車場
11：20～11：55 山北町役場西側駐車場

4月22日
（木）

9：00～ 9：20 清水支所駐車場
9：40～10：15 山北体育館跡地
10：25～10：45 安洞集会所駐車場
10：55～11：15 下本村コミュニティセンター駐車場

※日程は状況により変更となる場合があります。
また、今年度より（有）田中モータース駐車場
では実施しませんのでご注意ください。

問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

手続きに必要なもの　愛犬手帳、犬の新規登録受
付票（新規登録の場合の
み）

注意事項　
○次の項目に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、以前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。

新型コロナウイルス対策について
・マスクの着用、アルコール消毒にご協力くださ
い。

・会場では間隔をあけてお並びいただきますよう
お願いします。

　　　　
　　　　
　　　　　　　　

※犬の新規登録をされる方は、下の「犬の新規登録受付票」に必要事項を記入し、当日ご持参ください。

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

きりとり線



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14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）

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎ 75 － 0822）

4月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問い合わせください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象　生後10か月～11か月の乳児
　　　　　※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　　　　　※お誕生前健診票は個別に郵送します。

3か月児健康診査
　3か月児健康診査は、健康福祉センターで行う
集団方式から医療機関で行う個別方式に変更して
います。
日　　時　平日12：00～12：45（水曜日を除く）
場　　所　樹こどもクリニック
　　　　　（開成町古田島4320-2）	
対　　象　生後3か月～4か月の乳児	

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート
※問診票、子育てアンケートは個別に郵
送します。	

≪人権行政相談≫
日　　時　4月20日（火）13：00～15：00
場　　所　役場4階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
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

※相談は電話でも受付しています。電話での相談
は、「行政苦情110番」へご連絡ください。

連 絡 先　総務省行政苦情110番（☎0570－090110）
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「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14日（水）		13：00～15：00
対　象　1歳未満のお子様と保護者
　　　　（兄弟・姉妹も参加できます）
※町内在住の方のみとなります。
※予約不要・無料です。
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）
※詳細はホームページに掲載しています。「山北
町子育て支援センター」で検索してください。

今月の納期限
●12日
　　上下水道使用料（A地区第 1期分）
● 30日
　　認定こども園・保育園保育料（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）

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さんとの意見交換の場を増やす
ことを目的に「おしゃべりＣａｆｅ」をオープン
します。気軽にお立ち寄りいただき、皆さんの
『声』をお聞かせください。
　なお、新型コロナウイルス感染防止のため、お
越しいただく際はマスクの着用などにご協力をお
願いします。

開催日 時　間 場　所
4月20日
（火）

13：30～
15：30

山北駅前Cafe	NICO横
（芝生スペース付近）

5月20日
（木）

13：30～
15：30

小田原百貨店山北店
（イートインコーナー付近）

6月20日
（日）

13：30～
15：30

山北駅前Cafe	NICO横
（芝生スペース付近）

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）


