
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）
　　　　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）
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山北町パークゴルフ場営業時間変更のお知らせ
　４月１日（金）から、次のとおり営業時間が変
更となりましたのでお知らせします。ご利用の方
はご注意ください。

問合せ　中日本高速道路㈱ 東京支社 御殿場保全・
　　　　サービスセンター 更新工事担当
　　　　（☎0550－82－3100）
　　　　（対応時間は平日９：00～ 17：00）
　　　　新東名対策室新東名対策班（☎75－3655）

　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。

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保健指導・健診の受検率向上を目的として、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４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）
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鳶の子沢橋高架下通行止めのお知らせ
　東名高速道路 鳶の子沢橋リニューアル工事に伴
う足場設置作業のため、次の図の区間で通行止めを
実施します。期間中は現地誘導員の案内に従い、迂
回をお願いします。ご不便、ご迷惑をおかけします
が、ご理解、ご協力をお願いします。
期　間　４月18日（月）～29日（金・祝）
※夜間及び土・日曜日は通行可能です。
時　間　８：30～17：00
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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（火）～28日（木）
※平日12：00～13：00及び土・日曜日を除きます。

申請方法　奨学生願書に在学証明書、成績証明書を
　　　　　添付し、こども教育課に提出してください
※奨学生願書は４月５日（火）からこども教育課で
　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　こども教育課教育総務班（☎75－3648）

アクティブ交番配備日変更のお知らせ
　４月１日（金）から、アクティブ交番の配備日が
次のとおりとなりますのでお知らせします。
配備曜日　月曜日～金曜日（祝日含む）
配備時間
 9：30～11：30 山北町役場駐車場
 13：30～14：30 山北駅ロータリー付近
 14：30～15：30 川村小学校下岸側交差点付近
※土・日曜日は配備されません。また、祝日は山北駅
ロータリー付近で9：30～15：30までの配備となります。
問 合 せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）

小田原市消防計画の改正に伴う
意見募集（パブリックコメント）
　小田原市消防本部では、小田原市消防計画の改
正について、管内住民の皆さんから次のとおり意
見を募集します。

意見提出期間　４月15日（金）～５月16日（月）

閲覧場所　小田原市ホームページ又は役場地域防災
　　　　　課窓口で閲覧できます

意見提出　小田原市消防本部消防総務課に直接、郵
送（最終日消印有効）、ＦＡＸ又は小田原
市ホームページの意見投稿フォームか
ら提出してください

※窓口での閲覧及び意見提出受付は、平日（８：30
　～17：15）のみとなります。

問合せ提出先　小田原市消防本部消防総務課政策調整係
　　　　　（小田原市消防本部３階）
　　　　　〒256－0813　小田原市前川183－18
　　　　　（☎49－4420　FAX49－2592）

❷

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、町民の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（右下
の画像からアクセスできます）からもダウンロードできます。
提出先　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。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

教育相談について
【町での相談】
日　　時　役場開庁日に随時行っています
場　　所　役場２階　相談室（教育委員会奥）など
相 談 員　指導主事など
内　　容　いじめ、不登校、発達障害、就学に関す
　　　　　ることなど
問 合 せ　こども教育課教育支援班（☎75－3648）

【県での相談】
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～金曜日は８：30～21：00
　　　　　土・日曜日、祝日は８：30～17：15 
　　　　　（年末年始を除く）
・24時間子どもSOSダイヤル
　（☎0120－0－78310、☎0466－81－8111）
受付時間　24時間365日

●メールによる相談
　メールアドレス（kng-k-mailsodan@pen-kanagawa.ed.jp）

問 合 せ　神奈川県立総合教育センター
　　　　　（☎0466－81－0188）
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山北町

犬について飼い主について

きりとり線

犬の新規登録受付票　　　　　　鑑札No.　　　　　　　　　注射No.

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ
　町では、令和４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。

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、検温、アルコール消毒にご
協力ください。

・最小人数での来場をお願いします。
・会場では間隔をあけてお並びください。
・37.5℃以上の発熱がある場合は、来場をお
控えください。

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、次の「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。

狂犬病予防注射日程
月　日

4月27日
（水）

4月28日
（木）

時　間
 9：00 ～ 9：10
 9：25 ～ 9：40
 10：10 ～ 10：30
 10：45 ～ 11：05
 11：20 ～ 11：55
 9：00 ～ 9：20
 9：40 ～ 10：15
 10：25 ～ 10：45
 10：55 ～ 11：15

場　所
三保支所駐車場
畑集会所駐車場
平山集会所駐車場
高齢者いきいきセンター駐車場
山北町役場西側駐車場
清水支所駐車場
山北体育館跡地駐車場
安洞集会所駐車場
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。

対　象　生後３か月以上の犬

◎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。

◎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

料　金



≪人権行政相談≫
日　　時　４月20日（水）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
※行政に対するお困りごとは、電話でも受付して
　います。「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　企画総務課総務班（☎75－3651）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日　４月19日（火）※雨天中止

行 き 先　南足柄市内のお寺めぐり

集　　合　９：00　南足柄市運動公園駐車場
　　　　　　　　　（南足柄市怒田1734）

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　飲み物、お弁当、雨具、健康保険証など
※マスクの着用をお願いします。

申込み期限　４月15日（金）

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

健康づくりポイント事業の
記念品交換が始まりました

　町では、町民の皆さんの健康づくりを支援するた
め、健康づくり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組みをポイントにして、貯
まったポイントと記念品を交換する事ができます。
　令和３年度健康づくりポイント事業の交換期限
は４月28日（木）です。

○記念品交換方法
「令和３年度健康ポイントノート」をご持参の
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。

※「山北町商品券」は５月以降のお渡しとなります。
※現在、保険健康課（役場・健康福祉センター）に
て令和４年度健康ポイントノートを配布中です。
初めての方も、ぜひご利用ください。

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）

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
4月13日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

３か月児健康診査
日　　時

場　　所

対　　象

持 ち 物

平日12：00～12：45（水曜日を除く）
樹こどもクリニック
（開成町吉田島4320－2）
生後３か月～４か月の乳児
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。

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問い合わせください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10か月～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで。
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。

４月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

今月の納期
●11日　　　
　上下水道使用料（Ａ地区第１期分）　　

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8,240円でした。ご協力
ありがとうございました。

日　時　４月16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
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

さ とう


