
悪質商法にご注意ください
　現在、東日本大震災に関連した消費生活相談
が、多数寄せられています。相談内容には、屋根
工事の点検商法・ミネラルウォーターの通信販
売・義援金詐欺などの事例があります。
　困ったときは、契約した後でもあきらめずに消
費生活相談窓口へ相談しましょう。

連絡先　消費者ホットライン

　　　　（☎0570－0
守ろうよ

64－3
みんなを

70）

東日本大震災復興緊急保証
が新設されました

　東日本大震災の影響で経営に支障を来している
中小企業を対象として、信用保証制度が新設され
ました。制度の利用には町の認定が必要です。認
定申請については産業観光課へお問合せくださ
い。

対　　象　・震災被害により経営に支障を来して
いる中小事業者・旅館業者・旅行業
者等（被災地域の事業者と取引関係
にあれば、被災地域外の事業者も該
当します）

　　　　　・平成24年3月31日の貸付実行まで

保証割合　融資額の100％　

申請方法　産業観光課窓口で配布している認定申
請書・理由書を提出してください

問 合 せ　産業観光課商工観光班
申 込 み　（☎75－3646)

東日本大震災被災者
義援金募金について

　町民のみなさんからいただいた義援金が、平
成23年5月1日から31日の期間で3,139,799円
に達しました。この義援金は、前回までの送金
（9,738,454円）と同様に、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。
　みなさんのあたたかい心づかいに深く感謝申し
上げます。
　なお、町では引き続き9月30日まで義援金の受
け付けをしていますので、ご協力をお願いしま
す。

募 金 箱　役場1階エントランスホール、
設置場所　清水・三保支所、中央公民館、
　　　　　健康福祉センター

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

東日本大震災により被災され
山北町にお住まいの方へ

　東日本大震災により被災された方は、次のとお
り税金の軽減・免除などを受けられる場合があり
ます。詳しくは、お問合せください。

税金・内容・問合せ
税　金 内　容 問合せ

所得税
軽減・免除、
還付、徴収猶
予など

小田原税務署
（☎35－4511）
国税庁ホームページ
（http://www.nta.
go.jp）自動車重量税 廃車した場

合の特例

自動車税
代替えとし
て取得した
場合の特例

県自動車税管理事務所
（☎045－716－2111）

固定資産税
軽自動車税

代替えとし
て取得した
場合の特例

町税務課税務班
（☎75－3642）

 お し ら せ 版

平成２３年６月１６日発行  第５０５号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 財 政 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 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp



やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　　時　7月3日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　7：00～8：30

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、魚類、惣菜、花、食料
品などを販売

イベント　じゃがいも詰め放題、ガラガラ抽選会

後　　援　山北町商工会（☎76－3451）
※買い物中のマイカーの駐車は、さがみ信用金

庫・横浜銀行の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをお持ちください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。

問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

青少年健全育成大会
　家庭・地域・学校が一体となって、次の時代を
担う青少年の健全育成を推進するため、青少年健
全育成大会を開催します。多数の方の参加をお待
ちしています。

日　時　7月2日（土）
　　　　13：00～16：00（12：30開場）

場　所　中央公民館多目的ホール

内　容　
　・「少年の主張」作文の入選者表彰と作文発表
　・大会アピール
　・講演
　　演題　「少年院面接委員が語る現代青少年の心
　　　　　　子どもを叱れない大人たちへ」

　　講師　落語家　 桂
かつら

　才
さ い が

賀　氏

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

町も積極的に節電します！
　町は、今夏の電力不足に対応するため積極的に
節電に取り組み、大規模停電や計画停電を回避す
ることを目指します。

目標
町施設全体で使用電力ピーク時（注1）の基準電
力値（注2）の85％以下に抑制します

（注１）　7～9月の平日9～20時
（注２）　昨年の同期間・同時間帯の1時間単位

の使用最大電力（KW）の値

町施設共通の取組み
（１）空調に係る節電
　　　冷房の温度設定を原則28℃とする
（２）照明に係る節電
　　　不要な照明は消す
（３）OA機器、その他の機器に係る節電
　　　省エネモードの推進
（４）共有部分に係る節電
　　　原則エレベーターを控え、階段利用を促進

する
（５）契約電力の引下げ
　　　　
業務執行に際しての取組み
（１）クールビズ（軽装）の徹底
　　　（5月16日～10月31日）
（２）退庁・一斉消灯の促進
　　　（ノー残業デイ）
（３）繰り上げ出勤の推奨
　　　（勤務時間を前後1時間の範囲で繰り上げ）
（４）イベント等での節電の配慮
（５）節電や停電に伴う健康被害の回避
　　　（熱中症の予防や対策の周知）

問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　（☎75－3643）



町職員を募集します！！
　平成23年10月1日及び平成24年4月1日採用の職員を次のとおり募集します。

募集内容
採用時期 職種 採用人数 応募資格

平成23年10月１日 事務職 若干名 昭和60年4月2日以降出生で高等学校卒業以上
の方

平成24年 4 月１日
事務職 若干名 昭和60年4月2日以降出生で高等学校卒業以上

の方（平成24年3月卒業予定者を含む）

保健師 1名 昭和51年4月2日以降出生で保健師の資格を持
つ方、または取得見込みの方

提出書類　・申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）、エントリーシート（町指定）、成績証
明書、卒業証明書または卒業見込み証明書、資格証明書または取得見込み証明書（保健師
のみ）

　　　　　・健康診断書（1次試験合格者のみ）
　　　　　・その他必要書類（詳しくは総務防災課にお問合せください）
※申込書・エントリーシートは、総務防災課窓口で配布しています。
　（町ホームページからもダウンロードできます。http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/index.php）

給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当等を支給）

受付期間　7 月1 日（金）～8日（金）土曜、日曜日を除く8：30～17：15
※総務防災課窓口に、直接提出してください。

試験日程　1次試験：7月21日（木）9：00～13：00（予定）
　　　　　2・3次試験：各試験合格者に直接連絡します

試験会場　中央公民館（1次試験）

試験内容　1次試験：一般的な知識についての筆記試験、作文、性格検査
　　　　　2・3次試験：１次試験合格者について、面接試験など

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
申 込 み　

日頃から水害に対する備えをしておきましょう
　毎年、日本各地において、台風や大雨による被害が発生しています。台風の接近や大雨が事前に予想
される場合は、危機意識をもって十分に警戒をする必要があります。事前の予測がつかない、ゲリラ
豪雨とよばれる狭い地域に短時間で大雨が降る局地的豪雨の場合は、河川の急激な増水や道路の冠水な
ど、予期せぬ被害が発生することがあるので、日頃からの備えがより大切です。
　梅雨から秋雨までの雨が多いこれからの時期は、水路や排水溝の詰まりなど、大雨の前に日頃から点
検・清掃をしておきましょう。

問合せ　足柄消防組合予防課（☎74－6663）



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。手遊びと絵本で一緒に
楽しく過ごしましょう。どなたでも自由に参加で
きますのでお越しください。

日　時　7月6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　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

ジュニア初心者テニス教室＆レディーステニス教室
を開催します

日　時　7月23日（土）、26日（火）、30日（土）、
　　　　8月2日（火）、6日（土）、16 日（火）、
　　　　20日(土)の全7回
　　　　（予備日は8月27日（土））

　　　　○ジュニア初心者
　　　　　9：00 ～ 10：30（ 8：55までに受付）
　　　　○レディース
　　　　　10：45 ～ 12：30（10：40までに受付）

場　所　小田原市営城山庭球場
　　　　（小田原市城山3－10－20）
　　　　※7月23日、8月20日、予備日です。
　　　　小田原テニスガーデン
　　　　（小田原市蓮正寺83－1）
　　　　※7月26日、30日、8月2日、6日、16日です。

対　象　○ジュニア初心者 
　　　　　小学4年生～中学3年生の男女
　　　　○レディース 
　　　　　高校生以上の女性（初心者～中級者）

定　員　各40名（先着順）

内　容　レベルに応じたクラス分けを行い、一通
りの技能指導をします

費　用　4,000円（傷害保険料等）
※初日にお支払いください。

その他　・必ずテニスシューズを着用してくださ
い（ジョギングシューズなどは不可）

　　　　・硬式テニスラケットをご用意ください
　　　　・雨天等の中止は、当日会場で決定しま

す

申込み　○ジュニア初心者
方　法　　7月15日（金）～21日（木）までに、

電話でお申込みください
　　　　○レディース
　　　　　7月1日（金）～21日（木）までに電

話、FAX、はがき、メールのいずれか
でお申込みください。氏名・住所・電
話番号をお伝えください

問合せ　○ジュニア初心者
申込み　　（財）小田原市体育協会事務局
　　　　　（☎38－3310）
　　　　○レディース
　　　　　小田原テニス協会　八

は っ た
田　迪

み ち お
男

　　　　　〒250－0045小田原市城山2－28－11
　　　　　（☎・FAX 35－4186）
　　　　　（メール：michio-hatta@nifty.com）

スロートレーニング教室
～健康マイスターとともに体験しませんか～
　スロートレーニングは、簡単な運動で効果を得
やすいトレーニングです。特に、なかなか運動す
る機会がない方におすすめです。ぜひ参加してみ
ませんか。

日　時　7月10日（日）9：30～11：30
　　　　（受付9：00～）

場　所　健康福祉センター多目的室１

定　員　30名（先着順）

講　師　健康運動指導士　杉
すぎやま

山　京
きょうこ

子　氏

内　容　スロートレーニング

費　用　無料

持ち物　タオル、飲み物、ヨガマット（ある方の
み）

申込み　7月4日（月）まで
期　限

※運動しやすい服装でお越しください。

問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）



入札結果５月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

会計課 平成23年度　用紙（再生紙）
一括購入

株式会社　スワベ商会
小田原支店 1,743,000円 1,666,377円

福祉課
平成23年度　障害者福祉計
画・介護保険事業計画策定業
務委託

株式会社　サーベイリ
サーチセンター　静岡
事務所

3,391,500円 3,139,500円

学校教育課 平成23年度　三保小学校・清
水中学校印刷機賃貸借 株式会社　武書店 2,583,000円 2,562,000円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。

問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

地デジの準備はお済みですか
臨時相談コーナーを設置しています

　総務省（デジサポ神奈川）では、地デジに関する臨時の相談コーナーを設置しています。
　相談コーナーに用意してある携帯電話を使って、地デジについての問合せや相談をお受けしていま
す。お気軽にお越しください。

日　　程
月　日 場　所 時　間

6月15日（水）～28日（火）
（土・日曜を除く） 役場三保支所

9：00～17：00
（各会場とも最終日は16：00まで）

　6月29日（水）～7月12日（火）
（土・日曜を除く） 役場清水支所

7月13日（水）～8月26日（金）
（土・日曜、祝日を除く） 役場1階防災展示ホール

  
相談方法　用意してある携帯電話を使っての電話相談です
　　　　　（携帯電話からは、ボタンを選択するだけで
　　　　　　希望する相談先につながります）
　　　　　・デジサポ神奈川コールセンター
　　　　　　（地デジ全般に関する相談）
　　　　　・総務省地デジチューナー支援センター
　　　　　　（地デジ簡易チューナー無償給付の相談）
　　　　　・デジサポ神奈川相談会グループ

問 合 せ　総務省地デジコールセンター
　　　　　（☎0570－07－0101）
　　　　　町企画財政課企画班
　　　　　（☎75－3652）

※地デジに関する悪質商法には、ご注意ください。

7月24日 アナログ放送が
終了します！！



女性の健康相談
　女性の健康相談を女性医師がお受けします。

日　時　7月5日（火）9：30～11：30

場　所　県足柄上合同庁舎2階診察室
　　　　（開成町吉田島2489－2　
　　　　　足柄上保健福祉事務所内）

申込み　電話でお申込みください
方　法

問合せ　県足柄上保健福祉事務所保健福祉課
申込み　（☎83－5111 内線 464）

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、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。

日　時　6月28日（火）14：00～16：00　　　
　
場　所　役場301会議室

※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の
職員がお受けします。

※予約は必要ありませんので、直接お越しくださ
い。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

75歳以上の方の健康診査
　町では、後期高齢者（長寿）医療保険制度によ
り、生活習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、
糖尿病など）の治療をしていない方を対象に健康
診査を行っています。
　かかりつけ医で定期的に生活習慣病の検査を受
けていない方で、健康診査の受診を希望される方
はお申込みください。
　なお、昨年受診された方には健康診査票を事前
に送付しますので、申込みは不要です。

対　　象　・平成23年4月1日現在で75歳以上の
方

　　　　　・健康診査の受診日には75歳である方
　　　　　・65～74歳で後期高齢者（長寿）医

療制度に加入している方

検査内容　・血圧測定、尿検査、心電図検査、血
液検査（貧血、肝機能、脂質、血
糖）など

受診期間　7月1日（金）～平成24年3月31日（土）まで
※申込み後に町から送付する健康診査票を持っ

て、町が契約をした足柄上郡または南足柄市内
の医療機関で受診してください。

※詳しい医療機関については福祉課でご確認くだ
さい。

費　　用　無料

問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
申 込 み 　（☎75－3644）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力等の相
談を保健師がお受けします。
月　　日　7月5日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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　7月7日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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　7月8日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

3か月児健康診査
月　　日　6月28日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年2月、3月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。


