
7月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみ収集日が通常の曜日と異なり
ますので、町民カレンダーをご確認いただき、お
間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　　区

7月19日（火） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

7月20日（水） もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原

※町民カレンダーに赤い★印が付いています。
問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

町道嵐線車両通行止めのおしらせ
　町道嵐線の拡幅工事により、次の期間は車両通
行止めとなります。ご迷惑をおかけしますがご協
力をお願いします。

通行止め期間　7月上旬～平成24年2月29日（水）

　

　　

問合せ　都市整備課整備班（☎75－3647）

平成23年度保険料の
本算定決定通知を郵送します

　本年度の介護保険料及び後期高齢者（長寿）医
療保険料の決定通知書を、7月上旬に対象の方に
個別郵送します。

○介護保険料
　平成22年中の収入額や住民税の課税状況によ
り、１段階（月額1,872円）から8段階（月額
7,605円）で保険料が決定されます

○後期高齢者（長寿）医療保険料
　平成22年中の所得に基づき計算され、賦課限
度額は年額50万円です

※詳しくは、決定通知書や福祉課でご確認ください。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

プールの一般開放について
開放施設　町営プール、学校プール（川村小、清

水中、三保中）
期　　間　7月22日（金）～8月21日（日）
開放時間　

施設 平日・土曜日 日曜日 休み

町営プール 13：00
～16：00

10：00～12：00
13：00～16：00 水曜日

学校プール 13：00～16：00 火曜日
使 用 料　無料
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

有料広告
　　　　　不動産登記 ・ 商業登記 ・ 法人登記

相続 ・ 贈与などお気軽にご相談ください

司法書士　井上庄市事務所
　　　　　　　　　　　　　　（出身 ： 山北町皆瀬川）

松田町松田惣領 1886 － 1　石川ビル 1 Ｆ

（旧 246 「松田駅入口」 信号角）

JR 松田駅北口前に P2 台あり （☎ 20 － 5585）

町営プールを団体に開放します
期　　間　 7月25日（月）～8月19日（金）
※水・土・日曜日は除く。
時　　間　10：00～11：30
申込み開始　7月4日（月）から
※使用料は無料です。なお、事故防止のため責任

者が必ず付き添ってください。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）
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山北町歴史講座
　町教育委員会では、山北町史や町内に所在する
古文書の解読を通して山北の様子を学びます。

日　時　7月16日、8月27日、9～3月までの月1
回土曜日を予定（全9回）

　　　　10：30～12：30
※9月以降の日程は講座内で連絡します。
場　所　中央公民館2階第2・3会議室
内　容　山北の歴史をたどる（通史）、狩猟採集

から稲作、古墳と国家の成立（原始）、
以降現代までの山北の様子

講　師　山北町史資料取扱指導員
定　員　40名程度（先着順）
申込み　7月4日（月）から電話または生涯学習課
方　法　窓口でお申込みください
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

町営新根下住宅の入居者を募集しています
募 集 住 宅　新根下住宅3階1戸（2LDK）
※犬、猫その他の動物は飼えません。 
主な入居資格　
　・町内にお住まい、またはお勤めであること
　・町税及び町公共料金に滞納がないこと
　・現在、住宅に困窮していること
　・次の①または②に該当する方

①夫婦（婚約中を含む）または親子を主体と
した家庭で平成22年の月あたりの所得が
158,000円以下であること

②入居時の年齢が55歳以上の方、または障が
いのある方で、平成22年の月あたりの所得
が214,000円以下であること

※詳しくは、定住対策室にお問合わせください。
申　込　み　入居申込書に必要事項を記入し、
方　　　　法　定住対策室に提出してください
※申込書は定住対策室窓口で配付しています。
※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。
申込み期限　7月15日（金）まで
問　合　せ　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

エクササイズ教室「チャージ」新会員募集中
日　程　月～金曜日　9：00～12：00
　　　　（1教室60～80分・日替りで8種目）
場　所　健康福祉センター
費　用　月会費2,000円又は体験料金500円
申込み　あしがら総合型スポーツクラブあすぽ　
問合せ　秋葉（☎090－8013－5541）
        　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）
※日程、費用、託児サービスなどの詳細について

はお問合せください。

健康体力相談会を開催します
日　時　7月13日（水）
　　　　9：00、10：30、13：30、15：00
　　　　（時間予約制）
場　所　健康福祉センター1階内科・歯科診察室
内　容　・身体測定と血圧測定
　　　　・体力チェック
　　　　・保健師・運動指導士・管理栄養士によ

る相談
定　員　各回5名（先着順）
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

一日陶芸教室を開催します
日　時　①7月23日（土）10：00～15：00
　　　　②7月24日（日）10：00～15：00　　　
場　所　県立大野山乳牛育成牧場「まきば館」
内　容　作陶（形を作るまで）
講　師　つぶらの窯　山本　渉　氏
服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）
持ち物　弁当、飲物
定　員　各日15名（定員になり次第締切り）
費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）
申込み　7月20日（水）まで
期　限　
申込み　希望日・氏名・連絡先を電話又はFAX
方　法　でお申込みください
問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）
申込み　

山北町カヌー体験教室
Ｂ＆ＧクリーンフェスティバルＩＮ丹沢湖
日　　時　8月7日（日）
　　　　　9：30～12：00（集合9：15）
開催場所　丹沢湖（玄倉付近）
集合場所　玄倉ふれあいランド
対　　象　小学3年生以上の方
定　　員　30名（先着順）
費　　用　無料
持 ち 物　運動のできる服装、水着、タオル、
　　　　　濡れてもよい靴（ゴム底）、着替えなど
内　　容　カヌー教室、湖畔のクリーン活動
申込み期限　7月29日（金）まで
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）



消防職員を募集します
　足柄消防組合では、次のとおり職員を募集します。希望する方はお申込みください。

採用時期　平成24年4月1日（予定）
募集内容　

職　種 採用人数 応　募　資　格

消防職A 若干名 昭和62年4月2日から平成6年
4月1日までに生まれた方 （共通）

・身長　男子：158cm以上
　　　　女子：155cm以上
・体重　男子：50kg以上
　　　　女子：45kg以上
・両眼とも裸眼視力0.5以上または矯正視

力1.0以上で、色覚・聴力が正常な方

消防職B
（救急救命士） 若干名

昭和60年4月2日から平成4年
4月1日までに生まれた方
救急救命士資格を持つ方また
は平成24年3月に同資格者を
養成する学校を卒業予定で資
格取得見込みの方

試験日程　第1次試験：9月18日（日） 筆記試験
　　　　　第2次試験：10月下旬（第1次試験合格者のみ） 体力測定・面接試験
提出書類　申込書及び自己ＰＲカード、卒業（見込み）証明書（成績証明書でも可）
※申込書及び自己ＰＲカードは、各署で配付しています。（ホームページからもダウンロードできます。）
※消防職Ｂを受験する方は、免許資格の取得証明（免許証の写しなど）を提出してください。
申込み期間　8月1日（月）～5日（金）8：30～17：15
申込み方法　足柄消防組合消防本部3階総務課へ、本人または代理の方が提出してください
※郵送でお申込みの方は、申込み先に簡易書留にて提出してください。
問 合 せ　〒250－0106　南足柄市怒田40－1
申 込 み　足柄消防組合消防本部総務課（☎74－6662）（ホームページ　http://www.ashigara-fd.jp/）

入札結果5月中（議会承認契約案件）
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）

生活環境課 平成23年度　皆瀬川浄水場急
速ろ過池改修工事

荏原商事　株式会社
　神奈川営業所 57,256,500円 54,379,500円

都市整備課 平成23年度　町道嵐線整備工事 有限会社　池谷建設 59,125,500円 58,800,000円

学校教育課 平成23年度　川村小学校給食
室等大規模改修工事 今泉建設　株式会社 137,004,000円 136,500,000円

※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）

水稲栽培講習会を開催します
日　時　7月15日(金)
　　　　午前の部　10：00～　午後の部　13：30～
場　所　午前の部　小田原アリーナ研修室
　　　　午後の部　大井町中央公民館第1・2会議室
内　容　・平成22年産米の課題
　　　　・平成23年産米の生育状況および栽培管

理について　ほか
講　師　県農業技術センター職員ほか
申込み　最寄りのJA営農経済センター（山北営農
方　法　経済センター☎75－1311）へお申込み

ください
申込み　7月8日（金）まで
期　限　
問合せ　JAかながわ西湘営農部指導課（☎38－0135）

平成23年度銃砲刀剣類登録審査会について
　県では、次のとおり銃砲刀剣類登録審査会を行
いますのでおしらせします。

日　　程　7月14日（木）、9月13日（火）
受付時間　午前の部　  9：30～11：15
　　　　　午後の部　13：30～15：00
場　　所　かながわ県民センター3階301会議室
　　　　　（横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2）
手 数 料　新規登録　　6,300円
　　　　　再交付　　　3,500円
　　　　　製作承認　　　800円
問 合 せ　神奈川県教育委員会
　　　　　生涯学習部文化遺産課
　　　　　（☎045-210-1111　内線8353）



今月の納期限
● 7 月 11 日（月）
　上下水道使用料（B 地区第 2 期分）
● 8 月 1 日（月）
　固定資産税（第 2 期分）
　国民健康保険税（第 2 期分）
　介護保険料（第 1 期分）
　後期高齢者医療保険料（第 1 期分）
　し尿処理手数料（第 1 期分）
　町設置型浄化槽使用料（5・6 月分）

肝炎ウィルス検査のおしらせ
月　　日　7月25日（月）、26日（火）、27日

（水）、28日（木）、29日（金）、
　　　　　8月24日(水)、25日（木）、26日（金）
受付時間　各日とも9：00または10：00
場　　所　清水ふれあいセンター（7月25日のみ）
　　　　　健康福祉センター（7月25日を除く）
対　　象　次のいずれかに該当する方
　　　　　①40～65歳の方（平成24年3月31日

基準日）で過去に肝炎検査を受けた
ことがない方

　　　　　②過去に肝機能異常を指摘されたこと
がある方

　　　　　③過去に手術・出産などで多量に出血
したことがある方で、定期的に肝機
能検査を受けていない方

検査内容　採血によるＢ型・Ｃ型肝炎ウィルス検査
費　　用　700円（当日会場でお支払いください）
申 込 み　7月15日（金）まで
期　　限
問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。

実施日・時　間・場　所
実施日 時　間 場　所

7月20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・歯科診察室

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　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

さくら健康診査のおしらせ
日　　時　8月26日（金）
　　　　　9：00または10：00受付
※予備日は8月24日(水)・25日（木）です。
場　　所　健康福祉センター1階
対　　象　次のいずれかの方
　　　　　①30～39歳の方
　　　　　　（平成24年3月31日基準日）
　　　　　②生活保護を受けている方
健診内容　身長・体重・腹囲測定、血圧測定、尿

検査、血液検査（脂質・肝機能・糖代
謝など）問診、医師による診察

費　　用　700円（当日会場でお支払いください）
申 込 み　7月22日（金）まで
期　　限
※昨年、さくら健診を受診された方には、受診票

をお送りしますので、申込みは不要です。
問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

１歳児歯科教室
月　　日　7月19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22年5月～7月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちください。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

《人権行政相談》
7月20日（水） 13：00～15：00

役場3階301会議室
【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、福祉課福祉推進班）
　　　　 ☎７５－３６４３　☎７５－３６４４

やまきた駅前夕市を開催します
日　時　7月16日（土）15：00～19：00
※雨天決行。（一部内容を変更する場合があります）
場　所　山北駅前商店街
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、各種余興他
※買い物中のマイカーの駐車は、山北町役場、健

康福祉センターの駐車場をご利用ください。
問合せ　やまきた駅前夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）


