
非自発的失業者に対する国民健康保険税
の軽減制度がスタートしました

　この制度は、倒産などにより職を失った方々に
対する国民健康保険税の軽減制度です。
　該当する方の国民健康保険税額を、離職日の翌
年度末まで、前年の給与所得を１００分の３０と
みなして計算します。
　軽減を受けるためには、届出が必要です。

☆対　　象　・平成21年3月31日以降に離職された、
雇用保険の特定受給資格者及び特定
理由離職者

　　　　　　・離職時の年齢が65歳未満の方
　雇用保険受給資格者証の離職理由欄離職コード
　　《11・12・21・22・23・31・32・33・34》

☆届出場所　町民課、清水・三保支所

☆必要なもの　印鑑、雇用保険受給資格者証

☆問 合 せ　町民課町民班（☎75－3641）

多重債務の相談はお早めに！！
　借金で悩まない生活を取り戻すためには、一人で
悩まないで、一刻も早く相談することが大切です。
返済のために新たな借金をしてはいけません！！

☆問合せ　神奈川県多重債務サポートダイヤル
　　　　　（☎045－312－1881）

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3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　「親子の絆～たった一言で変わった俺
　　　　　　の人生」
　　講師　“魂のヴォーカリスト"
　　　　　　杉山　裕太郎　氏

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

農地を相続等で取得された方へ
　平成21年12月15日に農地法が改正され、同日
以降に農地の権利を相続等で取得した方は、権利
取得を知った日から10か月以内に、取得した農
地のある農業委員会へ届出をすることになりまし
た。
　届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると
罰則もありますので、次に該当する方は農地のある
農業委員会へご相談の上、届出をしてください。

☆対　象　次の理由により農地法の許可なく農地
の権利を取得した方

　　　　　・相続（遺産分割・包括遺贈を含む）
　　　　　・法人の合併・分割
　　　　　・時効取得等
　　　　　
☆問合せ　農業委員会事務局（産業観光課内）
　届　出　（☎75－3646）
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ふれあい農園の利用者募集
　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的として、
農家ではない方を対象に農園を貸し出していま
す。自分で野菜を作ってみたいと思う方はぜひ応
募してください。

☆場　　所　向原水上地区（向原児童館近く）
　○募集区画　　１区画
　○耕作面積　　約４０㎡
　○契約期間　　契約日から平成24年3月31日
　　　　　　　　（以降の更新も可）
　○使 用 料　　１年当たり2,000円

☆応募資格　　町内にお住まい又はお勤めで非農家
　　　　　　　の方
☆応募期限　　６月３０日(水)まで
※希望者複数の場合は抽選とします。
☆問 合 せ　　産業観光課農業推進班
　応 募 先　　（☎75－3646）

一日陶芸教室を開催します！！
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方も歓迎します。

☆日　時　①7月17日（土）10：00～15：00
　　　　　②7月18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　昼食、飲み物

☆定　員　各回15人
※電話又はFAXで申込んでください。

☆申込み　7月14日（水）まで
　期　限　（定員になり次第締切り）

☆費　用　3,000円（材料費等）

☆問合せ　講師　山本（☎・FAX 76-4886）
　申込み

防災行政無線戸別受信機設置の助成
　町では、防災行政無線戸別受信機の設置に助成
をします。戸別受信機とは、町の防災行政無線放
送を屋内で受信するものです。定時に放送する時
報チャイムや火災などの緊急一斉放送、各種のお
しらせ放送など、全ての防災行政無線放送を居宅
内で聞くことができます。

☆助 成 対 象　町内にお住まいの方
☆本人負担額　　
　①戸別受信機のみを設置する場合　
　　　16,000円
　② 戸別受信機及び外部アンテナが必要な場合
       　22,000円
※本人負担額は、町の助成額（設置費用の2/3）
　を控除した後の額です。
※外部アンテナは電波の状況により必要となり
　ます。

☆申込み期限　7月30日（金）
☆問　合　せ　総務防災課防災消防班
　申　込　み　（☎75－3643）

地上デジタル放送受信の準備はお早めに！
　テレビのアナログ放送は、平成23年7月24日
までにに終了します。
　地上デジタル放送を受信する準備についての
疑問・相談があれば、総務省神奈川県テレビ受信者
支援センター（デジサポ神奈川）がお手伝いします。

【相談例】
　・「何をすればよいのか分からない。」
　・「テレビを買ったが、自分の住んでいるとこ

ろが難視聴地域のためデジタル放送を受信
できない。」

☆問合せ　デジサポ神奈川コールセンター
　　　　　（☎045－345－0110）
　　　　　平日9：00～21：00
　　　　　土・日・祝日9：00～18：00



山北町環境推進協議会委員を募集します
　町では、環境保全活動を推進するため、町民・事業者・学校・行政の協働により自らが率先して実践
活動を行う組織として、環境推進協議会を設置しています。
　この協議会では、地球温暖化などをテーマにした意見交換や対策事業を行い、町全体での環境保全活
動を進めています。
　町民のみなさまのご意見やご提案を反映させるため、新たに環境推進協議会委員を募集します。

☆募集人員　5人以内

☆内　　容　月に1回程度開催する会議に出席し、協議会が行う環境保全に
　　　　　　関する取組みなどに参加していただきます　

☆任　　期　委嘱の日から平成24年3月31日まで

☆報償費等　無償

☆応募資格　次のすべてに該当する方とします
　　　　　　（1）環境保全活動を実践し、活動内容を公表（報告）できる方
　　　　　　（2）町内にお住まい又はお勤めで20歳以上（平成22年6月1日現在）の方
　　　　　　（3）協議会の活動に出席可能な方
　　　　　　　　（月に1回程度の会議及び協議会が行う環境保全活動など）
　　　　　　（4）町の将来像や環境施策等についてご意見や興味をお持ちの方

☆応募方法　生活環境課または清水・三保支所にある応募用紙にご記入の上、応募してください

☆募集期間　6月16日（水）～30日（水）

☆結果通知　選考基準により書類審査の上決定し、応募者宛に通知します

☆問 合 せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）　
　応 募 先

広報やまきた縮刷版第4巻を
販売しています

　町では、過去に発行された広報やまきたの電子
データ100号分を、DVD－Rに収録して販売してい
ます。
※縮刷版をご覧になるには、DVDROMが読み取

れるパソコンでアドビリーダーがインストール
されている必要があります。

☆販売場所　企画財政課

☆収録内容　広報やまきた
　　　　　　平成 8 年（1996年）11月号から
　　　　　　平成17年（2005年） 2月号まで
　　　　　　（第501号～第600号）
※広報やまきたおしらせ版は収録されていません。

☆販売価格　1枚2,000円

☆問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

地域ジュニアクラブを体験してみよう！
　剣道、バスケットボール、バレーボール、カ
ローリングを体験してみたい方から、クラブ入会
を検討中の方まで、誰でも気軽に参加できる体験会
です。他種目クラブや見学の方も大歓迎なので、
みなさんで遊びに来てください。

☆日　時　6月27日（日）
　　　　　9：30～11：45（9：15受付開始）
※見学や応援の方も歓迎です。
☆場　所　川村小学校体育館
☆対　象　幼稚園・保育園年長組～小学生
※未就学児は保護者と一緒に参加してください。
☆参加料　小学生300円（保険料等）
　　　　　あすぽ会員100円
☆持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
☆問合せ　あすぽ 飯田　　　　　　
　申込み　（☎090－8013－5541）
　　　　　（メール：asupo2010jr@yahoo.co.jp）
※事前にメールでお申込みください。



町臨時職員台帳への登録者募集
～町の行政に関わる仕事をしてみませんか～

　町では、平成22年度に臨時的業務に従事してい
ただける方を募集しています。これは、町の業務
に対して働く意志のある方を広く募集し、事前に
登録しておくと町が臨時職員を必要としたときに
登録者に連絡するものです。（登録は平成22年度
中に65歳になるまでの方に限ります。）
　なお、仕事の内容が希望に合わない場合は、断
ることも可能です。

☆受付場所　総務防災課

☆提出書類　町指定の履歴書

※履歴書は総務防災課で配布しています。
※氏名や中学卒業からの学歴、職歴などを記載し

ていただきます。認印をお持ちいただければ、
その場で記入して提出することもできます。

☆主な職種と条件
職　種 賃金 その他

一般事務員 790円
（時給）

簡単なパソコン操作ので
きる方。

保育園
保育士

870円
（時給）

早番（7：30～12：30）、
遅番（13：30～18:30）、
普通勤務（8：30～17：15）
ができる方。資格を要し
ます。

幼稚園教諭 870円
（時給） 資格を要します。

給食調理員 830円
（時給）

勤務場所は保育園や学校
です。

施設
管理人A

790円
（時給）

夕方から夜間の勤務とな
ります。鍵管理が主な業
務です。

施設
管理人B

830円
（時給）

受付けや施設の巡回が主
な業務です。夜間の勤務
も含まれます。

施設
管理人C

870円
（時給）

夜間、休日の勤務となり
ます。簡単な機械操作を
していただきます。

ヘルパー 900円
（時給） 資格を要します。

塵芥処理
作業員

1,260円
（時給） ごみ収集が主な業務です。

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

ジュニア初心者＆レディース
テニス教室（硬式）を開催します
☆日　時　7月24日（土）、27日（火）、31日（土）
　　　　　8月 3日（火）、 7日（土）、17日（火）、
　　　　　 21日（土）
※予備日は8月28日（土）です。
　　　　　○ジュニア初心者
　　　　　　9：00 ～ 10：30（ 8：50集合）
　　　　　○レディース
　　　　　　10：45 ～ 12：30（10：35集合）

☆場　所　小田原市営城山庭球場
　　　　　（7月24日、8月21日、予備日）
　　　　　小田原テニスガーデン
　　　　　（7月27日、31日、8月3日、7日、17日）

☆対　象　○ジュニア初心者 
　　　　　　小学校4年生～中学校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人（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（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14日（水）～22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（木）～22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。FAX、は
がき、メールには氏名、住所、電話
番号を記入してください

☆問合せ　○ジュニア初心者
　申込み　　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 
　　　　　　（☎・FAX 35－4186　八田宅）
　　　　　　〒250-0045小田原市城山2－28－11
　　　　　　Eメール：michio-hatta@nifty.com



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）

産業観光課 平成２２年度　中山間地域総合整
備事業　土佐屋敷農道整備工事

金子建設 株式
会社 77,112,000円 76,965,000円

産業観光課 平成２２年度　消費生活パトロー
ル車購入

有限会社 マル
シン自動車 1,197,000円 1,091,873円

学校教育課 平成２２年度　岸幼稚園耐震診断
調査業務委託

有限会社 中津川
建築設計コンサ
ルタント

2,058,000円 2,026,500円

総務防災課 平成２２年度　小型動力ポンプ付
積載車購入（第１５分団）

有限会社 田中
モータース 9,691,500円 9,660,000円

健康づくり課 平成２２年度　自動体外式除細動
器（ＡＥＤ）賃貸借 セコム 株式会社 1,543,500円 1,190,700円

会　計　課 平成２２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 1,554,000円 1,388,165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。
※詳しくは、町ホームページまちづくり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）

健康マイスター講座参加者募集
～これからの健康・生き方を、一緒に考えてみませんか～

　元気でいきいきと生活のできる『健康町民の町“やまきた”』をめざし、健康マイスター講座を開催します。

☆日程・内容
日　　時 内　　　容 講　　　師

1 7月31日（土）
13：30～

開講式、
「健康」とは？、町と健康づくりと福祉の状況

東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学
科　松田正己 教授

２ 8月21日（土）
13：30～ 健康体力チェック、運動実技 健康運動指導士　杉山京子　氏

３ 9月 4日（土）
13：30～

意見交換「私たちの健康マイスター像」、
ヘルスリズムス（音楽療法）

健康マイスター、
ファシリテーター　朱雀はるな　氏

４ 9月25日（土）
9：30～ 栄養バランスガイド・バイキング 町栄養士、在宅栄養士他

５ 10月16日（土）
9：30～ 口腔ケア、口腔体操 歯科衛生士　加藤明美　氏

６ 11月 6日（土）
9：30～

森林セラピー、
セルフコントロール（自立訓練法） 森林インストラクター　佐藤栄児　氏

７ 12月 4日（土）
13：30～ 排泄の仕組みと予防・ケア 皮膚・排泄ケア認定看護師　高崎良子　氏

８ 1月 8日（土）
9：30～

意見交換「今年度健康マイスター講
座を振り返って」 健康マイスター

９ 2月 5日（土）
13：30～

まとめ、発表会、
終了式

健康マイスター、
東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学
科　松田正己 教授

※本講座を6回以上出席された方に、山北町健康マイスター証を授与します。
※1講座は2時間30分～3時間を予定しています。
※日程、内容、講師などは変更になる場合があります。
☆場　　　所　健康福祉センター、町内施設など ☆定　　　員　30人程度
☆対　　　象　町内にお住まいの方 ☆参　加　費　無料※食費などで実費がかかります。
☆申込み期限　7月26日（月） ☆問　合　せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
 　申　込　み　



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
等の相談を保健師がお受けします。
 月　　日　 7月1日（木）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター　相談室1

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6日（火）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター　相談室1

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9日（金）
 受付時間　 9：00～10：30
 場　　所　 健康福祉センター2階多目的室2
 対　　象　 乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

広報やまきた・おしらせ版・町内循環バス車両に
広告を掲載しませんか

　町では、広報やまきた・おしらせ版・町内循環バス車両に、民間企業などによる有料広告を募集して
います。広告を希望される方はお問合せください。今年度中には町ホームページでの広告を募集する
予定です。

障害のある方やそのご家族の相談室
　障害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22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、お気軽にお越しく
ださい。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

○広報やまきた・おしらせ版

種　　類 規　格 掲 載 料

広報やまきた 6㎝×9㎝
裏表紙 30,000円

本　稿 15,000円

おしらせ版 6㎝×9㎝ 5,000円

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

○町内循環バス車両

種　　類 掲 載
期 間 規　格 掲 載 料

車 内 ス テ ッ
カー（2枚） 1か月 Ａ4以内 1,000円

バックステッ
カー（2枚） 1か月 Ｂ4以内 1,500円

車内ポスター
（2枚） 14日間 Ａ1以内 1,000円

車内放送 1年 50,000 円（注）
(注)車内放送の料金には、放送制作代を含みます。
※公序良俗に反するもの、政治的活動や宗教的活
　動に関するもの、その他広告媒体に掲載する内
　容として不適当であると町長が認めるものは
　掲載できないことがあります。

有料広告


