
山北ミニバスケットボールクラブ
入部者募集

　山北ミニバスケットボールクラブでは、入部者
を募集しています。いつでも気軽に練習にご参加
ください。
☆対　　象　町内在住の小学生（男女）
☆練習日時　
　毎週火曜日 17：00〜18：30（男子）
 　　　　　　18：30〜20：00（女子）
　毎週木曜日 17：00〜18：30（男子）
 　　　　　　18：30〜20：00（女子）
　毎週土曜日 9：00〜12：00（男子）
 　　　　　　14：00〜17：00（女子）
☆場　　所　川村小学校体育館
☆問 合 せ　町体育協会バスケットボール部
　　　　　　辻　和雄（☎090−8003−8040）

銃器・ワナによる有害鳥獣の駆除
　銃器・ワナを使用した、農作物に被害をあたえる有害鳥獣の駆除を次のとおり予定していますので、
おしらせします。

※実施の際は、実施区域周辺に周知看板等を設置し安全に配慮します。
☆実施主体　足柄上地区有害鳥獣被害防止対策協議会
☆問 合 せ　産業観光課農業推進班（☎75−3646）

ソーラン山北
よさこいフェスティバル2009

　満開の桜の下、「よさこい」で町内各所を踊り
回ります。「よさこい」の他にも模擬店が出店
され、夜は桜並木のライトアップも行われますの
で、ぜひお越しください。
☆日　時　4月4日（土）
☆場　所 山北鉄道公園、駅前広場、駅前大通り、

桜並木通り
☆問合せ　ソーラン山北実行委員会
　　　　　（☎75−3646）

ゆうちょ銀行の窓口で、税金や料金が
納付できるようになります

　町に納付する税金や料金について、発行日が
平成21年4月1日以降の納付書から、神奈川県・
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京
都・山梨県内のゆうちょ銀行（郵便局）の窓口で
納付できるようになります。
　なお、平成21年4月以前に発行された納付書で
は、ゆうちょ銀行で納付ができませんのでご注意
ください。
　ご不明な点は、納付書裏面の各担当までお問合
せください。
　
☆問合せ　会計課会計班（☎75−3640）

奨学生を募集しています
　町では、平成21年度の奨学生を募集しています。
貸与を希望される方は、学校教育課へお申し出く
ださい。
　月額の貸与額は、大学生：15,000円、高校生：
10,000円です。
☆申込み　4月22日（水）
　締切り　
※申込み用紙は4月1日（水）から学校教育課で配

布しています。

☆問合せ　学校教育課教育班（☎75−3648）

第1回

日　　程
4月11日（土）〜 7月 5日（日）
※4月25日（土）〜 5月 6日（水）
　は銃器による駆除は行わないが、
　ワナは実施します。
5月23日（土）・24日（日）
6月 6日（土）・ 7日（日）
6月27日（土）・28日（日）
7月 4日（土）・ 5日（日）

カラス・ドバト・カモ・　　
ムクドリ・スズメ・ヒヨドリ

駆　除　地　域

  町内全域
  ※ただし、住居地域
  　周辺を除く。

イノシシ・シカ

駆除対象鳥獣
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全国瞬時警報システム（Ｊ‐ＡＬＥＲＴ）によりおしらせする緊急情報
　地震等の緊急情報を瞬時におしらせする全国瞬時警報システムの運用を4月1日から開始しました。町
民のみなさまにおしらせする緊急情報の内容は次のとおりです。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

食品衛生責任者養成講習会
　飲食店などの許可を必要とする営業を行う場合
は、食品衛生法により『食品衛生責任者』の設置
が必要となります。この養成講習会は、『食品衛
生責任者』の資格を取得するための講習会で、受
講希望の方は事前申込みが必要です。

＜受講申込受付＞
☆日　時　4月23日（木） 10：00〜12：00
 13：00〜15：00
☆会　場　足柄上保健福祉事務所2階研修室
☆対　象 満15歳以上（義務教育履修中の方を除

く）の方
☆定　員　100人
☆受講料　10,000円（納入後の返金はできません）
☆持ち物　証明写真2枚（縦3.6cm×横3cm）

＜講習日＞
☆日　時　5月21日（木）10：00〜17：00
☆会　場　足柄上合同庁舎2階大会議室

☆問合せ　足柄食品衛生協会（☎85−3730）
　　　　　（足柄上保健福祉事務所内）

国民健康保険加入者の
人間ドック受検に助成

　町では、生活習慣病予防のための健診・保健指
導を目的に、国民健康保険加入者の人間ドック受
検に助成をします。
　助成を受けた方には、受検結果表により生活習
慣病のリスクに応じて、保健指導を実施します。

☆対　象
国民健康保険に前年度から年間を通じて加入し
ている方で、次の条件を満たす方

　①受検日に満35歳以上の方
　②国民健康保険税を受検日までに完納している方
　③受検結果表の写しの提出及び、必要に応じた

保健指導を受けることができる方

☆助成額　2万円（限度額）

☆受付期間　4月20日（月）〜5月15日（金）
※土、日、祝日は除きます。

☆申込み　印鑑、保険証をお持ちの上、町民課または
　方　法　清水・三保支所でお申込みください

☆問合せ　町民課町民班（☎75−3641）

情報の種類 防災行政無線による伝達内容
緊 急 地 震 速 報

※「震度４」以上の地震の
到達が予想される場合

チャイム音の後、
「大地震（おおじしん）です。大地震です。」

を３回繰り返し、チャイム音

東海地震予知情報
チャイム音の後、

「ただ今、東海地震警戒宣言が発表されました。テレビ、ラジオの情報に
注意しください。」を３回繰り返し、チャイム音

東海地震注意情報
チャイム音の後、

「ただ今、東海地震注意情報が発表されました。テレビ、ラジオの情報に
注意してください。」を３回繰り返し、チャイム音

弾 道 ミ サ イ ル
サイレンの後、

｢ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性があり
ます。屋内に避難し、テレビ、ラジオをつけてください。」

を３回繰り返し、チャイム音

航　空　攻　撃
サイレンの後、

「航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があります。
屋内に避難し、テレビ、ラジオをつけてください。」

を３回繰り返し、チャイム音

ゲリラ・特殊部隊攻撃
サイレンの後、

「ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があり
ます。屋内に避難し、テレビ、ラジオをつけてください。」

を３回繰り返し、チャイム音

大 規 模 テ ロ
サイレンの後、

「大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性
があります。屋内に避難し、テレビ、ラジオをつけてください。」

を３回繰り返し、チャイム音

噴　火　警　報
チャイムの後

「ただ今、噴火警報が発表されました。テレビ、ラジオの情報に注意しく
ださい。」を３回繰り返し、チャイム音



町臨時職員台帳への登録者を募集
〜町の行政に関わる仕事をしてみませんか〜

　町では、一般事務、給食調理員、保育士など町
の仕事に従事していただける方の登録を受け付け
ています。
　この制度は、町の仕事に対して働く意志のある
方を事前に登録し、町で臨時職員を必要とする仕
事があるときに、登録している方に連絡し、雇用
するものです。（登録は今年度65歳になる方まで
に限ります。）
　なお、仕事の内容が希望に合わない場合は断っ
ていただいてもかまいません。

☆受付場所　　総務防災課（役場３階）

☆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
ただくだけですので、認印をご持参いただけれ
ば、その場で記入して提出いただけます。

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）
　申込み

山北町中小企業信用保証料補助制度
が始まります！！

　町では、4月1日から中小企業信用保証料補助金
制度を開始します。これは、信用保証協会が定め
たセーフティネット保証の保証料に対し、町が補
助を行うものです。詳しくは産業観光課までお問
合せください。

☆対象事業所　次のすべての要件を満たす事業所
　・平成20年度以降、経営安定資金の融資を受け

たことがある。
　・町内に1年以上事業所等を有し、現在事業を

営んでいる。
　・町税の納税義務者であり、補助金の申請時に

町税を完納している。
　・平成20年度以降、保証協会に保証料を支払っ

ている。
☆補　助　額 保証協会にお支払いしている保証

料の2分の1に相当する額
※一事業所当たり100,000円を限度額とします。
※中小企業制度融資及びセーフティネット保証に

ついてはお近くの信用保証協会、金融機関でも
ご相談できます。

☆問合せ　産業観光課商工観光班（ ☎ 75−3646）
　申込み　　　　　　　　　（FAX 75−3661)

助産師によるマタニティ＆ママの
ボディケアクラス参加者募集

　助産師を講師に産前産後の骨盤を整え、痛みや
ゆがみを改善します。

☆日　時　4月28日（火）、5月26日（火）、
　　　　　6月23日（火）、7月未定
　　　　　10：00開始

☆場　所　健康福祉センター2階多目的室2

☆参加費　800円（会場費、講師謝礼代等）

☆持ち物　飲み物

☆申込み　名前、連絡先電話番号を明記の上、
　方　法　Eメールにてお申込みください
※動きやすい服装でお越しください。
※お子様連れの方も参加できます。
※同日、シアバター（アフリカの万能クリーム）
　作りから始めるベビーマッサージクラスを開催
　します。参加ご希望の方はお申し込みください。

☆問合せ　マタニティとあかちゃんとママの会
　申込み　Ｅメール：boldred-k@docomo.ne.jp

定額給付金を悪用した詐欺！！
　大阪府において「５万円もらえればすぐに定額
給付金の手続きができます。」と嘘を言って高齢
者から現金をだまし取る事件が発生しました。

●定額給付金の概要
☆給 　 付 　 額　一人につき12,000円
※ただし、今年の2月1日において65歳以上の方、
　18歳以下の方は、一人につき20,000円。
※定額給付金は一人に１回しか給付されません。

●定額給付金のスケジュール
☆申請受付期間　3月31日（火）から9月30日(水)
※4月12日（日）と19日（日）は次のとおり休日
　窓口を開設いたします。
　　　本 庁 舎　  9：00〜16：00
　　　三保支所　  9：00〜12：00
　　　清水支所　13：00〜16：00

●詐欺に注意するポイント
・町民の方に、町が、給付のための手数料を求め
　ることは絶対にありません。
・町職員が個別訪問する場合は、必ず身分証明書
　と名札を携帯しています。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）



1 才児歯科教室
 月　　日　 4月21日（火）
 受付時間　 9：00〜9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年2月〜4月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を行います。
※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）

《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　   ☎７５−３６４３　☎７５−３６４４
【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

　　　4月20日（月） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　　 役場3階301会議室

今月の納税
国民健康保険税（第 1 期分）

※納期限は、4 月 30 日（木）です。

　平成２１年３月１６日号広報やまきたおしらせ
版で掲載した「定額給付金」の記事に誤りがあり
ましたので、お詫びして訂正いたします。
☆訂正内容
　２ 給付対象者及び受給権者 の《受給権者》
　●訂正後

　世帯の世帯主の方（ただし、世帯主本人によ
る申請・受給が困難である場合は、代理の方と
なります。他者によるなりすましなどの不法な
行為を排除するため、詳細はご本人に直接説明
します。）

　●訂正前
　世帯の世帯主の方（ただし、世帯主本人によ
る申請・受給が困難である場合は、代理の方と
なります。他者によるなりすましなどの不法な
行為を廃除するため、詳細はご本人に直接説明
します。）

☆問 合 せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　4月21日（火）　雨天中止
　　　　　8：10に山北駅表口集合
☆行き先　花のお寺　常泉寺（大和市）
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　2,300円（交通費、保険代など）
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　4月17日（金）
　締切り
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

元気な高齢者を目指そう！！
〜　介護予防教室に参加してみませんか　〜

　町では、ボランティアにご協力いただき、ボランティアを主体とした介護予防教室を次の日程で行い
ます。参加をご希望の方はお申し込みください。なお、町が主体となって行う介護予防教室は6月から開
始する予定です。詳しい内容は4月16日発行のおしらせ版をご覧ください。
☆日　程

☆内　容 各ボランティアがアイデアを凝らし、合唱、手工芸、簡単なゲームなど介護予防に関する
様々なグループ活動を行います

☆対　象 おおむね65歳以上で、介護認定を受けていないが心身の衰えが不安な方や閉じこもりがちな
方、物忘れが増えて心配な方

☆定　員　各30人
☆参加費　無料　　※昼食代（500円）、手工芸代（実費）などはご負担願います。
※送迎を希望される方はお申し出ください。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

さくらんぼ
クラブ

4月13日（月）、27日（月）
5月11日（月）、18日（月）

10：00〜12：00

健康福祉
センター

山北・平山・共和
地区

日　　時 場　　所 対象地域

ほほえみ
くらぶ

4月 8日（水）、15日（水）、22日（水）
5月13日（水）、20日（水）、27日（水）

10：00〜15：00

清水ふれあい
センター 清水・三保地区

縁側で
ポカポカタイム

4月10日（金）、17日（金）、24日（金）
5月8日（金）、15日（金）、22日（金）、29日（金）

10：00〜15：00

高齢者いきいき
センター 向原・岸地区


