
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　5月26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

職員が受けます。
※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）

特設人権相談所を開設します
　町では、6月1日（月）の｢人権擁護委員の日｣に
人権擁護委員がさまざまな人権相談をお受けしま
す。相談の内容は固くお守りしますので、お気軽
にご相談ください。なお、相談は無料です。

☆日　時　6月1日（月）13：00〜15：00

☆場　所　役場301会議室

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

山北町立山北診療所からのおしらせ
【在宅訪問診療のご案内】
　山北診療所（ＪＲ谷峨駅徒歩2分）では地域の皆様からご要望いただいていた「在宅訪問診療」を５月
から始めました。

「在宅訪問診療」とは？
　「在宅訪問診療」とは、通院が困難で、自宅、社会福祉施設等での療養をお考えの方を対象に、医師
が定期的にご自宅を訪問し、診療することです。

　　　　　　　　　　　　　　たとえばこんな方・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　 ● ご家族の介護を受けているお年寄りの方

　　　　　　　　　　　　　　 ● 医師の処方せんによる薬の宅配が必要な方

在宅での診療をお考えの方は山北診療所にお気軽にご相談ください

【山北診療所の診療について】

☆外来受付　 8：45〜11：00
　　　　　　14：45〜16：00
※日曜日、祝日、木曜・土曜日午後は休診です。
※毎週水曜日は代診医の診察となります。

☆問 合 せ　山北診療所（☎77−2281）
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資源回収団体に奨励金を交付
　町では、資源ごみ回収を実施している町内の団
体に、奨励金を交付します。該当する団体は、お
申込みください。
　なお、対象となる品目は次のとおりです。

☆対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、
　　　　　　古着、アルミ、ビール瓶など

※申請には、受入れ業者等の証明が必要となります。

☆問 合 せ　生活環境課生活環境班
　申 込 み　（☎75−3645）

身体障害者等の軽自動車税
減免手続きについて

　軽自動車を保有している方で、ご本人またはご
家族で精神や身体に障害がある方、もしくは歩行
が困難な方がいられる場合は、軽自動車税の減免
を受けることができます。
　軽自動車税の平成21年度課税納付書が届いた
後に、申請手続きをお願いします。

☆申請期限　5月25日（月）まで

☆申請場所　税務課

☆必要書類　・課税納付書
　　　　　　・減免申請書
　　　　　　・車検証
　　　　　　・免許証
　　　　　　・印鑑
　　　　　　・身体障害者手帳、療養手帳、
　　　　　　　精神障害者保健福祉手帳の
　　　　　　　いずれか
※減免申請書は、税務課窓口で配布しています。
※昨年度の減免対象者には、「減免申請書」と

「減免申請の案内」を課税納付書に同封します
ので、軽自動車税を支払う前に手続きをお願い
します。

☆問 合 せ　税務課税務班（☎75−3642）

生ごみ処理機購入費の助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、家
庭用電動式生ごみ処理機を購入される方に助成を
実施します。
　希望される方は、印鑑と必要書類（見積書等）
を持参し、お申込ください。

☆助成額　購入価格の1/2（購入価格が6万円以上
　　　　　の場合は一律3万円）
※100円未満切り捨てとなります。
※助成できる人数に限りがありますので、事前に

お問合せください。
※助成額は購入設置を確認後、指定の口座に振り

込みます。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75−3645）

コンポストのあっ旋・助成
　町では、ごみ減量再資源化を推進するため、コン
ポストのあっ旋・助成を実施します。
　希望される方は、印鑑と振込口座情報を持参し、
お申込みください。ただし、あっ旋・助成は１世帯
１基とします。

☆助成額　190㍑：購入価格5,600円の1/2
　　　　　 70㍑：購入価格5,100円の1/2
※助成できる人数に限りがありますので、事前に

お問合せください。
※品物は、現金と引き換えに直接お届けします。
　助成額は受け取り確認後、指定の口座に振り込

みます。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75−3645）

平成22年山北町成人式のご案内
　平成22年の成人式の日程が決まりましたので、
おしらせします。成人の日の前日となっています
ので、ご注意ください。

☆日　時　1月10日（日）※成人の日の前日
　　　　　10：30〜12：30（10：00受付開始）

☆会　場　中央公民館多目的ホール

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

花いっぱい運動に助成
　町では、花と緑に包まれた憩いの空間をつくる
ため、「花と緑のネットワーク化推進事業」を実
施します。
　参加を希望される団体等には、種子や苗代など
を助成しますのでお申込みください。
※助成額や件数に限りがありますので、事前にお

問合せください。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75−3645）



ニホンジカ管理捕獲の実施について 
　神奈川県自然環境保全センターでは、「神奈川
県ニホンジカ保護管理計画」に基づき、鳥獣保護
区内において、銃器を使用したニホンジカの管理
捕獲を実施しています。
　登山道からの発砲や登山道に向けての発砲はあ
りませんが、安全確保のため、捕獲従事者による
誘導をさせていただく場合もありますので、その
際にはご協力をお願いします。

☆実施期間 6月3日（水）〜平成22年3月31日
（水）までの主に水曜・土曜・日曜日

※ただし、学校の夏季休業期間（7月18日（土）〜
8月31日（月））と年末年始（12月23日（水）〜
1月5日（火））は実施しません。

☆実施場所　丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
　　　　　　（猟区を除く）
　　　　　　※世附、中川、玄倉地内。
　　　　　　※実施中は、実施地周辺に赤いのぼ

り旗と横断幕が掲示されます。

☆実施主体　神奈川県自然環境保全センター

☆問 合 せ　神奈川県自然環境保全センター
　　　　　　野生生物課（☎046−248−6682）

『山北町商品券』にお楽しみ券がつきます！
どうぞご利用ください！！

　『山北町商品券』をお買い求めになると、購入金
額の10％をお楽しみ券としてプレゼントします。
　『山北町商品券』は次のステッカーがあるお店
で使えます。お楽しみ券が使える期間は、平成22
年3月31日までです。

　『山北町商品券』は、役場会計
課または清水・三保支所でお買い
求めください。
　
※お一人様100,000円まで購入できます。

☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

山北町中小企業信用保証料
補助制度が始まりました！！

　町では、4月1日から中小企業信用保証料補助制
度を開始しました。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。
　　（平成20年度に融資を受けた事業所は、9月

　30日（水）で申請の締め切りとなります。）

☆補　助　額 保証協会に支払った保証料の2分
の1に相当する額で1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
　申　込　み  （ ☎  75−3646）
　　　　　　  （FAX75−3661)

標準小作料が設定されました
　農地の賃貸借の目安となる標準小作料が、平成
21年3月25日（水）の町農業委員会の会議で、次
のとおり設定されましたので、おしらせします。
当事者間で決める小作料の目安としてください。
　なお、標準小作料は3年を経過、もしくは物価
の変動等、必要に応じて改訂されます。
　
平成20年度　改訂標準小作料　　　10a当り

☆問合せ　町農業委員会事務局（☎75−3646）

農地の区分
田
畑

樹園地 みかん畑
茶　畑

標準小作料（円）
16,000
8,000
7,000

15,000

備考
据え置き
据え置き
据え置き
据え置き



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雇用
を断っていただいてもかまいません。

☆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。

☆主な職種と条件

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）
　申込み

職種

一般事務

保育園
保育士

幼稚園
教諭
給食

調理員

施設
管理人Ａ

施設
管理人Ｂ

施設
管理人Ｃ

ヘルパー
塵芥処理
作業員

賃金（時給）

770円

870円

870円

830円

770円

830円

870円

900円

1,260円

その他
簡単なパソコン操作の
できる方。
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。

資格を要します。

勤務場所は保育園や
学校です。
夕方から夜間の勤務
となります。鍵管理
が主な業務です。
受付や施設の巡回が主
な業務です。夜間の勤
務も含まれます。
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。
資格を要します。
ごみ収集が主な業務
です。

町営住宅の入居者を募集します
☆募集住宅　怒杭住宅2戸

☆受付期間　5月15日（金）〜5月29日（金）

☆入居資格　・町内在住または在勤の方
　　　　　　・町税及び公共料金に滞納がない方
　　　　　　・現在、住宅に困窮している方
これらの条件をすべて備え、次の①または②を満たす方
　　　　　①一般世帯の場合
　　　　　　夫婦（婚約中等を含む）または親子

を主体とした家庭で平成19年の月あ
たりの所得が158,000円以下である
こと

　　　　　②高齢者世帯や障害がある方の世帯の場合
　　　　　　入居時の年齢が６０歳以上の方ま

たは身体・精神・知的障害のある
方で、平成１9年の月あたりの所得
が214,000円以下であること (ただ
し、昭和31年4月1日以前に生まれ
た方も緩和措置により入居資格があ
ります)

※犬、猫その他の動物は飼えません。

☆応募方法　入居申込書に必要事項を記入して
　　　　　　定住対策室に提出してください。
            
※入居申込書は5月15日（金）から定住対策室で

配布します。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定

します。
※詳細についてはお問合せください。

☆問 合 せ　定住対策室定住対策班
　　　　　　（☎75−3650）

使わなくなった空き家は
ありませんか？

　町では、山北町に住まいを探している方に住居
を提供するため、空き家（貸家）と売り地の情報
を町のホームページで募集しています。使われな
くなった家などがありましたら、情報の提供をお
願いします。

☆問合せ　定住対策室定住対策班
　　　　　（☎75−3650）



入札結果　４月中

担当課

会 計 課

税 務 課

生活環境課

総務防災課

総務防災課

事　業　名

平成21年度　用紙（再生紙）一括購入

落札事業所名

株式会社 スワベ
商会 小田原支店

予定価格
（消費税込み）

2,142,000円

6,615,000円

3,811,500円

1,858,500円

2,383,500円

※工事は130万円以上、委託は50万円以上、物品は80万円以上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）

契 約 額
（消費税込み）

1,866,186円

6,405,000円

3,635,100円

1,522,500円

2,205,000円

平成21年度　土地評価業務委託

平成21年度　土木積算システム賃
貸借契約
平成21年度　第11分団詰所新築工
事設計監理業務委託
平成20年度　第8分団詰所改修工
事（繰越明許）

朝日航洋 株式
会社 横浜支店
日本電子計算機 株
式会社 営業本部
有限会社 秀設
計プランニング
有限会社 山崎
建設

「丹沢讃歌を歌おう」
　西丹沢の山開きで「丹沢讃歌」「大地讃

さんしょう

頌」を合唱します。ソプラノ、アルト、男声の各パートを募
集します。
☆日　　時　5月31日（日）8：00から           　☆場　　所　西丹沢自然教室

☆費　　用　500円                               　　　☆練習日時　5月17日（日）、5月24日（日）
　　　　　　                                              　　　　　　　18：00〜20：00

☆練習場所　中央公民館視聴覚室                   　☆問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
　　　　　　                                                 　　　　　　　 山崎（☎75−0783）

甲種防火管理講習会
☆日　時　6月29日（月）、6月30日（火）
　　　　　9：00〜16：50（受付8：40〜）
☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室
　　　　　（足柄上地域県政総合センター）
☆定　員　80人（先着順）
☆申込み　5月18日（月）〜6月12日（金）
　期　間　9：00〜16：50

※テキスト代及び修了証カード代として4,000円
と写真2枚（縦3㎝×横2.5㎝）を持参し、お申
込みください。

※郵送、電話、FAXによる申込みは受けられません。
※受講会場までは、できるだけ電車やバスなどを

ご利用ください。

☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74−6663）
　申込み　南足柄市怒田40-1 

トータルコンビネーション
エクササイズ参加者募集

　トータルコンビネーションエクササイズとは、
ジャズダンスの要素を取り入れたエアロビクス運
動です。月に2回、いい汗を一緒に流して楽しめ
る仲間を募集しています。

☆日　時　毎月第1・第3金曜日　
　　　　　19：15〜20：15（有酸素運動）
　　　　　20：30〜21：30（エアロビクス）

☆場　所　高齢者いきいきセンター（岸四つ角近く）

☆講　師　府川　聖子　氏

☆会　費　各1回500円（講師代）
　　　　　年会費500円（会場費、その他）

☆持ち物　シューズ、飲み物、バスタオル

☆問合せ　川口　勢津子（☎090−8300−6489）



虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力等の
相談を保健師がお受けします。
 月　　日　 6 月 2 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、ひきこもり、うつ等の相
談を保健師がお受けします。
 月　　日　 6 月 4 日（木）
 受付時間　 9：30 〜 10：30
 場　　所　 健康福祉センター

3 歳児健康診査
 月　　日　 6 月 9 日（火）
 受付時間　 13：00 〜 13:15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成 18 年 3 月〜 5 月生まれの幼児
※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）

みんなで愛の献血を
☆日　時　6月6日（土）
　　　　　10：00〜12：00
　　　　　13：00〜15：30

☆場　所　健康福祉センター

※献血ができるのは、年齢が18歳以上から69歳
までの、体重が50kgを超える方です。（ただ
し、65〜69歳の方は、60〜64歳の時に、献血
をしたことのある方に限ります。）
また、初めて献血される方は、免許書等の身分
証明書をご持参ください。

※献血手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
※献血をする場合は前回の献血より200ml献血で

4週間、400mlで男性12週間、女性16週間の間
隔が必要です。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

歯の衛生週間（フッ化物洗口普及事業）
「健康づくりは　お口のケアから」
〜6月4日から10日は歯の衛生週間です〜

☆日　時　6月4日（木）
　　　　　13：30〜16：00（受付）
　　　　
☆場　所　足柄上合同庁舎2階
　　　　　大会議室

☆対　象　幼児〜高齢者

☆内　容　歯科検診、歯科相談、歯みがき指導、
フッ化物洗口体験、カリエスリスク検
査、フッソ塗布、その他

☆費　用　無料

※申込みの必要はありませんので、当日会場にお
　越しください。

☆問合せ　足柄歯科医師会事務所
　　　　　（☎74−1180）
　　　　　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

女性の健康相談
　足柄上郡在住の女性を対象に、女性医師が健康
に関する相談をお受けします。

☆日　時　6月11日（木）9：30〜11：30

☆会　場　足柄上保健福祉事務所2階診察室

☆相談医　女性医師

☆定　員　4〜5人（先着順）

☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
　申込み　（☎83−5111　内線465）
※予約制です。

山北町写真同好会会員募集
　山北町写真同好会では、一緒に写真を撮る仲間
を募集しています。写真に興味のある方は電話で
お申込みください。
　
☆問合せ　山北町写真同好会長　関　貢
　申込み （☎76−3893）


