
住民税の公的年金からの特別徴収が始まります
　平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等から、住民税の特別徴収（天引き）が始まります。
これは住民税の納付方法が変更になるもので、新たな税負担が生じるものではありません。
　なお所得の種類ごとの徴収方法については、次のとおりとなります。
　
【給与所得に対する住民税額】　　　　　　【年金所得に対する住民税額】
　これまでどおり給与からの特別徴収　　　　65歳未満の方・・・普通徴収
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65歳以上の方・・・公的年金からの特別徴収
【その他の所得に対する住民税額】　　　　※年金所得に対する住民税額は、給与から特別徴収
　給与からの特別徴収または普通徴収　　　　することができなくなりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
☆問合せ　税務課税務班（☎75−3642）

町職員を募集します！！
　町では、平成21年10月1日付け及び平成22年4月1日付け新採用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21年10月1日（予定） 事務職、土木職、保健師 若干名

昭和53年4月2日以降出生で高等
学校卒業以上の方
※保健師の受験者は、保健師の

資格を持つ方。

平成22年 4 月1日（予定） 事務職、土木職、保健師 若干名

昭和54年4月2日以降出生で高等
学校卒業以上の方（平成22年3
月卒業予定者含む）
※保健師の受験者は、保健師の資

格を持つ方か、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を1通）
　　　　　　・エントリーシート・成績証明書・卒業証明書または卒業見込み証明書
　　　　　　・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）
※申込書は、6月15日（月）から総務防災課で配布します。（町ホームページでもダウンロードできます）
※郵便による申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
☆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　6月22日（月）〜7月3日（金）　土曜、日曜日を除く8：30〜17：15
☆試験日程　1次：7月23日（木）
　　　　　　2次：1次試験合格者に直接連絡します
☆試験会場　山北町立中央公民館（1次試験）
☆試験内容　1次：一般的な知識についての筆記試験、作文、性格検査
　　　　　　2次：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
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長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、9月21日（月）の「敬老の日」に長寿を
お祝いして、結婚50年・60年・70年を迎えるご夫妻
に記念品（金盃と記念写真）をお贈りします。
　9月15日現在で1年以上町内にお住まいのご夫妻
で該当される方は、7月17日（金）までに福祉課また
は、役場清水・三保支所までご連絡ください。

【結婚50年】
昭和33年9月16日〜昭和34年9月15日に結
婚し、結婚後50年に達する夫妻

【結婚60年】
昭和23年9月16日〜昭和24年9月15日に結
婚し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
昭和13年9月16日〜昭和14年9月15日に結
婚し、結婚後70年に達する夫妻

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75-3644）

地上デジタル放送
地域説明会を開催します

　町では、2011年7月24日に地上アナログ放送が
終了することに伴い、地上デジタル放送の視聴を
推進するため、次の日程で説明会を開催します。
　「なぜ地上デジタル放送に移行するのか？」な
どといった内容について、神奈川県テレビ受信者
支援センターの職員が説明します。地上デジタル
放送に関しての質問も受け付けますので、お気軽
にご参加ください。

開催日 時　間 会　場

7月7日（火）
10：00〜 三保公民館

2階会議室

14：00〜 清水ふれあいセンター
2階大会議室

7月9日（木） 10：00〜 中央公民館
3階視聴覚室

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

山北町中小企業信用保証料
    補助制度受付中！！

　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。この制度は、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
が補助を行う制度です。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）

定額給付金の申請を受付中
　町では、定額給付金の申請を受け付けていますの
で、手続きをされていない方はお早めに申請をお願
いします。申請書は3月末に各家庭に郵送していま
す。

 定額給付金を装った詐欺に注意！
　定額給付金は、一度しか給付されません。既に
申請済みの方には役場から連絡することはありま
せんのでご注意ください。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

山北町環境フェスティバル
「ecoフェスタやまきた」開催決定
　今年4月、町民・事業者・学校・行政の協働に
よる山北町環境推進協議会において、山北町地球
温暖化対策地域推進計画「ecoアクションinやま
きた」が策定されました。
　この計画を町民の皆様に周知し、より多くの
方々に地球温暖化防止活動に参加・実践していた
だくため、山北町環境フェスティバル「ecoフェ
スタやまきた」を同協議会により開催されます。
詳しくは7月1日号のおしらせ版に掲載します。

☆日　時　7月11日（土）13：00〜16：00
　　　　　7月12日（日）10：00〜15：00

☆場　所　中央公民館多目的ホール、役場駐車場

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）



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、お
断り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。履歴書

には、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。認印をご持参いただけ
れば、その場で記入して提出いただくことも可
能です。

☆主な職種と条件

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）
　申込み

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23日（火）14：00〜16：00

☆場　所　役場402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）

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

介助員

賃金（時給）

770円

870円

870円

830円

770円

830円

870円

900円

870円

条件・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。
町内小中学校の特別支
援学級の児童・生徒の
介助が主な業務です。

切土・盛土に伴う届出について
　町では、町民の方の安全・安心を確保するため
に、条例で土砂等による土地の埋立てや盛土また
は切土を行う場合は、原則申請が必要であると定
めています。詳細についてはお問合せください。

【例外：他法に定めのあるものを除く】
・切土、盛土が１メートル以下で事業地全体が

500平方メートル以下の事業
・農業で通常行う作業

☆問合せ　都市整備課管理計画班（☎75-3647）

防災無線戸別受信機設置に
助成します

　町では、防災無線戸別受信機の設置に助成します。
　戸別受信機とは、町の防災無線放送を屋内で受
信するための機器で、定時に放送する時報や火災
などの緊急一斉放送、各種のおしらせ放送など、
すべての防災無線放送を家庭で聞くことができま
す。

☆対　　　象　町内在住の方

☆本人負担額　
　①戸別受信機のみの設置　
　　16,000円
　②戸別受信機およ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31日（金）

☆問　合　せ　総務防災課防災消防班
　申　込　み　（☎75−3643）



小・中学校の教科書を展示します
　小・中学校の教科書の展示会は、教科書の適正
な採択に役立たせ、教育関係者の教科書研究のた
め、また、教科書見本の効率的運用を図ることを
目的として設けられました。
　神奈川県教育委員会では、小・中学校の教科書
を展示し、一般の方々にも公開します。

☆日　時　6月19日（金）〜7月8日（水）
　　　　　9：00〜16：30（土曜・日曜日を除く）
☆会　場　足柄上合同庁舎別館2階2A会議室
☆展示物　・小学校用教科書
　　　　　・中学校用教科書
　　　　　・特別支援学校用教科書
　　　　　・小・中学校特別支援学級用教科書
☆問合せ　足柄上教育事務所指導課
　　　　　（☎83−5111　内線522）

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4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　「非行少年」のレッテルの向こうに
　　　　　　見えるもの
　　　講師　元児童自立支援施設長　
　　　　　　西山　健一　氏
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

さくら健康診査
（基本健康診査）のおしらせ

　町では、健康増進法に基づき、町民の健康維持
増進を図るために「さくら健康診査（基本健康診
査）」を行います。受診をご希望される方は電話
または直接健康づくり課にお申込みください。

☆日　　時　8月28日（金）
　　　　　　9：00及び10：00
☆場　　所　健康福祉センター
☆申込み期限　7月13日（月）
☆対　　象　30歳以上39歳以下の方(基準日平成
　　　　　　22年3月31日)、生活保護を受けて
　　　　　　いる方
☆料　　金　700円（当日会場でお支払いください）
※生活保護を受けている方は、減免がありますの

でお申込み時にお伝えください。
☆診査内容 身長、体重、腹囲、尿検査、血液検

査、肝機能検査、貧血検査、糖尿
病検査、血圧測定及び医師による診
察、保健師・栄養士による相談など
を行います

※当日、ご都合の悪い方は、8月26日（水）、27
日（木）に予備日がありますので健康づくり課
までお問合せください。

※平成20年度にさくら健康診査を受診された方に
は、受診票を送ります。（申込みの必要はあり
ません）

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75−0822）

B型・C型肝炎検査のおしらせ
　町では、B型・C型肝炎ウイルス検査を実施し
ます。受検をご希望される方は電話または直接健
康づくり課にお申込みください。

☆日　時・場　所
日　程 時　間 会　場

7月24日（金）

9：00
及び

10：00

清水ふれあい
センター　　

7月28日（火）

健康福祉
センター

7月29日（水）
7月30日（木）
7月31日（金）
8月26日（水）
8月27日（木）
8月28日（金）

☆申込み期限　7月13日（月）
☆対　　象　次のいずれかに該当する方
　　　　　　①40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、

65歳の方（基準日平成22年3月31
日）で過去に肝炎検査を受けたこ
とのない方

　　　　　　②過去に肝機能異常を指摘されたこ
とのある方

　　　　　　③過去に手術・出産等で多量に出血
したことのある方で、定期的に肝
機能検査を受けていない方

☆料　　金　700円（当日会場でお支払いください）
☆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

福 祉 課

生活環境課

産業観光課

産業観光課

生涯学習課

健康づくり課

学校教育課

事　業　名

平成21年度　山北町次世代育成支
援行動計画策定業務委託

落札事業所名

株式会社 サーベイリ
サーチセンター営業部

予定価格
（消費税込み）

1,932,000円

3,402,000円

7,056,000円

3,780,000円

4,116,000円

1,354,500円

45,948,000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）

1,554,000円

3,307,500円

6,814,500円

3,360,000円

3,990,000円

1,121,400円

45,150,000円

平成21年度　水上橋水道管添架実
施設計業務委託
平成21年度　私有林整備工事（浅
間山地区）
平成20年度　地域活性化・生活対
策臨時交付金事業　向河原橋補修
調査設計業務委託（繰越明許）

株式会社 東洋設計
事務所　横浜出張所

山北町森林組合

株式会社 相信設計

平成21年度　河村城址史跡整備基
本計画策定委託業務

株式会社 オオバ
横浜支店

平成21年度　自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）賃貸借

株 式 会 社  テ プ
コーユ　沼津支社

平成20年度　山北幼稚園耐震補強
工事（繰越明許） 今泉建設 株式会社

あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」体験受付中！
　あしがら総合型スポーツクラブ「あすぽ」では、様々なスポーツを子どもから高齢者の方まで参加い
ただけるよう各種事業を開催しています。見学は自由ですのでお気軽にお越しください。また、スポー
ツインストラクターも募集しています。

☆日　程

開催日 事業名 内　容 場　所 時　間

月〜金 朝のエクササイズ「チャージ」
エアロビクス、
ピラティス、ベビー
マッサージなど

健康福祉センター 9：00〜10：30
10：45〜11：45

日 みんなで遊ぼうファミリークラス
「ホリデージム」

ドッジボール、マッ
ト運動、空き地遊
びなど

川 村 小 学 校
体育館　　　　 9：30〜11：30

※詳しい内容についてはお問合せください。

☆体験費　・朝のエクササイズ「チャージ」　300円
　　　　　・みんなで遊ぼうファミリークラス「ホリデージム」親子なら無料、子供のみ100円

☆申込み　電話またはEメールで申込みしてください
　方　法　できるだけEメールで申込みください

☆問合せ　あしがら総合型スポーツクラブ『あすぽ』事務局
　申込み　瀬戸（☎090−8013−5541）（Eメール：asupo2009@yahoo.co.jp）



精神保健福祉相談
　認知症、アルコール、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 2 日（木）
 受付時間　 9：30 〜 10:30
 場　　所　 健康福祉センター

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力などの
相談を保健師がお受けします。
 月　　日　 7 月 7 日（火）
 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 10 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。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

「こどもコンサート２００９」
出演団体を募集します

☆開催日時　8月22日（土）13：00〜

☆開催場所　中央公民館多目的ホール

☆参加団体　町内で、こどもが音楽関係の活動を
している団体

☆開催種目 太鼓・和洋楽器演奏・コーラス・ダン
ス・その他音楽関係

☆申込み期限　6月30日（火）

☆問 合 せ　こどもコンサート2009実行委員会
　申 込 み　田代一男　昼間（☎76−3111）
　　　　　　　　　　　夜間（☎75−0003）

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〜

　元気に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
第1回 8月 1日（土）午後 開講式、「健康」とは？ 静岡県立大学 松田正己 教授
第2回 8月22日（土）午後 意見交換「私たちの健康マイスター像」 町保健師、健康マイスター
第3回 9月19日（土）午後 健康体力チェック 健康運動指導士

第4回 10月17日（土）未定 自分の心の健康に気づきましょう
〜セルフカウンセリング〜 未定

第5回 11月 7日（土）午前 栄養バランスガイド、バイキング 栄養士

第6回 11月21日（土）午前 介護保険サービス、医療費の傾向
〜山北町国民健康保険から〜 町職員

第7回 12月19日（土）午前 口腔ケア、口腔体操 歯科衛生士
第8回 1月 9日（土）午前 意見交換「私たちのこれから」 町保健師、健康マイスター
第9回 1月30日（土）午後 まとめ、修了式 静岡県立大学 松田正己 教授

☆場　　所　健康福祉センター、町内施設など ☆定　　員　30人程度

☆対　　象　町在住の方 ☆参 加 費　無料
 　※第5回については、食事代などで実費がかかります。

☆申込み期限　7月31日（金） ☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
 　申 込 み  （☎75−0822）
※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。
※日程、内容、講師などは変更になる場合があります。

 
 

 


