
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20日（金）～ 7月9日（水）
　　　　　9：00～16：30
               （土曜・日曜日を除く）
☆会　場　足柄上地区教科書センター
　　　　　（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）

長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、9月15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）を贈ります。
　9月15日（月）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18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32年9月16日～昭和33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22年9月16日～昭和23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12年9月16日～昭和13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）

町職員を募集します！！
　町では、平成20年10月1日付け及び平成21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

☆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）
　　　　　　・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16日（月）から総務防災課で配布します。
※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、期末勤勉手当などを支給）
☆受付期間　6月23日（月）～ 7月4日（金）※土曜、日曜日を除く8：30～17：15
☆試験日程　1次：7月24日（木）
　　　　　   2次：１次合格者に直接連絡します
☆試験会場　中央公民館
☆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

採用時期
平成20年10月1日（予定）

平成21年  4月1日（予定）

職　種
事　務

事務、土木、管理栄養士

応募資格
高等学校以上の卒業者
高等学校以上の卒業者
（平成21年3月卒業予定者含む）
※管理栄養士の受験者は、管理栄養士
　資格を持つ方か、取得見込みの方

採用人数
若干名

若干名

 お し ら せ 版

平成２０年６月１６日発行  第４３６号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 財 政 課
〒２５８‐０１９５ 神奈川県足柄上郡山北町山北１３０１-４

☎０４６５—７５—１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp



さくら健康診査（基本健康診査）と肝炎検査のお知らせ
　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）」を実
施します。また、「肝炎ウィルス検査」も同時に実施しますので、受診をご希望の方はお申込みください。
☆受　付　時　間　8月29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18日（金）

＜さくら健康診査＞
　40歳以上の方は特定健康診査を受診いただきますが、次の対象の方にはさくら健康診査を行いますの
で、受診をご希望の方は電話でお申込みください。
☆対　　象　　者　30歳以上39歳以下の方
　　　　　　　　　生活保護を受けている30歳以上の方
☆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、申込み時にお伝えください。
☆検　査　内　容　尿検査、血液検査、血圧測定及び医師による診察などを行います。

＜肝炎ウィルス検査＞
☆対　　象　　者　次の方で、受診をご希望される方は電話でお申込みください
　　                     ①40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の方（平成21年3月31日までにこの年齢
                              になる方）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・出産など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）

☆申込み・問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
※当日、ご都合のつかない方は、予備日がありますので、お問合せください。
※平成19年度に基本健康診査を受診された方には、受診表をお送りします。
※肺がん検診は、今年度より胃がん・大腸がん検診と同時に10月に実施します。

ミャンマー・サイクロン災害及び中国四川大地震被災者に対する救援募金
　町では、ミャンマー・サイクロン災害及び中国四川大地震の被災者救援のために、募金を引続き実施
しています。みなさまのあたたかいご協力をお願いします。
☆募金実施期間　6月30日（月）まで
☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

消防職員の募集案内
　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21年4月1日（予定）
☆募集内容　消防職A       ： 昭和59年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方
　　　　　　消防職B       ： 昭和57年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方
                （救急救命士）   ※救急救命士資格を取得した方又は平成21年3月に同資格を養成する学校
                                           を卒業見込みの方
☆採用人数　若干名
☆受験資格　・身　　長　男子：158cm以上    女子：155cm以上
　　　　　　・体　　重　男子：50kg以上      女子：45kg以上
　　　　　　・視力など　両眼とも裸眼視力0.5以上又は矯正視力1.0以上で、色覚、聴力が正常な方
☆試験日程　第1次試験：9月21日（日） 　　        筆記
　　　　　　第2次試験：（第1次試験合格者のみ）  体力測定・面接
☆提出書類　申込書、卒業（見込み）証明書（成績証明書でも可）
※申込書は7月1日（火）から8月8日（金）に、足柄消防組合ホームページ及び各署で配布します。
※消防職Bを受験される方は、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。
☆申込期間　8月4日（月）～ 8月8日（金）の8：30～17：15まで
☆申込方法　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、下記あて先に配達記録証明にて提出してください。
☆申 込 み　〒250－0106　南足柄市怒田40番地1
　問 合 せ　消防本部総務課（☎74－6662）　　ホームページURL：http://www.ashigara-fd.jp



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29日（火）
　　　　　8月 2 日（土）、 5 日（火）、
                     9 日（土）、20日（水）、
                    23日（土）、26日（火）
               ※予備日8月30日（土）
               ●ジュニア初心者
                    8：30 ～ 10：00（ 8：25集合）
　　　　　●レディース
　　　　　　10：30 ～ 12：30（10：25集合）

☆場　所　小田原市営城山庭球場（4面使用）

☆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　1人3,000円（傷害保険料含む）
　　　　　※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）
　　　　　・硬式ラケットをご用意ください

☆申込み　●ジュニア初心者：
   方　法　   7月15日（火）～7月24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（火）～7月24日（木）
                  までに電話、はがき、メールのいず
                  れかでお申込みください。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　八田 迪男 
                （☎35－4186　八田宅）
　　　　　　〒250-0045 小田原市城山2－28－11
　　　　　　E-mail　michio-hatta@nifty.com

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5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
   ・小山町大富士公時太鼓
   ・スマイリーキッズ「ダンス」

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
                （☎75－3649）

サンライズ東山北の入居者を
募集します

☆募集住宅　下本村中堅所得者住宅
                   （サンライズ東山北）

☆所 在 地　山北町向原2008番地

☆戸　　数　1戸（３階）

☆規　　模　３ＬＤＫ（鉄筋コンクリート造）

☆入居資格　
　　・入居者と同居親族の合計所得が月額20万円
         以上60万1千円以下の方
　　・町内、町外を問わず、住宅を必要としている方
　　・同居親族を有する方
         （単身では入居できません）

☆家　　賃　72,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用でき
   る場合があります。

☆敷　　金　3か月分の家賃に相当する額

☆受付期間　6月16日（月）～
　　　　　　　7月16日（水）

☆応募方法　入居申込書に必要事項を記入して都
                  市整備課に提出してください
※入居申込書は都市整備課で配布します。

☆入 居 者　入居者選考委員会により選定します
   選     定　

☆問 合 せ　都市整備課管理計画班
　　　　　　（☎75－3647）

は っ た  み ち お

き ん と き



県西地域市町合併に関する
住民説明会の開催

　町では、町民のみなさまに県西地域の市町合併
について考えていただく機会として、次のとおり
町内3会場で「県西地域市町合併に関する住民説
明会」を開催します。
　説明内容は３会場とも同じですので、都合のつ
く日に、ご参加いただきますようご案内します。

☆日　時　●6月27日（金）19：00～
　場　所　　　下本村コミュニティセンター
　　　　　●6月28日（土）19：00～
　　　　　　　清水ふれあいセンター
　　　　　●6月29日（日）19：00～
　　　　　　　中央公民館多目的ホール

☆内　容　・県の合併構想について
　　　　　・県西地域市町合併に関する検討報告
　　　　　　について
　　　　　・意見交換

☆問合せ　政策室政策班（☎75－3651）

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をし
ます。戸別受信機とは、町の防災無線放送を屋内
で受信するもので、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、各種のお知らせ放送
など、全ての防災無線放送を家庭で聞くことがで
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（木）

☆問　合　せ　総務防災課防災消防班
　申　込　み　（☎75－3643）

ご存知ですか？
小児医療費助成制度

　町では、0歳から小学校修了までのお子様の医
療費（保険診療内自己負担分）を、助成していま
す。この制度を利用する際は、小児医療証が必要
となりますので、小児医療証をお持ちでない方
は、次により手続きをしてください。また、すで
に医療機関にかかって支払いをした方は、合わせ
て助成の手続きをしてください。
※中学生は入院のみ助成対象で、所得制限があり

ます。小児医療証は発行されませんので、退院
後に領収書を持参の上、申請してください。

☆申請場所　福祉課、清水支所、三保支所

☆必要な物　お子様の保険証、印鑑

※返金申請は、領収書と金融機関の振込み口座も
必要です。

※有効期限の切れた小児医療証については、お手
数ですが、福祉課または支所までお返しくださ
い。

☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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。
　初心者の方の参加も歓迎します。

☆日　時　7月19日（土）10：00～15：00
　　　　　7月20日（日）10：00～15：00
　　　　　7月21日（月・祝）10：00～15：00

☆場　所　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人

☆参加費　3,000円（材料費･焼成料他）

☆申込み　7月15日（火）
　締切り　各日定員になり次第、締切ります

☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅
　　　　　　（☎・FAX  76－4886）



入札結果５月中

担当課
事　　　　業　　　　名
落　札　事　業　所　名

平成２０年度　新規電子計算機システム賃貸借
　ＮＥＣリース 株式会社　神奈川支店
平成２０年度　私有林整備事業径路・丸太柵設置工事　
　株式会社 山崎組
平成２０年度　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借　
　セコム 株式会社
平成２０年度　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
策定業務委託
　アシスト 株式会社

予定価格（消費税込み)

契 約 額（消費税込み)

119,958,300円
119,353,500円

8,473,500円
8,190,000円
1,207,500円

995,400円

2,299,500円

1,900,500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）

産業観光課

企画財政課・
生活環境課

健康づくり課

福祉課

平成19年に所得が
減って所得税が課されなかった方
申告により平成１９年度の
住民税が還付されます

　税源移譲により、所得税率の変更による税負担
の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税
負担の増加の影響のみを受ける方については、平
成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額
となった住民税相当額を減額し、納付済みの場合
は還付します。
　所得変動に伴う住民税の還付を受けるために
は、申告が必要となりますので、対象となる方は
必ず申告してください。
☆対象者(例)・出産や病気のため長期休職されて

いた方
　　　　　　・定年退職された方や依願退職され

た方
　　　　　　・自営業などで業績悪化のため大幅

に所得が減った方
　　　　　　以上のような方で、平成１９年度分

の所得税が課されなかった場合は、
この措置の対象になる可能性があり
ます。

　　　　　　※対象となると考えられる方には、
６月中に通知をします。

☆申告期間　7月1日（火）～7月31日（木）
☆申 告 先　税務課（平成１９年１月１日時点で
　　　　　　他の市区町村に住まれていた方はそ
　　　　　　の市区町村）
☆申告に必　印鑑、税金を還付する口座のわかる物
　要なもの　（通帳など）
※町では申告内容を精査した後、10月ごろ還付を
　予定しています。
☆問 合 せ　税務課税務班（☎75－3642）

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、ご相談を受付けます。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受付けます。

☆日　時　6月24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)

自然教室「地学散歩」
〜My　岩石図鑑を作ろう〜

☆日　時　7月26日（土）9：10～16：00
☆場　所　山北駅前 ～ 丹沢湖周辺
☆対　象　小学4年生以上
※小学生は保護者同伴
☆定　員　30人
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
☆内　容　丹沢の岩石や化石について、野外で観
　　　　　察しながら学びます。
☆費　用　一人300円
※当日、受付にて徴収します。
☆申込み　往復はがきまたはFAX（返信用FAX番
　方　法　号明記）に行事名、参加者全員の名　
　　　　　前、年齢、住所、電話番号を明記し　
　　　　　て、以下のあて先にお送りください。
☆期　限　7月12日（土）必着
☆問合せ　県立丹沢湖ビジターセンター
　申込み　〒258－0202　山北町玄倉515
　　　　　（☎  78－3888　FAX 78－3777）



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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1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、うつなどの
相談を保健師がお受けします。

 月　　日　7月3日（木）
 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11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。

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営む場合
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
講希望の方は事前の申込みが必要です。

＜受講申込受付＞
☆日　時　6月25日（水） 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

☆定　員　100人

☆持ち物　証明写真2枚（縦3.6cm×横3cm）

☆受講料　10，000円
　　　　　（納入後の返金はできません）

＜講習日＞
☆日　時　7月16日（水）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）

省エネ対策として
ご理解、ご協力をお願いします!!
　現在、冷房電力などの省エネ対策として、庁舎
室内温度を28℃に設定しています。
　このことに伴い、町職員の服装を事務能率の向
上を図るために、6月2日からノーネクタイ及び白
ポロシャツなど軽装対応を実施しています。さわや
かで開かれた職場体制づくりに心がけてまいりま
すので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

☆実施期間　9月30日（火）まで

☆問 合 せ　総務防災課庶務班
　　　　　　（☎75－3643　内線333）

あなたの身近な税金説明会の開催
☆日　時　6月24日（火）14：00～15：30

☆場　所　町商工会館

☆内　容　（講師：小田原税務署職員）
　①所得税の主な改正点について
　　・減価償却に関する事項など
　②新規年金受給者のための申告について
　　・本年度はじめて年金申告される方の留意事

項ほか
　③国税電子申告納税システムについて
　　・本年最終となる5,000円の税金控訴を受け

るためには

☆参加費　無料
※資料など準備がありますので、できる限り事前   

に電話でお申込みください。

☆問合せ　社団法人小田原青色申告会
　申込み　業務課　畠山（  ☎  24－2613）
　　　　　　　　　　　（FAX 24－3950）

振り込め詐欺の被害に
あわないために！

　息子や娘、孫などを装って、親族を心配する気
持ちに付け入り、現金をだまし取るオレオレ詐欺
をはじめとした、架空請求詐欺、融資保証金詐
欺、還付金等詐欺の被害が後を絶ちません。
　身に覚えのない請求などがありましたら、振り
込む前に松田警察署かお近くの交番などにご相談
ください。
※架空請求詐欺とは、郵便、インターネットな

どを利用して不特定多数の方に対し、架空の事
実を口実として料金を請求する文書などを送付
し、現金を預金口座などに振り込ませ、だまし
取る詐欺のことをいいます。

☆問合せ　松田警察署（☎82－0110）


