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町営プールを団体に開放します
期　　間　７月25日（木）～８月23日（金）
※水・土・日曜日は除きます。
時　　間　10：00～11：30
申込み開始　７月１日（月）から
※使用料は無料です。なお、事故防止のため責任
　者が必ず付き添ってください。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

プールの一般開放について
開放施設　町営プール、学校プール（川村小、清
　　　　　水中、三保中）
※三保中には競泳コースを１レーン設けてありま
　すのでご利用ください。
期　　間　７月24日（水）～８月25日（日）
※町営プールについては、７月24日（水）は休み
　となります。
開放時間

使 用 料　無料
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649） 

お　し　ら　せ　版

広場のデザインを募集します
　町では、「町民などがふれあえる憩いの場」を
テーマとした役場庁舎前の広場のデザインを募集
します。
応募締切　８月30日（金）17：00まで
※郵送及びメール必着。
デザイン条件　現存するクスノキを１本残すこと
※移植は可能です。
応募方法　応募用紙（A4）に住所、氏名、年齢、性

別、電話番号を記入の上、総務防災課へ
郵送、メール又は持参してください。

※応募用紙は、役場３階総務防災課窓口で配付及
　び町ホームページからダウンロードできます。
　（URL  http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
応募結果　12月上旬に公表予定
問 合 せ　〒258－0195　山北町山北1301－4
応 募 先　総務防災課財産管理班（☎75－3643）
　　　　　（メール soumu-bousai@town.yamakita.kanagawa.jp）

山北町カヌー体験教室
Ｂ＆ＧクリーンフェスティバルＩＮ丹沢湖
日　　時　８月４日（日）
　　　　　９：30～12：00（集合９：15）
開催場所　丹沢湖（玄倉付近）
集合場所　玄倉ふれあいランド
対　　象　小学校３年生以上
内　　容　カヌー教室、湖畔のクリーン活動
定　　員　30名（先着順）
費　　用　無料
持 ち 物　運動のできる服装、水着、タオル、濡れ
　　　　　てもよい靴（ゴム底）、着替えなど
申込み期限　７月26日（金）まで
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

休み

水曜日

火曜日

平日・土曜日
13：00　　　
　　～16：00

施設

町営プール

学校プール

日曜日
10：00～12：00
13：00～16：00

13：00～16：00

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　７月７日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　７：00～８：30
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場
　　　　　（山北駅前）
内　　容　野菜類、肉類、魚類、惣菜、花、食料
　　　　　品などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、お米のすくい取り
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

せ　と よしのぶ



受付期間　７月22日（月）～26日（金）
　　　　　８：30～17：15
※郵便などによる申込書などの送付及び受付は行
　いません。
試験日程 ：８月９日（金）
　　　　　　　　　　　９：00～13：00（予定）
 ：各試験の合格者に直接連
　　　　　　　　　　　絡します
試験会場　中央公民館（１次試験）
試験内容 ：一般的な知識についての
 　筆記試験、作文、適性検査
 ：各試験の合格者について、 
 　面接試験など

提出書類 ・申込書（町指定の用紙に写真を貼り付 
 　けたもの）
 ・エントリーシート（町指定のもの）
 ・成績証明書
 ・卒業証明書または卒業見込証明書
 ・健康診断書（２次試験合格者のみ）
※申込書・エントリーシートは、７月１日（月）
　から役場３階総務防災課窓口で配付及び町ホー
　ムページからもダウンロードできます。
　（URL  http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
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）
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

 

 

平成25年度の保険税（料）の
本算定決定通知書を郵送します
　本年度の国民健康保険税、介護保険料および後
期高齢者医療制度保険料の決定通知書を７月上旬に
郵送します。

○国民健康保険税
　平成24年中の所得や平成25年度の固定資産税な
どによって計算されます。

○介護保険料
　平成24年中の所得や平成25年度の住民税の課税
状況により１段階から10段階で計算されます。

○後期高齢者医療制度保険料
　平成24年中の所得により計算されます。

※詳しくは、決定通知書でご確認ください。

問合せ　保険健康課保険年金班
　　　　（☎75－3642）

まきば館  一日陶芸教室を開催します
日　　時　①７月20日（土）10：00～15：00
　　　　　②７月21日（日）10：00～15：00
場　　所　大野山乳牛育成牧場 まきば館
内　　容　作陶（器の成形、化粧土による文様付け）
講　　師　つぶらの窯　山本 わたる　氏
持 ち 物　弁当、飲み物、汚れてもよい服装（エ
　　　　　プロンなど）
定　　員　各日15名（定員になり次第締切り）
費　　用　１人3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　７月17日（水）まで
申込み方法　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電話
　　　　　またはＦＡＸでご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX76－4886）

みずきフェスタ
　普段は入ることの出来ない水道施設の中を探検
してみませんか。各種イベントも行いますので、
詳しくはホームページをご覧ください。
日　時　７月27日（土）※雨天決行。
　　　　10：00～15：30
場　所　社家取水管理事務所
　　　　（海老名市社家4587）
入場料　無料
問合せ　神奈川県内広域水道企業団総務課
　　　　（☎045－363－6435）
　　　　（URL http://www.kwsa.or.jp）

町職員を募集します！！
　町では、平成26年４月１日採用予定の新採用職員を募集します。

※地方公務員法第16条の規定に該当する方は受験できません。

採 用 期 日

平成26年４月１日

応　募　資　格
・昭和62年４月２日以降出生で高等学校卒業
　以上の方（平成26年３月卒業予定者含む）
・昭和58年４月２日以降出生で高等学校卒業
　以上の方（平成26年３月卒業予定者含む）

職　業

事　務　職

土木技術職

採用人数

若 干 名

若 干 名

募集内容

１ 次 試 験

２次・３次試験

１ 次 試 験

２次・３次試験



県立職業技術校2013年10月生募集
　県立職業技術校では、10月生を募集します。各校により募集コースは異なりますので、お問合せください。

選 考 日　８月25日（日）
場　　所　東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）（☎045－504－2810）
　　　　　西部総合職業技術校（かなテクカレッジ西部）（☎0463－80－3002）
対　　象　職業に必要な知識、技術・技能を習得して、職業に就こうという意思のある方
募集期間　７月11日（木）～８月８日（木）
応募方法　ハローワークで事前手続きの後、各技術校へ応募ください
※募集案内は、各技術校・ハローワークで７月上旬から配布予定です。
問 合 せ　神奈川県産業人材課（☎045－210－5715）

「足柄のアートイベントをつくろう！」参加者募集
　今年度もASHIGARAアートフェスティバルを開催します。みなさんのアイデアや力を持ち寄って、地
域の良さを活かしたイベントを作ってみませんか？
　文化・アートに興味がある、人が好き、イベントづくりに関わってみたい方など、ぜひご参加ください。

日　　時　７月13日（土）14：00～16：30（開場13：00）
※終了後に希望者は、まち歩きと交流会（17：30～19：00）に参加できます。交流会のみの参加も可能です。
場　　所　足柄上合同庁舎 第２別館特別室３（開成町吉田島2489－2）
※交流会は、ソウセイカフェ（開成町吉田島3502－2）で行います。
参 加 費　無料（交流会は500円）
申込み期限　７月10日（水）17：00まで
申込み方法　電話、FAX又はメールにて代表者の氏名、電話番号、
　　　　　パソコンのメールアドレス、参加人数を記載の上、お
　　　　　申込みください
※電話でのお申込みは、平日10：00～17：00でお受けします。
問 合 せ　ASHIGARAアートプロジェクト推進室
申 込 み　（☎045－664－3731　FAX045－681－3735）
　　　　　（メールフォーム https://ashigarart.jp/form/）

足柄上衛生組合職員を募集します
採用予定日　平成26年４月１日
募集職種　し尿処理施設の運転管理業務などの技術職
採用人数　１名
応募資格　・学校教育法による高等学校以上の学校を平成26年３月に卒業見込み又はすでに卒業した方

・電気、機械系の専門課程を履修した人又は電気設備、機械設備の保守管理を経験した方
・平成26年４月までに普通自動車運転免許（AT限定免許不可）を取得見込み又はすでに取得
　した方

※対象は、昭和53年４月２日以降に生まれた方となります。
提出書類　・履歴書（足柄上衛生組合指定の用紙に写真を添付）　１通
　　　　　・普通自動車運転免許の写し及び履修を証明する書類又は資格証などの写し　各１通
※履歴書と試験実施要項は、足柄上衛生組合の管理課で配付します。
受付期間　８月１日（木）～７日（水）９：00～17：00
※提出書類は、足柄上衛生組合２階の管理課へ本人が直接提出してください。
給　　与　足柄上衛生組合職員の給与条例による
試 験 日　９月22日（日）
試験科目　教養試験、性格検査、適性検査
問 合 せ　足柄上衛生組合管理課（南足柄市班目1547番地）（☎74－0722）



《人権行政相談》
７月22日（月）13：00～15：00

役場　301会議室

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

問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

おはなし会（プチスペシャル）を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。
　手遊びと絵本で一緒に楽しく過ごしましょう。
　どなたでも自由に参加できます。

日　時　７月17日（水）11：00から
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター２階）
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

75歳以上の方の健康診査
　町では、後期高齢者医療制度により、生活習慣病
（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病など）の治
療をしていない方を対象に健康診査を行っています。
　定期的に生活習慣病の検査を受けていない方で、
健康診査の受診を希望される方はお申込みくださ
い。

対　　象　・健康診査の受診日には75歳である方
　　　　　・65～74歳で後期高齢者医療制度に加
　　　　　　入している方

検査内容　・血圧測定、尿検査、心電図検査、血
　　　　　　液検査（貧血、肝機能、脂質、血糖）
　　　　　　など

受診期間　８月１日（木）～平成26年３月31日（月）
　　　　　まで
※申込み後に町から送付する健康診査票を持って、
町と契約をしている足柄上郡または南足柄市内の
医療機関で受診してください。

※詳しい医療機関については保険健康課でご確認
　ください。

費　　用　無料

問 合 せ　保険健康課保険年金班
申 込 み　（☎75－3642）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

７月16日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター
平成24年４月～６月生まれの幼児

※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳、お子さんの歯ブラシをお持ちく
　ださい。

１歳児歯科教室

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

７月12日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児

※母子健康手帳をお持ちください。

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。

対　象　町内にお住まいの方
内　容　・自分や家族の健康について
　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　用　無料
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。

　9：30
10：15
11：00

※時間予約制

場　所

健康福祉センター1階
内科・歯科診察室

実施日

7月24日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所

今月の納期限
●７月 10日（水）
　上下水道使用料（Ｂ地区第2期）
●７月 31日（水）
　固定資産税（第2期）
　国民健康保険税（第2期）
　介護保険料（第1期）
　後期高齢者医療制度保険料（第1期）
　町設置型浄化槽使用料（5・6月分）
　し尿処理手数料（第1期）
　保育料（7月分）
　幼稚園使用料（7月分）


