
山北駅での切符販売を再開します！
　町では、無人化された山北駅での切符販売を再開します。販売は、「ＮＰＯ法人情緒豊かな町づくり」
に委託し実施します。

開 始 日　５月２６日（土）９：００～
※販売時間は、９：００～１７：００で年中無休で実施します。ただし、今後の販売状況を勘案し変更す

ることもあります。
販売切符　大人用は東山北駅、松田駅、下曽我駅、鴨宮駅、小田原駅、平塚駅、藤沢駅、横浜駅、東京

駅、谷峨駅、駿河小山駅、御殿場駅の各駅行き
　　　　　子ども用は東山北駅、松田駅、鴨宮駅、谷峨駅、駿河小山駅、御殿場駅の各駅行き
※販売する切符は上記の山北駅発の行き先指定切符に限ります。他の駅での降車は車内又は到着駅で乗り

越し精算してください。
そ の 他　切符販売の詳細は広報やまきた６月号でおしらせします。

問 合 せ　企画財政課企画班（☎７５－３６５２）

ダム洪水対応演習
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り人な
どへの警報、ダム操作などを的確に行うための演習を行います。

南道路区画

売主物件につき
仲介手数料0円販売価格／ 万円850

ホームページリニューアル

全8区画土地販売1区画

開成本店

0120-49-3388

山北町 YAMAKITACHO
KISHI岸

L_120312n_La_Kaisei1_kouhou_01.ai （広報用1c：W90mm×H60mm）

●センチュリー21加盟店（株）ラ・ヴィータホームズ
●神奈川県知事免許番号（1）第26996号●（社）全日本不動産協会会員
●（社）不動産保証協会会員 ●（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島4458-3
FAX.0465-85-3739

有料広告

＜三保ダム洪水演習＞
日　時　５月２２日（火）１０：００～１６：００
　　　　
場　所　三保ダムから酒匂川河口に至る区域

内　容　警報所のサイレンを鳴らし、スピーカー
による放送、ダム放流中の電光表示を行
います（実際にはゲート放流は行いませ
ん）

問合せ　神奈川県三保ダム管理事務所
　　　　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所
　　　　（☎７８－３７１１）

＜玄倉ダム・熊木ダム管理演習＞
日　時　５月２９日（火）９：１５～１６：００
　　　　
場　所　熊木ダムから玄倉第1発電所まで

内　容　放流警報用のサイレンを鳴らし、スピー
カーによる放送を行います(実際にはゲー
ト放流は行いません)

あなたの街の法律家

～工藤行政書士 ・ 社会保険労務士事務所～
山北町出身、新進気鋭の法律家があなたの“困った”を解決します！

＜業務内容＞
・相続・遺言・成年後見・未払賃金・内容証明　他

「初回相談料無料！」 まずはお気軽にご連絡ください♪
＜連絡先＞

行政書士・社会保険労務士　　工藤雅史（クドウマサフミ）
事務所：東京都町田市金森３７９－７－３０３
実　家：神奈川県足柄上郡山北町山北６０９－２
フリーダイヤル：０１２０－５００－５８５

ホームページアドレス：http://kudouzimusyo.com/
ネットで　　　　　　　　　　　　

有料広告

 お し ら せ 版

平成２４年５月１６日発行  第５２６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



川村小学校
学習環境支援ボランティア募集
　川村小学校では、学校の教育環境維持のための
ボランティアを募集します。詳しくは、お問合せ
ください。

内　容
　環境整備支援
　　・図書室の整備、図書の整理と修繕
　　・児童への読み聞かせ
　　・外国語活動支援（外国語教室の環境づくり
　　　など）
　　・花壇の手入れなどの校地緑化
　　・校地内の草刈り（草刈り機などによる）
　教育活動支援
　　・家庭科学習支援（ミシンの使い方の支援な
　　　ど）
　防犯・安全支援
　　・体育、水泳時の安全見守り
問合せ　川村小学校
　　　　（☎７５－１１４２）
　　　　（FAX７６－３２９０）

山北少年野球クラブ
入部者募集中!!

　山北少年野球クラブでは、入部者を募集してい
ます。体験練習もできますので、気軽に見学にお
越しください。

練習日　毎週土曜・日曜・祝日
※時間はお問合せください。
場　所　スポーツ広場又はぐみの木公園
対　象　町内にお住まいの小学生（男女）
問合せ　監督　梶（☎７５－１８６９）

事業者のみなさんへ
労働保険(労災保険･雇用保険)のおしらせ
　平成21年度から、労働保険の年度更新について
の申告・納付期限を変更しています。労災保険と
併せて石綿健康被害救済のための一般拠出金も申
告・納付が必要です。
　年度更新申告書は、5月末に発送する予定です
ので、早めの準備をお願いします。

※保険料等の算定方法や算定期間（4月1日～翌年
3月31日）に変更はありません。

年度更新期間　6月1日（金）～7月10日（火）
問  合  せ　神奈川労働局 労働保険徴収課
　　　　　　　適用第1係・第２係・第３係
　　　　　　　（☎045－650－2803）

ＮＨＫ「ラジオ深夜便のつどい」
観覧募集について

　ＮＨＫ横浜放送局、南足柄市、ＮＨＫサービス
センターでは、南足柄市制施行４０周年と南足柄
市文化会館２０周年を記念して、次のとおり「ラ
ジオ深夜便のつどい」を実施します。

日　時　７月６日（金）
　　　　１３：００～１６：００（予定）
場　所　南足柄市文化会館
　　　　（南足柄市関本４１５－１）
内　容　「ステージショー」
　　　　白

しらとり
鳥英

え み こ
美子（シンガーソングライター）

　　　　「明日へのことば講演会」
　　　　小

こ や ま
山明

あ き こ
子（女優）

　　　　「アンカーを囲むつどい」
　　　　宮

みやかわ
川泰

や す お
夫、柴

し ば た
田祐

ゆ き こ
規子

問合せ　ＮＨＫ横浜放送局
申込み　（☎０４５－２１２－２５０９）
　　　　［２４時間自動音声］
　　　　（http://www.nhk.or.jp/yokohama/event/index.html）

甲種防火管理講習会の実施
日　時　７月５日（木）、６日（金）の２日間
　　　　９：２０～１６：３０
　　　　（受付９：００～）

場　所　大井町生涯学習センター
　　　　２階　第１・２会議室
　　　　（旧大井町中央公民館）

定　員　８０名（先着順、定員になり次第締切）

費　用　４，０００円

持ち物　受講申込書、写真２枚（無帽、無背景、
正面上半身像の縦3cm×横2.5cm）

※受講申込書は足柄消防組合消防本部予防課およ
び足柄消防組合のHPからダウンロードできま
す。

申込み　６月４日（月）から足柄消防組合消防本
方　法　部予防課窓口でお申込みください
※９：００～１７：００（土・日曜日、祝日は除

く）。
※郵送、電話、FAXによる申込みは受け付けられ

ません。

問合せ　南足柄市怒田４０－１
申込み　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎７４－６６６３）
　　　　（http://www.ashigara-fd.jp/）



平成25年山北町成人式のご案内
　平成２５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13日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（受付開始10：00）

場　所　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）

男性のための料理教室
日　　時　 ６月９日(土）９：３０～
場　　所　 健康福祉センター調理実習室
内　　容　 たけのこ料理
定　　員　 ３０名
費　　用　 実費（当日徴収します）
持 ち 物　 エプロン・三角巾
申込み期限 　６月６日（水）まで　  　　　　 
問 合 せ　 保険健康課健康づくり班
申 込 み　 （☎７５－０８２２）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

月日・時間・場所　
月　日 時　間 場　所

６月２日
（土）

10：00～12：00
13：00～15：00

健康福祉セン
ター（福祉ふ
れあいフェス
タ会場）

６月11日
（月） 13：30～15：30 役場前駐車場

献血ができる方
　・年齢が男性１７歳・女性１８歳から６９歳ま
　　で、体重が５０kg以上の方。（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。）
※初めて献血される方は、免許証などの身分証明

書をお持ちください。
※献血カードをお持ちください。

問合せ　福祉課福祉推進班
　　　　（☎７５－３６４４）

「山北町森林セラピー基地」グランドオープン記念事業
“森林（もり）のおもてなしセミナー”開催

日　程　６月１６日（土）
時　間 内　容

第Ⅰ部「式典・講演会」

１３：００

１３：２０
１３：３０

１４：２０

開会
　山北町長あいさつ　来賓あいさつ
森のおもてなしガイド紹介
記念講演
　講師：ＮＰＯ法人森林セラピーソサエティ
　理事長　今

い ま い
井 通

み ち こ
子 氏（医学博士/登山家）

歓迎パフォーマンス“ソーランやまきた”
　「茉莉花（ジャスミン）」

第Ⅱ部「プチ体験」 １４：３０～
１６：３０

ガイドとセラピーロードを歩こう
　セラピーロード「河村城跡コース」

セラピーオプションや地場産品の紹介

場　所　中央公民館多目的ホール
司　会　穂

ほ づ み
積ユタカ（ラジオでおなじみ“ホズミン”）

定　員　先着１００名
費　用　１,０００円
※当日に徴収します。
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局（健康福祉センター内）
申込み　（☎７５－０８２２　ＦＡＸ７６－４５９２）
　　　　（メール　kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）
　　　　（ＵＲＬ　http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）

申込み　参加申込書に記入の上、窓口、ＦＡＸ、
方　法　メールでお申込みください
※参加申込書は、役場総合案内・健康福祉セン

ター窓口等で配布、または町ホームページに掲
載しています。



若者のための働き方相談
　就職活動の悩みや不安について、かながわ若者
就職支援センターのキャリアカウンセラーがアド
バイスします。応募書類の添削や面接練習もでき

ます。（求人の紹介はしません。）

日　時　６月１日（金）、７月６日（金）
　　　　８月３日（金）、９月７日（金）
　　　　各日とも
　　　　①１０：００～　②１１：００～
　　　　③１３：００～　④１４：００～
　　　　⑤１５：００～　⑥１６：００～
※１人１時間程度となります。

対　象　３９歳以下の方

場　所　小田原市役所

定　員　各日６名（先着）

申込み　平日８：３０～１７：１５の間で、小田
方　法　原市産業政策課（４階）に直接または電

話にてお申込みください。

問合せ　小田原市産業政策課
申込み　（☎３３－１５１４）

フリースクール等による
不登校相談会を開催します

　神奈川県教育委員会では、フリースクール等と
連携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護者
を対象に相談会を行います。事前申込みは不要で
すので、直接お越しください。

日　時　６月２日（土）
　　　　１３：００～１６：３０
　　　　（受付）１２：３０～１６：００

場　所　県立青少年センター　研修室１ほか
　　　　（横浜市西区紅葉ヶ丘９－１）

対　象　不登校児童・生徒、保護者、教員等

費　用　無料

問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　（☎０４５－２１０－８２９２）

町職員を募集します！！
募集内容

採用期日 職種 採用人数 応募資格

平成24年7月1日 保健師 1名
・昭和47年4月2日以降出生で保健師の資格を持つ方、または採

用期日までに取得見込みの方
・普通自動車免許をお持ちの方、または採用期日までに取得見込

みの方
※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。

受付期間　６月１日（金）～１２日（火）まで
※８：３０～１７：１５（土・日曜日を除く）。
※郵便などによる申込書の送付及び受付けは行い

ません。
試験日程　１次試験：６月１８日（月）
　　　　　　　　　　９：００～１３：００（予定）
　　　　　２次試験：１次試験合格者に直接連絡

します
試験会場　山北町役場３０１会議室
試験内容　１次試験：一般的な知識についての筆

記試験、作文、適性検査
　　　　　２次試験：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）

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み証明書
　　　　　・資格証明書または取得見込み証明書
　　　　　・健康診断書（1次試験合格者のみ）

※申込書・エントリーシートは、６月１日（金）
から総務防災課窓口で配付します。

（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）



入札結果４月中

担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）

企画財政課 平成24年度　基幹系情報システ
ム共同化ハードウェア賃貸借

富士通リース株式会
社横浜支店 11,550,000円 10,382,400円

都市整備課 平成24年度　山北町都市計画基
礎調査業務委託

国際航業株式会社神
奈川支店 4,914,000円 4,725,000円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け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）

万葉の草木染
日　時　６月３日（日）10：00～14：30　
場　所　足柄森林公園丸太の森　古民家
内　容　ミカンの葉（緑色）・コブナ草（黄色）

で絹のストールを染めます
定　員　先着１５名
費　用　２，０００円
　　　　（絹スカーフ１枚・入園料・保険料など）
持ち物　エプロン、ゴム手袋、お弁当、飲み物、

筆記用具
申込み　９：００から電話でお申込みください
方　法　
問合せ　足柄森林公園丸太の森
申込み　（☎７４－４５１０）

おはなし会を開催します
　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。どなたでも自由に参加
できますのでお越しください。

日　時　６月６日（水）、６月１５ 日（金）
　　　　１１：００～

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）

高齢者（６５歳以上）を対象とした各種介護予防教室を開催します
～　健康で長生きをめざして！！　～

　足腰の筋力をつけて何歳になっても、生きがいのある活動的な自分らしい生活が送れるよう、様々な
内容の予防教室を開催します。

教　室　名 時間 内　　容 対　象

さわやか教室 午前
頭 の 体 操 と し て 、
ゲ ー ム 、 読 書 、 音
楽、手芸、書道など

・65歳以上の方
・物忘れが気になってきた方
・家から出かけるのがおっくうになってきた方

元気運動教室 午後
運動指導士による元
気の出る運動、体力
診断や生活相談

・65歳以上の方
・足腰の筋力低下が気になる方
・長く歩けなくなったと思う方

開催期間　６月４日～９月１４日のうち、月・水・
金曜日 （各曜日とも14回開催）             

※詳しい日程はお問合せください。事業の内容、
時期により、開催曜日、場所に変更が生じる場
合もあります。

定　員　各曜日20名
申込み　電話又は保険健康課窓口で直接お申込み
方　法　ください

場　所　月曜日：健康福祉センター
　　　　水曜日：清水ふれあいセンター
　　　　金曜日：高齢者いきいきセンター
費　用　１教室１回あたり２００円　　　
問合せ　保険健康課保険年金班
　　　　（☎７５－３６４２）



障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がい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２２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
職員がお受けします。

※予約は必要ありませんので、直接お越しくださ
い。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎７５－３６４４）

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。

実施日・時間・場所
実施日 時　間 場　所

5月23日
（水）

  9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター１階
内科診察室

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）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、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７日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター相談室1

ママパパクラス
月　　日　６月２日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　松田町健康福祉センター
内　　容　新生児の育て方（講話）、赤ちゃんのお風呂（実習）
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、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５日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター相談室1

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　６月８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。

健康づくりは　お口のケアから
～歯の衛生週間～

日　時　６月７日(木)１３：３０～１６：００
※申込みは不要です。
場　所　県足柄上合同庁舎２階大会議室
内　容　歯科検診、歯科相談、歯磨き指導、
　　　　フッ化物塗布、フッ化物洗口体験、プ

ラークテスト（むし歯への耐性力テス
ト）、ペリオスクリーン（歯周病テス
ト）、その他

費　用　無料
問合せ　足柄歯科医師会事務所
　　　　　（☎７４－１１８０）
　　　　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎７５－０８２２）

特設人権相談所を開設します
　町では、６月１日の｢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。相談の内容は堅く守られ、費用も無料ですの
でご相談ください。

日　時　6月1日（金）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）


