
山北駅で切符の購入ができます!!
　山北駅の無人化が解消され、5月26日から切符
の販売が再開されました。
【切符の販売について】
販売時間　9：00～17：00（年中無休）
　　　　　※今後の販売状況で変更があります。
取扱切符　山北駅発の片道切符のみの販売となり

ます
　　　　　（大人用）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

　　　　　（小人用）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

購入方法　現金のみの取扱いとなります
販売スタッフ　町がNPO法人に委託しています
【注意点】
・自動改札の利用はできません
・他の駅での降車の場合は最寄の駅までお求めい

ただき、車内又は到着駅で乗り越し精算をして
ください

問 合 せ　企画財政課企画班
　　　　　（☎75－3652）

2012年度
山北町森林セラピー体験ツアー

　6月16日に森林セラピー基地としてグランド
オープン記念事業を開催する山北町森林セラピー
運営協議会では、今後の体験ツアーを次のとおり
予定しています。

・夏休み親子体験ウォーク
日　時　8月3日（金）10：00から
対　象　親子（中学生以下）
集　合　健康福祉センター
定　員　10組20名
※参加者が3組以上で開催します。
コース　河村城跡コース
参加費　1組5,000円

・“名瀑&農園”のんびりプラン
　　（全国一斉ウォーキング事業）
日　時　9月30日（日）10：00から
集　合　健康福祉センター
定　員　20名
※参加者が5名以上で開催します。
コース　河村城跡・洒水の滝コース
参加費　1人4,000円

・「女子会」滝めぐりツアー
日　時　10月27日（土）9：30から
対　象　女性
集　合　西丹沢自然教室
定　員　15名
※参加者が5名以上で開催します。
コース　西沢滝めぐりコース
参加費　1人4,000円

※体験ツアーについての詳細は次回以降のおしら
せ版及び町ホームページでお知らせします。

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）
　　　　（☎75－0822）
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平成26年1月から記帳・帳簿等の
保存制度の対象者が拡大されます
　平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の
対象者が拡大されます。
　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年
分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額
が300万円を超える方に必要とされていた記帳と
帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務
を行う全ての方（所得税の申告の必要がない方を
含みます。）について、平成26年1月から同様に
必要となります。
　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細
は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）
に掲載されていますので、ご覧ください。

問合せ　小田原税務署
　　　　（☎35－4511）

小・中学校の教科書展示会
　小・中学校の教科書の展示会は、教科書の適正
な採用に役立たせ、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。
　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15日（金）～7月4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

問合せ　足柄上教育事務所指導課
　　　　（☎83－5111　内線521） ふれあい農園の利用者募集

　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的に、ふれ
あい農園を開設しています。自分で野菜を作って
みたいと思う方はぜひ応募してください。

募集区画　岸の中河原地区
　　　　　3区画（1区画は約65㎡）（先着順）

契約期間　契約日から平成26年3月31日まで
　　　　　（以降の更新も可）

使 用 料　年額3,500円

応募資格　町内にお住まいまたはお勤めで非農家
の方

問 合 せ　環境農林課農林振興班
申 込 み　（☎75－3654）

鎌倉大仏の記念貨幣の引換え開始
　地方自治法施行60周年記念5百円貨幣（神奈川
県）の引換えが、最寄りの金融機関等で7月18日
に開始されます。
図　柄

 

問合せ　財務省横浜財務事務所財務課
　　　　（☎045－681－0932）

広報やまきた縮刷版第４巻を
販売しています

　町では、過去に発行された広報やまきたの電子
データ１００号分を、DVD－Rに収録して販売し
ています。
※縮刷版をご覧になるには、DVD－Rを読み取れ

るパソコンでアドビリーダーがインストールさ
れている必要があります。

販売場所　企画財政課窓口（３階）

収録内容　広報やまきた第５０１～第６００号
　　　　　（平成８年（１９９６年）１１月号～

平成１７年（２００５年）２月号）
※広報やまきたおしらせ版は収録されていませ

ん。

販売価格　1枚 2,000円

問 合 せ　企画財政課企画班
　　　　　（☎７５－３６５２）



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10月1日 事務職 若干名 ・昭和61年4月2日以降出生で高等学校卒業以上の方

平成25年4月1日

事務職 若干名 ・昭和61年4月2日以降出生で高等学校卒業以上の方
（平成25年3月卒業予定者含む）

幼稚園教論
・保育士 若干名

・昭和61年4月2日以降出生で幼稚園教論及び保育士の
両方の資格をお持ちの方、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。

あしがらアドベンチャーキャンプ2012
チャレンジ!明神ヶ岳へ登るぞ!

日　時　7月24日（火）～7月25日（水）
　　　　1泊2日　
※雨天中止。

対　象　小学校3年生～中学校3年生

場　所　足柄森林公園丸太の森

内　容　みんなで登山計画をたて、夜中に登り始
め、明神ヶ岳（標高1169m）の山頂へ日
の出を見に登ります

定　員　先着30名

費　用　10,000円（宿泊代、食事代、保険料）

持ち物　準備・スケジュールの詳細は、申込み後
案内を送付します

申込み　7月8日（日）9：30から電話でお申込み
ください

問合せ　足柄森林公園丸太の森
申込み　（☎74－4510）

川遊び&流しそうめん
日　時　7月14日（土）10：00～15：00
※雨天中止。

場　所　足柄森林公園丸太の森

対　象　小学生

内　容　園内の横を流れる上総川で川遊びをし
て、お昼にはキャンプ場で流しそうめん
をします

定　員　先着20名

費　用　2,000円（昼食代、保険料）

持ち物　着替え、飲み物
※川遊びは、長そで・長ズボン・軍手・運動靴の

服装でご参加ください。

申込み　6月30日（土）9：00から電話でお申込
みください　

問合せ　足柄森林公園丸太の森
申込み　（☎74－4510）

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
　　　　　・資格証明書または取得見込証明書

（幼稚園教論・保育士のみ）
　　　　　・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、6月15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）

受付期間　7月2日（月）～9日（月）
※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は行いま

せん。
試験日程　1次試験：7月20日（金）
　　　　　　　　　  9：00～13：00（予定）
　　　　　2次・3次試験：各試験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　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・3次試験：各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）



山北町文化財ガイド友の会
会員募集

　文化財ガイド友の会は、町が主催する文化財講
座修了者が中心となって、郷土の歴史と文化財を
愛し、その理解を深めるとともに文化財などのガ
イドボランティア活動をとおして、町の文化財保
護・活用の発展に貢献しようと平成19年に発足し
た団体です。
　現在15名の会員で、町内または町外の文化財に
ついて研修会を行うとともに、ガイド活動を行っ
ています。
　文化財に関心があり、ガイド活動に興味をお持
ちの方、文化財友の会に入会してみませんか。
　また、ガイドの申込みも随時受付けていますの
で、コースや内容などお気軽にお問合せくださ
い。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（75－3649）

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7日（土）
　　　  13：00～16：00（12：30会場）
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「サザエさん一家は幸福みつけの

達人ぞろい」
　　　　　講師　声優　増

ますおか
岡　 弘

ひろし
　氏

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

ジュニア初心者テニス教室&レディーステニス教室を開催します
日　時　7月28日（土）、31日（火）、8月4日（土）、7日（火）、11日（土）、21日（火）、25日

（土）の全7回（予備日は8月28日（火））
　　　　○ジュニア初心者　　　　　　　　　　　　　　○レディース
　　　　　9：00～10：30（8：55までに受付）　　　　　10：45～12：30（10：40までに受付）

場　所　小田原テニスガーデン（小田原市蓮正寺83－1）
　　　　※7月28日、31日、8月4日、11日、21日、予備日。
　　　　小田原市営城山庭球場（小田原市城山3－10－20）
　　　　※8月7日、8月25日。

対　象　○ジュニア初心者　　　　　　　　　　　　　　○レディース
　　　　　小学校4年生～中学校3年生の男女　　　　　　　高校生以上の女性（初心者～中級者）

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

定　員　各40名（先着順）

費　用　4,000円（傷害保険料など）※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）
　　　　・硬式テニスラケットをご用意ください
　　　　・雨天などの中止は、当日会場で決定します

申込み　○ジュニア初心者
期　限　　7月17日（火）～7月26日（木）までに、電話でお申込みください（土・日を除く）
　　　　○レディース
　　　　　7月2日（月）～7月26日（木）までに電話、FAX、はがき、メールのいずれかでお申込みく

ださい。氏名・住所・電話番号をお伝えください

問合せ　○ジュニア初心者　　　　　　　　  ○レディース
申込み   （財）小田原市体育協会事務局　　     小田原テニス協会　八

は っ た
田　迪

み ち お
男

　　　　 （☎38－3310）　　　　　　  　　   〒250－0045　小田原市城山2－28－11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （☎・FAX35－4186）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （メール：michio－hatta@nifty.com）



入札結果5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）

総務防災課 平成24年度
地籍調査事業測量等業務委託 株式会社湘南 5,376,000円 5,092,500円

環境農林課
平成24年度
中山間地域総合整備事業
浅間山農道整備工事

株式会社山崎組 118,356,000円 117,075,000円

環境農林課
平成24年度
農とみどりの整備事業
烏山農道改良工事

株式会社荻野工業 11,109,000円 11,004,000円

環境農林課
平成24年度
地域水源林整備支援事業
平山地区用地測量業務委託

有限会社アシガラ
測量 2,562,000円 2,499,000円

都市整備課 平成24年度
都夫良野橋補強補修工事 静和建設株式会社 44,551,500円 44,310,000円

都市整備課
平成24年度
町道堀込上野下線測量設計業務委
託

株式会社カナコン 3,790,500円 3,675,000円

上下水道課 平成24年度
皆瀬川浄水場急速ろ過池改修工事

荏原商事株式会社
神奈川営業所 49,749,000円 46,725,000円

上下水道課
平成24年度
下水道事業変更認可申請書作成業
務委託

日本水工設計株式
会社湘南事務所 11,350,500円 9,975,000円

上下水道課
平成24年度
皆瀬川第１配水池耐震診断業務委
託

株式会社東洋設計
事務所神奈川営業
所

3,853,500円 3,675,000円

上下水道課
平成24年度
山北上水事業認可変更届作成業務
委託

株式会社東洋設計
事務所神奈川営業
所

3,087,000円 2,887,500円

会計課 平成24年度
用紙（再生紙）一括購入 株式会社稲妻屋 1,795,500円 1,650,516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）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業などによる有料広告を掲載することができます。掲載を希望される方
は、企画財政課にお申込みください。
広告の種類・規格及び掲載期間・掲載料

種　類 規格及び掲載期間 掲　載　料

広報やまきた 6㎝×9㎝、１号につき1件 （裏表紙中段）30,000円
（本稿下段）　15,000円

おしらせ版 6㎝×9㎝、１号につき1件    5,000円

※広告内容により、掲載できないことがあります。
問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）



ゆっくり・しっかり・ストレッチ!
スロートレーニング教室

　手軽で効果的なスロートレーニングを健康マイ
スターと一緒に体験しませんか?毎年大人気の企
画です。ご家族、ご友人お誘い合せの上、奮って
ご参加ください。

日　時　7月1日（日）9：30～11：30
　　　　（受付9：00～）
場　所　健康福祉センター　多目的室1
対　象　健康マイスター・一般参加者
内　容　スロートレーニング
講　師　健康運動指導士　杉

すぎやま
山　京

きょうこ
子　氏

定　員　30名（先着順）
費　用　無料
持ち物　飲み物、タオル、ヨガマット（ある方のみ）
※運動しやすい服装・靴でお越しください。
申込み　6月25日（月）
期　限　
※申込み者多数の場合は、早めに申込みを締め切

る場合があります。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（75－0822）

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4日（水）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）

「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、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５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３日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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　6月26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）

女性の健康相談
日　時　7月3日（火）　9：30～11：30

場　所　県足柄上保健福祉事務所　2階診察室

内　容　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

※予約制ですので電話でお申込みください。

相談医　女性医師

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464）


