
年末年始及び祝日のごみ収集日について
　年末年始及び祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異なりますので、町民カレンダーをご確認い
ただき、お間違えのないようお願いします。

※町民カレンダーに★印が付いています。
※12月25日（木）、1月6日（火）〜1月10日（土）は通常の曜日と変わりありません。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

医療機関年末年始の診療について

＜参考＞　○：平常通り診療　◎：急患のみ診療
　　　　　△：午前のみ診療　×：全　休
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

年末年始急患歯科診療について

※必ず電話で連絡の上、受診してください。
☆時　間　9：00〜12：00
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

12月29日（月）
12月30日（火）
12月31日（水）
1月 1日（木）
1月 2日（金）
1月 3日（土）
1月 4日（日）
1月 5日（月）

おおり医院
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◎
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○
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ニック
○
×
×
×
×
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山北町立
山北診療所
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×
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×
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山の手医院
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×
×
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×
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県立足柄上
病院
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◎
◎
◎
◎
○

足柄上地区
休日急患診療所
×
○
○
○
○
○
○
×

月　日
12月29日（月）
12月30日（火）
12月31日（水）
1月 1日（木）
1月 2日（金）
1月 3日（土）

医療機関名
村山歯科医院
中村デンタルオフィス
土岐歯科医院
加藤歯科医院
藤井歯科医院
楢山歯科医院

所在地
松田町松田惣領1017−5
開成町延沢836−2
南足柄市関本561
南足柄市壗下387
山北町向原2038−1
大井町金手955−3

電話番号
82−1217
84−1884
74−0100
74−2377
75−0096
83−5000

収　集　日
12月24日（水）
12月26日（金）
12月27日（土）
12月28日（日）

種　　別
もえるごみ
もえないごみ
もえるごみ
もえるごみ

地　　区
山北第2・第3、岸、向原
三保、清水、共和、山北第1
三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原

1月 5日（月）

1月13日（火）
1月14日（水）

もえないごみ
資源ごみ（ビン・古紙など）
もえるごみ
もえるごみ

山北第2・第3、岸、向原
三保、清水、共和、山北第1
三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原
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みんなで愛の献血を
☆日　程　12月18日（木）

☆対　象	 年齢が18歳以上、体重50㎏を越える方
※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。

※献血手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
※初めて献血される方は、免許証などの身分を証
明できるものをご持参ください。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

霊柩車使用料に対する補助制度の
変更について

　平成21年1月1日から霊柩車使用料の補助制度
が変わります。これまで町民の方が使用された霊
柩車の使用料は、町が直接葬祭業者に支払いをし
てきましたが、平成21年1月1日以降に霊柩車を
使用した場合は、使用された方が先に葬祭業者に
使用料をお支払いください。その後、町に交付申請
を行ってください。町から補助金を交付します。

☆適用範囲	 小田原斎場または御殿場市小山町広
域行政組合斎場を使用したときに要
した霊柩車の使用料

☆交 付 額	 補助金の上限は35,000円
　　　　　　※上限額まで実費を交付します。
☆申請期限　亡くなられた日から2か月
☆申請に必　霊柩車使用料の領収書、印鑑、補助
　要なもの　金の振込先が確認できるもの
☆問 合 せ　町民課町民班（☎75−3641）

消防出初め式
　平成21年1月6日に中央公民館及び役場駐車場
（西側）を使用し、出初め式を開催します。当
日は開庁日ですが、午前中一般の方は役場駐車場
（西側）をご利用できませんので、ご協力お願い
します。

☆日　時　平成21年1月6日（火）
　　　　　9：30〜12：00

☆場　所　中央公民館及び役場駐車場（西側）

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

都市計画決定（案）の縦覧のおしらせ
　町では、計画性のある土地利用を図っていくた
め、丸山、平山の一部について、地区計画（案）
の設定及び変更を計画しています。つきまして
は、次のとおり本計画（案）を縦覧に付しますの
で、おしらせします。なお、縦覧期間の満了の日
までに意見書を提出することができます。

☆縦覧期間　12月8日（月）〜12月22日（月）
※土曜・日曜日は除きます。
☆縦覧時間	 8：30〜17：15　※12：15〜13：00

は除きます。
☆縦覧場所　都市整備課
☆問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75−3647）

「ライブ・イン・山北」
−青少年ライブ・コンサートを開催−
☆日　時　12月14日（日）13：30〜16：00
　　　　　（開場13:00）
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆入場料　無料
※受付などはありませんので、お気軽にお越しく
ださい。

☆出演者	 足柄上地区内高等学校生徒アマチュア
バンド（山北高校、足柄高校、大井高
校、吉田島農林高校、立花学園高校）

☆主　催　山北町青少年指導員協議会
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

とれたて山ちゃん 年末売り出し
　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」で
は、日ごろのご愛顧に感謝し「年末売り出し」を
行います。お正月用の野菜、果物、農産加工品、
冬の草花の鉢植えなど多数取り揃えておりますの
で、ぜひお越しください。

☆開催期間　12月23日（火・祝）〜12月30日（火）
　　　　　　9:00〜17:00
　　　　　　※12月25日（木）は定休日です。
※期間中お買い上げの方、先着100名様に、粗品
をプレゼントします。

※贈答用の品として、大津みかん（化粧箱入り
10kg・15㎏）、キウイフルーツ（化粧箱入り
30玉・27玉）、自然薯（化粧箱入り）をご用
意しています。（12月6・7日ごろに荷揃えし
ています。）

※地方発送もお受けします。
※年始は1月6日（火）より営業します。
☆問 合 せ　山北町ふるさと直販加工組合
　　　　　　「とれたて山ちゃん」
　　　　　　（☎･FAX	75−3026）

会　　場
諸渕工業団地

（有）田中モータース
（株）小保木製作所　

時　　間
10：00〜11：30
12：45〜13：45
14：30〜15：30



あしがら県民フォーラム
参加者募集

　家庭や地域でできる地震への備えを行うため
に、足柄上地域の地質など、防災上の地域の特性
を講演します。また、日ごろからできる地震への
備え、地震が発生した時の行動などについて、活
動事例を通じて意見交換を行います。
　一人ひとりができることは何かを考え、実践す
ることにより、地震による被害軽減を図りましょ
う。

☆日　時　12月16日（火）	13：30〜15：30

☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室

☆内　容
　　1．講　　演：県温泉地学研究所
　　2．事例発表：足柄消防組合消防本部
　　　　　　　　　防災塾・だるま
　　3．参加者との意見交換

☆申込み　12月12日（金）
　締切り　

☆申込み　電話またはＦＡＸにてお申込みくだ
　方　法　さい

☆問合せ　足柄上地域県政総合センター県民課
　申込み　（ ☎ 83−5111　内線242）
　　　　　（FAX	83−4591）

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。『食品衛生責任者』の資格を
取得するための講習会を開催しますので、受講希
望の方は事前にお申込みください。

＜受講申込み受付け日＞
☆日　時　12月17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（納入後の返金はいたしません）

＜講習日＞
☆日　時　平成21年1月29日（木）
　　　　　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）

医療関係者の方は届出が必要です
　医療関係者の方は、12月31日現在の状況の届
出が必要です。

☆対　　象　①医師、歯科医師、薬剤師
　　　　　　②歯科衛生士、歯科技工士、保健師、

助産師、看護師、准看護師
☆届出方法　①医療関係職に従事している方は、

就業地の届出先へ、従事していな
い方は住所地の届出先へ、届出を
行ってください

　　　　　　②医療関係職に従事している方は就
業地の届出先へ、届出を行ってく
ださい

※届出用紙は、各届出先で配布しています。
☆届 出 先	 足柄上保健福祉事務所等の県保健福

祉事務所、横浜市各区福祉保健セン
ター、川崎市各区保健福祉センター、
横須賀市・相模原市・藤沢市保健所

☆届　　出　平成21年1月15日（木）
　締 切 り
☆問 合 せ　足柄上保健福祉事務所管理企画課
　　　　　　（☎83−5111　内線414）

とれたて山ちゃん 
クリスマス・お正月用リース作り
	クリスマス・お正月用リース作り（稲わら）体験
を行いますので、ぜひお申込みください。

☆日　時　12月9日（火）9：00〜12：00

☆場　所　とれたて山ちゃん

☆費　用　200円（材料費）

☆定　員　20人

☆申込み　12月8日（月）
　締切り　

☆問合せ　山北町ふるさと直販加工組合
　申込み　「とれたて山ちゃん」
　　　　　（☎･FAX	75−3026）

第8回山北町サッカー大会
　山北町体育協会サッカー部では、毎年恒例の新
春サッカー大会を開催します。参加を希望される
チームはお申込みください。

☆開催日　平成21年1月3日（土）
☆場　所　川村小学校グラウンド
☆申込み　12月19日（金）
　締切り　
☆問合せ　山北町体育協会サッカー部長　
　申込み　加藤　陽一郎（☎75−0624）
※代表者会議を12月21日（日）19：00から
　中央公民館第1会議室で開催します。



3か月児健康診査
	月　　日　	12月17日（水）
	受付時間　	13：00〜13：15
	場　　所　	健康福祉センター
	対　　象　	平成20年8月、9月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

ＢＣＧ予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、ＢＣＧ接種を
行います。
	月　　日　	12月17日（水）
	受付時間　	13：30
	場　　所　	健康福祉センター
	対　　象　	おおむね生後3か月から6か月未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健診と一緒に行います。

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　	1月6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　	1月8日（木）
	受付時間　	9：30〜10:30
	場　　所　	健康福祉センター

ママパパクラス
	月　　日　	1月8日（木）
	時　　間　	午前：10：00〜12：00
	　　　　　	午後：13：30〜15：30
	場　　所　	健康福祉センター
	内　　容　	午前：妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　		午後：歯の衛生、町の子育て支援事業
　　　　　　　　		の紹介、一酸化炭素濃度測定
	対　　象　	妊婦・夫・祖父母
※母子健康手帳、筆記用具、エプロン、三角きん、
米0.5合、食材料費（実費）、歯ブラシ、手鏡、
コップ、タオルをお持ちください。

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　	1月9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）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　12月16日（火）※雨天中止。
　　　　　8：15に山北駅北口集合
☆行き先　小田原七福神めぐり
　　　　　（ＮＰＯ小田原観光ガイド付き）
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　1,550円（交通費、保険代など）
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　12月12日（金）
　締切り　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

健康体力相談会
　町では、町民の健康増進を支援しています。
　心身ともにいつまでも若さを維持したい方、普
段から運動を心掛けている方、体力に自信のない
方などは、健康体力相談会に参加して、体の若さ
を確認してみましょう。
　日ごろから目標を持って健康を維持し、定期的
に体力チェックする事を心がけましょう。

☆日　時　12月16日（火）9：30〜15：00

☆場　所　健康福祉センター診察室

☆定　員　40人（先着順）
　　　　　※予約制です。

☆内　容　
　　・体力チェック（身長、体重、体脂肪、体組

成、腹囲、握力、下肢筋力、長座体前屈、
上体起こし、ファンクショナルリーチ、2
分間腿

もも

上げ）
　　・血圧測定
　　・保健師、運動指導士、栄養士などの相談
　　　
☆申込み　12月15日（月）
　締切り　

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

今月の納税
国民健康保険税（第７期分）
固 定 資 産 税（第３期分）

※納期限は、12月 25日（木）です。

１２月１６日号のおしらせ版は
　お休みです


