
有料広告

年末年始のごみ収集日について
　年末年始のごみの収集日は次のとおりとなりま
す。通常の曜日と異なる日もありますので、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。

収集日 種　別 地　区
12月25日（火）もえるごみ 山北第1、共和、清水、三保
12月26日（水）もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原
12月27日（木）もえるごみ 山北第1、共和、清水、三保
12月28日（金）もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原
  1月  4日（金）もえるごみ 全ての地区
※12月29日（土）～1月3日（木）の間、ごみの

収集はありません。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

国道246号線山北バイパス（向原地区）
の開通と開通前イベントのお知らせ
　12月20日に山北バイパス（向原地区）が開通
します。また開通に伴い、開通前イベントを開催
します。
　テープカット、渡り初め、246mリレー・山北
高校生による軽音楽・ダンス・吹奏楽演奏などが
行われます。また、工事用車両など「はたらくク
ルマ」の展示もあります。

日　時　12月15日（土）　10：00～12：00
場　所　山北町向原（JR東山北駅北側バイパス内）
駐車場　山北高校駐車場
※駐車台数に限りがありますので、徒歩か公共交

通機関をご利用ください。
内　容　10：00　開会、あいさつ、紹介
　　　　10：30　テープカット
　　　　10：40　渡り初め、軽音楽・吹奏楽演奏
　　　　11：40　246mリレー、ダンス
問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

衆議院議員総選挙のお知らせ
　12月16日（日）は、第46回衆議院議員総選
挙・第22回最高裁判所裁判官国民審査の投票日で
す。各投票区の投票所は次のとおりです。
投票日時　12月16日（日）7：00～20：00

投票区 投票所
山北第1投票区 山北体育館
山北第2投票区 山北町役場
山北第3投票区 高齢者いきいきセンター
山北第4投票区 湯坂公民館
山北第5投票区 山北中学校(柔剣道場)
山北第6投票区 下本村コミュニティセンター

平山投票区 平山集会所
共和投票区 共和トレーニングセンター

清水第1投票区 清水ふれあいセンター
清水第2投票区 谷ケ公民館
清水第3投票区 ㈲田中モータース展示室
三保第1投票区 三保公民館（和室）
三保第2投票区 畑集会所
三保第3投票区 玄倉公民館

【期日前投票について】
　当日投票ができない方は、12月5日（水）から
15日（土）まで期日前投票ができます。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、12

月9日（日）からとなります。
投票時間　8：30～20：00
場　　所　山北町役場 1階 町民ホール（ご用ききスペース）
※前回と投票場所が変わっていますのでご注意ください。
※今回の選挙から『投票所入場券』が変更になりま

す。詳細については、『選挙特報』をご覧ください。
問 合 せ　町選挙管理委員会（☎75－3643）

　お陰様で柔道整復師・鍼灸師の三谷渉志が地元の皆様に親しま
れる「心のこもった治療」を理念に新しく開院させて頂きました。
　今後とも変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願いいたします。

山北町山北1836-1（旧旭屋旅館内）駐車場完備
TEL．0465（75）2666

受付時間
平　日　8：30～12：00  15：00～19：00

土曜日　8：30～13：00

休診日　日曜日・祝祭日
・各種保険取扱って
　おります
・交通事故取扱い

あさひ鍼灸整骨院
山北駅前にオープンいたしました
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年末火災特別警戒
　町と足柄消防組合では12月25日（火）から31
日（月）まで、年末火災特別警戒を実施します。
　期間中は消防車両による巡回広報のほか、のぼ
り旗などの掲出や、足柄消防組合テレホンサービ
スによる防火意識の啓発などにより、火災の予防
と発生を警戒します。
　この時期は、火気使用の増加と湿度の低下によ
り火災の発生、拡大が予想されますので次のこと
に注意しましょう。
・家の周りに可燃ゴミなどの燃えやすい物を置かない。
・たばこの火の始末を確実にする。
・コンロを使うときは、その場を離れない。
・マッチやライターを放置しない。
・外出するときは、必ず火の元を確認する。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
　　　　足柄消防組合警防課（☎74－6664）
　　　　足柄消防組合テレホンサービス
　　　　（☎0180－994－911）

平成24年勤労者利子補助制度について
　勤労者利子補助制度とは、町内で自己の住宅を
取得するために、町指定の金融機関で融資を受け
た場合の利子の一部を補助する制度です。希望さ
れる方は期限に注意し、定住対策室までお申込み
ください。

対 象 者　次のいずれにも該当する方
　　　　　①町内に自己の住宅を取得し、町内に居住している方
　　　　　②指定の融資機関から住宅資金を借り入れた方
　　　　　③町税などに滞納がない方
申込み期間　平成24年12月14日（金）から平成25

年1月15日（火）まで
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（75－3650）　　

山北町地域防災計画（案）にご意見を!
　町では、防災対策（災害予防・災害応急対策な
ど）の基本となる「山北町地域防災計画」を修正
しますので、町民のみなさんからのご意見をいた
だきたくパブリックコメントを実施します。

実施期間　12月17日（月）～平成25年1月18日（金）
閲覧方法　町ホームページで閲覧できます。ま

た、役場総務防災課、清水・三保支所
でも閲覧できます。

提出期間　提出用紙に必要事項を記入のうえ、次
のいずれかの方法で提出してください。    
なお、提出用紙は町ホームページよりダ
ウンロードするか、役場総務防災課、清
水・三保支所にも置いてあります。

　　　　　①郵送　〒258－0195
　　　　　　　　　山北町山北1301－4
　　　　　　　　　役場総務防災課宛
　　　　　　　　　（平成25年1月18日（金）必着）
　　　　　②F A X　75－3660
　　　　　③メール　soumu－bousai@town.yamakita.kanagawa.jp
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

用水が断水します
　東京電力㈱小田原支社松田制御所では、内山発
電所内水路設備点検を行います。それに伴い、岩
流瀬用水が次の日程で断水いたしますので、お知
らせします。
　地域のみなさんには、断水期間中大変ご迷惑を
おかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
岩流瀬用水断水日
　・12月  5日（水） 9：00から
　　　     8日（土）17：00まで【4日間を予定】
　・12月20日（木） 9：00から
　　　  25日（火）17：00まで【6日間を予定】
※各家庭の町営水道（飲料水）は断水しません。
問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　12月2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、お菓子つめ放題
※ガラガラ券の有効期限は今回までです。来年は

使えませんので、すべてお使い下さい。
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　  　委員長　瀬

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

※なお、平成25年1月6日（日）は休市となりま
す。

火葬場　年末年始の休場日
休場日

場所 休場日

小田原市斎場 12月28日（金）
1月1日（火）～3日（木）

御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

12月28日（金）
1月1日（火）、1月3日（木）

【小田原市斎場】
問 合 せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）
火葬予約　小田原市戸籍住民課（☎33－1386）
※12月29日（土）～1月3日（木）の火葬予約は、小田

原市役所守衛室（☎33－1822）です。
【御殿場市・小山町広域行政組合斎場】
問 合 せ　御殿場市・小山町広域行政組合
火葬予約　（☎0550－82－4623）
※12月29日（土）～1月3日（木）の火葬予約は、御殿

場市役所守衛室（☎0550－83－1212）です。



「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16日（日）
　　　　12：30～15：20（開場12：00）
場　所　中央公民館多目的ホール
入場料　無料
※受付はありませんので、直接お越しください。
出演者　足柄上地域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、
吉田島総合高校、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）

さくらの湯　年末年始は休業します
休業日　12月27日（木）～1月4日（金）
※新年は1月5日（土）から営業します。
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

一日陶芸教室を開催します
日　時　①12月15日（土）10：00～15：00
　　　　②12月16日（日）10：00～15：00
場　所　県立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

やまもと
本　 渉

わたる
　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名（定員になり次第締切り）
費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）
申込み期限　12月12日（水）まで
申込み方法　希望日、氏名、連絡先を電話またはFAX

でお伝えください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

県「景気対策特別融資（セーフティ別枠）」のご案内
主 な 対 象　最近3か月の売上高などが前年同期

と比べ5%以上減少している中小企
業者など（山北町商工観光課で認定
が必要です）

限　度　額　8,000万円
融資期間および利率　10年以内：年1.8%以内
申込み場所　県内の取扱金融機関
問　合　せ　県内の取扱金融機関
　　　　　　県金融課（☎045－210－5677、5695）

取り壊し家屋の届出を
　来年度の国定資産税の課税基準日は1月1日で
す。課税対象となっている家屋を取り壊した場合
には、必ず町民税務課までご連絡ください。連絡
をされませんと、そのまま課税されてしまう場合
がありますので、ご注意ください。
問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

健康ウォーキングの参加募集
日　時　12月18日（火）※雨天中止。
行き先　酒匂川・足柄大橋コース（大井町）
集　合　8：20　山北駅表口
費　用　会員の方　　　　370円（交通費）
　　　　新規入会の方　1,370円（交通費、入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会する必要があります。
持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
申込み期限　12月14日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
※会員の方も、必ずお申込みください。

乳がん・子宮がん集団検診のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。
受診を希望される方はお申込みください。
　なお、平成22年度に集団検診で検診された方には、
問診票を送付しますので申込みの必要はありません。
日　　程　2月2日（土）、3月5日（火）、3月14日（木）
受付時間　9：00～10：30、13：00～14：30
場　　所　健康福祉センター

内容 費用
【乳がん】
○視触診　30歳以上の方
○マンモグラフィ（乳房X線）
　40～69歳の方（2方向）
　70歳以上の方（1方向）

400円

1,600円
400円

【子宮がん】　20歳以上の方 700円
※年齢は平成25年3月31日が基準日となります。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指導で2

年に1回が適切とされています。
※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受

診できません。
※70歳以上の方はマンモグラフィを除き無料で

す。生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、
申請により自己負担が免除されますので、事前
にお申込みください。

※今年度「がん検診推進事業」で、無料クーポン券
を受け取られた方は、前年受診した場合でも今年
度受診ができますので、お申込みください。

※医療機関での検診を希望される方は、「受診券・
問診票」を送付しますので、ご連絡ください。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

第12回山北町サッカー大会
　山北町体育協会サッカー部では、新春サッカー
大会を開催します。参加希望のチームはお申込み
ください。
開催日　平成25年1月3日（木）
場　所　山北町スポーツ広場
※代表者会議を12月16日（日）19：00から中央

公民館第1会議室で開催します。
申込み期限　12月14日（金）まで
問合せ申込み　山北町体育協会サッカー部長
　　　　加

か と う
藤　陽

よういちろう
一郎（☎75－0624）



リニューアルオープン
「わいわいボイスパーティーinクリスマス」を開催します
　Hand Voice（ハンドボイス）やNPO法人ウッドボ
イスでは、町内の空き店舗を活用し、手作り作品や木
彫り作品などの展示・即売を行っています。
　今回はリニューアルオープンを記念して『わいわい
ボイスパーティーinクリスマス』と題し、コーラスグ
ループ「音

オン
美
ビ ー ト

人」によるクリスマスソングメドレーや
バルーンアートの余興をはじめ、体験教室では、松
ぼっくりのクリスマスツリー作りやネイルアート、ビー
ズアクセサリー、ネッグウォーマー、パンフラワーの
干支作りなどを行います。ぜひ、みなさんのご来場を
お待ちしています。

日　時　12月15日（土）10：00～15：00
場　所　旧かながわ西湘農協山北支店
　　　　（山北町山北1870）
費　用　無料
※体験教室は、材料費が必要です。
主　催　ハンドボイスサークル
　　　　NPO法人ウッドボイス
問合せ　ハンドボイスサークル
　　　　会長　西山（☎75－2662）
　　　　NPO法人ウッドボイス
　　　　事務局　蘭（☎43－6033）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

１２月１６日号の
おしらせ版はお休みです

医療関係者の方は届け出を
　医療関係職に従事している次の方は、12月31
日時点での状況の届け出が必要です。
①医師・歯科医師・薬剤師
　従事している方　：就業地の届け出先
　従事していない方：住所地の届け出先
②歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師
　従事している方　：就業地の届け出先
　従事していない方：届け出不要
提出期間　平成25年1月15日（火）までに次の届

け出先へ（用紙は各届け出先で配布）
届け出先　神奈川県保健福祉事務所、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、相模原市・横須賀市・藤
沢市の各保健所

問 合 せ　足柄上保健福祉事務所管理企画課
　　　　　（☎83－5111　内線417）

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

12月19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・歯科診察室

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
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

今月の納期限
●１２月１２日（水）
　上下水道使用料（Ａ地区第５期分）
●１２月２５日（火）
　国定資産税（第３期分）
　国民健康保険税（第７期分）
　介護保険料（第６期分）
　下水道受益者負担金（第３期分）
　町設置型浄化槽分担金（第３期分）
●１月４日（金）
　後期高齢者医療保険料（第６期分）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、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８日（火）
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
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　１２月１４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。

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
などの相談を保健師がお受けします。
月　　日　１月１０日（木）
時　　間　９：３０～１０：３０
場　　所　健康福祉センター

３か月児健康診査
月　　日　１２月１８日（火）
時　　間　１３：００～１３：１５
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成２４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。


