
山北鍼灸整骨院
（交通事故・労災・各種保険取扱）

　長年西洋医学、東洋医学の現場で経験を積んだ（有
資格者）施術者が治療を行います。

山北町山北 1307-1　Tel.0465-75-3322

●当院は予約制
　ではありません。
　（鍼灸は予約制）
●急患受け付けます。

平　日
土曜日

8:00～12:00、14:30～19:30
8:00～14:00

休診日 日曜日・祝祭日
※一昨年、当院から患者様の個人情報（住所等）が勝手に持ち出
され、皆様に大変ご迷惑をおかけ致しました事、遅くなりまし
たがここに深くお詫び申し上げます。
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丸山山頂の見学会を開催します
　丸山山頂に㈱トヤマが進出するために行ってい
た平地化工事が完了し、丸山山頂が平地になりま
した。つきましては、㈱トヤマの建築工事が始ま
る前に、丸山山頂の見学会を開催します。

日　　時　２月28日（金）10：00から
見学場所　丸山山頂
集合場所　丸山山頂付近
※詳しい集合場所及び当日の駐車場などは、当日
の案内に従ってください。

※丸山山頂へは、当日のみ入り口ゲートを９：30～
11：30の間で開放しますので、岸側の川村小学
校横の道を通ってお越しください。

※申込みは不要です。
問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

お　し　ら　せ　版

国道255号
夜間通行止めのお知らせ

　国道255号・籠場インター交差点（国道246号
交差部）の鋪装工事に伴い、夜間通行止めを実施
します。工事中は山北～小田原間の通行ができま
せんので、県道78号などへの迂回をお願いします。
（山北～秦野間は通行可能です。）
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

日　時　２月下旬の４日間を予定
　　　　21：00～翌朝６：00
場　所　国道255号 籠場インター交差点（国道246号交差部）
問合せ　神奈川県県西土木事務所道路維持課（☎83－5111）

平成25年度 
特定健康診査（施設）と75歳以上の方の
健康診査の受診期限は3月31日です
　町では、国民健康保険または後期高齢者医療保険
加入者のうち、年齢が40歳以上で生活習慣病の治療
をしていない方を対象に健康診査を実施しています。
　本年度に受診を希望していて、まだ受診がお済
みでない方は、お早めに受診をお願いします。

受診期限　３月31日（月）まで
※申込み後に町から送付された健康診査票を持参
し、足柄上郡または南足柄市内の契約医療機関
で受診してください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75―3642）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力をお願いします

日　　時　２月14日（金）13：30～16：00
場　　所　役場前駐車場
献 血 が　年齢が男性17歳・女性18歳～69歳、体
できる方　重が50kg以上の方
※65歳～69歳の方は、60歳～64歳の間に献血を
したことのある方に限ります。
※当日の問診や血液の状態により、献血できない
場合があります。
※献血カードをお持ちの方は、ご用意ください。
※初めて献血される方は、免許証などの身分を証
明できるものをお持ちください。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

ごみの収集日について
　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。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原

収集日
２月10日

２月12日
（月）

（水）

もえないごみ

もえるごみ

種　別

かご ば



申告期間　２月14日（金）～３月14日（金）
※土・日曜日及び祝日を除く。
※譲渡所得（土地・株式など）及び住宅借入金等
特別控除適用（１年目）については、小田原税
務署（☎35－4511）でご相談ください。

※３月17日（月）の確定申告相談は、税務署など
で受けてください。なお、申告書の提出のみで
あれば町民税務課で受付けます。

申告場所　役場１階ご用ききスペース、清水・三
　　　　　保支所
※申告書が完成しており提出のみの方は、町民税
務課の窓口で提出ができます。

受付時間　（午前）８：30～11：00
　　　　　（午後）13：00～15：30
定　　員　午前35人、午後40人
※定員に達した場合は、受付時間内でも受付けを
終了させていただきます。

※相談内容により待ち時間が長くなる場合があり
ますので、ご了承ください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

○所得税（国税）　
【確定申告が必要な方】
　・給与所得のほかに20万円を超える所得のある方
　・２か所以上から給与を支給されている方
　・給与の年収が２千万円を超える方
　・事業所得や不動産所得などの所得金額が、所
得税の各種控除の合計額を超える方　など

○町・県民税　
【申告が必要な方】
　・平成26年１月１日に山北町に住所があり、平
成25年中に所得のあった方

　※確定申告をされる方、または給与所得のみ（１
か所）で年末調整が済んでいる方、公的年金
の所得のみの方は申告の必要はありません。

　※給与所得のほかに20万円以下の所得がある場
合、所得税の確定申告は必要ありませんが、
町・県民税の申告は必要です。

償却資産（固定資産税）の申告はお済みですか
　平成26年度の償却資産（固定資産税）の申告期
限が過ぎています。まだ申告されていない方は、
至急申告書を提出してください。
※償却資産とは、会社や個人が事業のために使用
している機械・用具・備品などのことです。

提出・問合せ先　町民税務課税務班（☎75－3641）

冬の星座教室に参加しませんか
日　　時　２月25日（火）
※天候不良の場合は、予備日２月27日（木）に延
期します。

場　　所　ぐみの木近隣公園（多目的広場）
集合・解散　集合19：30　解散20：30
※親子での参加も可能です。なお、子どもだけの
参加の場合は、必ず保護者などによる送迎をお
願いします。

対　　象　小学校３年生以上
定　　員　30名（定員になり次第締切り）
参 加 費　無料
持 ち 物　懐中電灯・温かい飲み物など
申込み方法　２月３日（月）から生涯学習課へ直接ま

たは電話でお申込みください
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

町立中学校の通学区域が変更になります
　教育委員会は、平成25年11月28日の定例教育委員会において、通学区域に関する規則の一部改正につ
いて承認を受けました。この改正は、町立中学校が１校に統合されることに伴うもので、平成26年４月
１日（火）より次のとおり変更となります。

問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

変更前

中学校名 通学区域
※大字別。（　）は地区名。

山北、向原、岸、平山、皆瀬川、
都夫良野（瀬戸・駒の子・都夫良野）山北中学校

都夫良野（野背開戸）、谷ケ、川西、
湯触、山市場、神縄清水中学校

神尾田、世附、中川、玄倉三保中学校

変更後

中学校名 通学区域
※大字別。

山北、向原、岸、平山、皆瀬川、
都夫良野、谷ケ、川西、湯触、山市場、
神縄、神尾田、世附、中川、玄倉

山北中学校

《税務関係の申告について》

役場での夜間相談受付について
　仕事の都合などで、申告期間の受付時間内に相
談ができない方を対象に、夜間相談受付を行います。

受付日時　３月12日（水）17：00～19：00
受付場所　役場１階ご用ききスペース
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）



放課後子ども教室の安全管理員と
学習アドバイザーを募集します
　町では、放課後子ども教室の児童の活動を支援
していただける安全管理員と学習アドバイザーを
募集します。

時　　間　毎週水曜日（給食のある日のみ）
　　　　　放課後～17：00（10月～３月は16：00まで）
場　　所　川村小学校
内　　容　・安全管理員
　　　　　　児童が安全に活動できるように見守る
　　　　　・学習アドバイザー
　　　　　　特技を生かした児童への指導（折り

紙など）や宿題のサポート
謝　　金　安全管理員　　　　１時間 920円
　　　　　学習アドバイザー　１時間1,080円
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①２月22日（土）10：00～15：00
　　　　　②２月23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名3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　２月19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（☎・FAX　76－4886）

森林セラピー体験ツアー
「春休み!!心も身体もぽかぽか宿泊プラン」

参加者募集
日　時　３月15日（土）10：00～16日（日）13：00
場　所　セラピーウォーキング「河村城跡・洒水の滝コース」
宿泊先　中川温泉「丹沢荘」
集　合　健康福祉センター
内　容

※天候などにより、やむを得ず中止・変更の場合があります。
定　員　７名（定員になり次第締切り）
※参加者が５名以上で開催します。
費　用　１名4,000円（宿泊代１名8,500円、交通費など別途）
持ち物　ウォーキングができる服装（防寒）、着替え、リュックサックなど
申込み　参加申込書により、直接、FAXまたはメール
方　法　にてお申込みください
※申込書は、役場または健康福祉センターで配付しています。
　また山北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/）
※参加申込受付完了後、後日申込代表者へ詳細をお知らせします。
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822　FAX76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

「第31回わかりやすい医学講話」を開催します
月　日　２月15日（土）14：00～16：30
会　場　開成町福祉会館 １階多目的ホール
内　容　・無料相談
　　　　　14：00～14：30、15：30～16：30
　　　　・講演「知ってますか糖尿病の本当を？
　　　　　　　　～わかって得する糖尿病の話～」
　　　　　14：30～15：30
講　師　すずき糖尿病内科クリニック院長　鈴木　大輔　氏
参加費　無料
※申込みは不要ですので、直接お越しください。
後　援　足柄歯科医師会、小田原薬剤師会足柄上支部
問合せ　足柄上医師会事務局（☎83－1800）

自衛隊幹部候補生を募集します
　自衛隊では、陸上・海上・航空自衛隊の一般幹
部候補生を募集します。

試験種類　①大卒程度試験　②院卒者試験
応募資格　日本国籍を有し、平成27年４月１日現

在で次のいずれかに該当する方
・20歳以上22歳未満の方【①の試験のみ応募可能】
※学校教育法に基づく大学を卒業した方または外
国の大学を卒業した方。

・22歳以上26歳未満の方【①と②の試験に併願可能】
※学校教育法に基づく大学院の修士課程もしくは専
門職大学院の課程を修了した方またはこれに該当
すると認められる方にあっては28歳未満の方。

１次試験　５月10日（土）筆記試験
　　　　　５月11日（日）筆記式操縦適性検査
※筆記式操縦適性検査は、飛行要員希望者のみ。
受付け期間　２月１日（土）～４月25日（金）
問 合 せ　自衛隊神奈川地方協力本部
　　　　　小田原地域事務所（☎24－3080）

町内バレーボール祭
日　　時　３月２日（日）9：00開会
場　　所　山北中学校体育館
参加資格　町内の職場や学校、地域などで編成され

たチーム（９人制）
参 加 料　１チーム3,000円（保険料を含む）を当

日お支払ください
申込み期限　２月19日（水）まで
問 合 せ　山北町体育協会バレー部　鈴木　健市
申 込 み　（☎76－3279　携帯080－5046－0562）

きすず けんいち

・ストレス度チェック
・セラピーウォーキング
・昼食「セラピー弁当」
・温泉三昧＆セラピー料理

・湯ノ沢ぶらり散歩
・木のバッジづくり
・郷土料理「みほ弁」

１日目 ２日目

きすず だいすけ



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。絵本や手遊びで一緒に
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　２月19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）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

第7回 ちいき・ふくし博を開催します
　障がいのある方の地域生活活動など、障がい福
祉の理解と周知を図ることを目的に、ちいき・ふ
くし博を開催します。

日　時　２月24日（月）～２月28日（金）
　　　　８：30～17：15
※２月28日（金）は12：00までです。
場　所　南足柄市役所１階アトリウム
内　容　・障がい者福祉関係施設および機関の概

要、活動紹介
　　　　・各施設などにおける障がい者の作品展示
　　　　・第５回デザイン画コンクール表彰式お

よび入賞作品展示
参加費　無料
問合せ　自立サポートセンタースマイル（☎71－0117）

YKA健康ウォーキング参加募集
日　　時　２月18日（火）※雨天中止。
行 き 先　鎌倉巡礼古道（名越から報国寺）
集　　合　８：00　山北駅表口
※行きの切符は用意しますので、買わないでください。
費　　用　会員の方　2,100円（交通費・拝観料）
　　　　　新規入会の方　3,100円（交通費・拝観料・入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
　に入会する必要があります。
持 ち 物　飲み物、雨具、帽子、手袋など
申込み期限　２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）
※会員の方で参加される場合も、必ずお申込みください。

今月の納期限
●２月12日（水）
　上下水道使用料（A地区第６期）
●２月28日（金）
　固定資産税（第４期）
　介護保険料（第８期）
　後期高齢者医療制度保険料（第８期）
　保育料（２月分）
　幼稚園使用料（２月分）

「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
持 ち 物

２月18日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成24年４月～７月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳６か月児健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

２月25日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年10月、11月生まれの乳児
母子健康手帳

３か月児健康診査

≪人権行政相談≫
２月20日（木）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）

お詫びと訂正
　１月16日発行の広報やまきたおしらせ版「乳が
ん・子宮がん集団検診のおしらせ」の記事で、費
用の記載に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。
【乳がん検診】視触診、マンモグラフィ（乳房Ｘ線検査）
　（正）40歳～69歳の方　2,000円
　（誤）40歳～69歳の方　1,600円

　平成25年度版町民カレンダーで、２月の「今月
の納期」に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。
　（正）12日　上下水道使用料（A地区第６期）
　（誤）10日　上下水道使用料（A地区第６期）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

２月20日（木）
９：00～９：15
健康福祉センター
平成23年12月～平成24年2月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

２歳児歯科教室

※歯科検診と栄養相談を実施します。なお、希望
　者にはむし歯予防の薬をぬります。


