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 初回相談 
 完全無料 

 

 
●対象となる主な傷病 
うつ病、統合失調症、発達障害、糖尿病
(人工透析、網膜症等)、脳梗塞、ペース
メーカー、人工肛門、心筋梗塞、がん、
てんかん、筋ジストロフィー  etc 

   

まずはお気軽にお電話下さい。 

 

西湘・小田原 障害年金相談センター 
    
 お問合せ0465 - 20 - 0222 平日：9:00～18:00 ※土日曜応相談 

小田原市栄町2-7-25小田原栄町ビル3F 3-B  運営：社会保険労務士あじさい法務事務所 

悪天候時のごみの収集について
　積雪などの場合でも、基本的にもえるごみ・もえな
いごみ・資源ごみの収集は予定通り実施します。
　事前に業者がコンテナ・収集ネットを配付できな
い場合は、レジ袋などで代用して出してください。
　なお、予定通り収集できない場合は、町の防災無
線・あんしんメールでお知らせします。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力をお願いします

月　日 時　間 場　所
2月16日（月） 13：30～16：00 役場前駐車場

献 血 が　年齢が男性17歳・女性18歳から69歳
できる方　までで、体重が50kg以上の方
　　　　　※65歳～69歳の方は、60歳～64歳の時
　　　　　　に献血をしたことのある方に限ります。
※初めて献血する方は、免許証などの身分を証明 
　できるものをお持ちください。
※献血手帳をお持ちの方は、持参してください。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

県知事・県議会議員選挙、
町議会議員選挙の日程

選挙の種類 告示日 投票日
県知事 3月26日（木）

4月12日（日）
県議会議員 4月  3日（金）
町議会議員 4月21日（火） 4月26日（日）

町議会議員選挙立候補予定者の事前説明会
日　時　2月27日（金）13：30から
場　所　生涯学習センター2階　会議室
※出席者は、1候補者につき2名以内でお願いします。

問合せ　山北町選挙管理委員会（総務防災課内）
　　　　（☎75－3643）

舗装工事に伴う夜間通行止めのお知らせ
　県道74号（小田原山北線）の舗装打換え工事のた
め、夜間全面通行止め（6日間予定・雨天順延）及び
片側交互通行となります。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。

期　　間　2月下旬～3月上旬（予定）
時　　間　21：00～翌朝6：00
場　　所　県道74号（下図　　　　　区間）
施工業者　㈱山崎組（☎75－0173）
問 合 せ　神奈川県県西土木事務所道路維持課
　　　　　（☎83－5111）
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相続 ・ 贈与などお気軽にご相談ください
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税務関係の申告について
○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か所以上から給与が支給されている方
　・給与の年収が2,000万円を超える方
　・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27年1月1日に町に住所があり、平成26 
　　年中に所得のあった方
　※確定申告をする方、又は給与所得のみ（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。

申告期間　2月13日（金）～3月13日（金）
　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。
　　　　　※小田原税務署の確定申告期間は、3月
　　　　　　16日（月）までです。
受付時間　（午前）  8：30～11：00
　　　　　（午後）13：00～15：30
申告場所　役場1階ご用ききスペース、
　　　　　清水・三保支所
※申告書が完成している方は、受付は不要です。
　役場町民税務課窓口又は清水・三保支所に提出 
　してください。
定　　員　（午前）35名、（午後）40名
※定員に達した場合は、受付時間内でも受付を 
　終了させていただきます。
※受付順にお受けしますが、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。
※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、税務署で 
　ご相談ください。
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

償却資産（固定資産税）の申告はお済みですか
　平成27年度の償却資産（固定資産税）の申告期
限が過ぎています。まだ申告していない方は、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。

提出先・問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

役場での夜間相談受付について
　仕事の都合などで、通常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11日（水）17：00～19：00
受付場所　役場1階ご用ききスペース

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、国民健康保険又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
療を受けていない方を対象に、健康診査を実施し
ています。
　本年度に受診申込みをしていて、まだ受診がお
済みでない方は、早めに受診してください。
　新たに受診を希望する方についても、申込みを
受付けています。

受診期限　3月31日(火)まで
※申込み後に、町から送付された健康診査票を持 
　参し、足柄上郡又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)

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　・田屋敷住宅2階　
　　　　　　2戸（201号室 2DK・205号室 3LDK）
　　　　　・新根下住宅 2階　
　　　　　　1戸（202号室 2LDK）
　　　　　※両住宅共に、共同エレベーター完備 
主な入居資格　・町内に在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・現在、住宅に困窮していること
これらの条件をすべて備え、次の①又は②を満たす方
①一般世帯の場合
　夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とした
　家庭で、平成25年の月あたりの所得が158,000円 
　以下であること
②高齢者世帯や障がい者世帯の場合
　入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・ 
　知的障がいのある方で、平成25年の月あたりの 
　所得が214,000円以下であること（ただし、昭 
　和31年4月1日以前に生まれた方も、緩和措置 
　により入居資格があります）
※犬・猫その他の動物は飼えません。
受付期間　2月2日（月）～13日（金）
申込み方法　入居申込書に必要事項を記入し、役場
　　　　　定住対策室に提出してください
※申込書は、定住対策室で配付します。
※入居資格の詳細・入居時期については、お問合 
　せください。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消 
　しとなります。 
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定します。
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）



山北幼稚園アルミ缶回収のお願い
　山北幼稚園保護者会では、アルミ缶の回収を行い、
その収益を子どもたちへの教育環境の向上のために
役立てています。
　アルミ缶の回収にご協力をお願いします。

日　時　常時回収しています
場　所　山北幼稚園プール側倉庫横
回　収　缶を洗ってつぶし、ビニール袋に入れて
方　法　出してください
問合せ　山北幼稚園（☎75－1530）

改正土砂災害防止法に基づく基礎調査結果を公表します
　「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」の基礎調査
結果を公表しています。

閲覧先　・神奈川県砂防海岸課ホームページ
　　　　　URL(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f11696/）    　　　　　　　　
　　　　　※「4土砂災害警戒区域等の区域図（告示図書の閲覧）」で公開  
　　　　・県西土木事務所河川砂防第二課窓口（☎83－5111）
　　　　・山北町役場都市整備課窓口（☎75－3647）
問合せ　県西土木事務所河川砂防第二課（☎83－5111）

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　2月17日（火）※雨天中止。
行き先　我が町を歩こう（萩原～尺里方面）
集　合　9：30　山北駅表口
費　用　新規入会の方のみ1,000円（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。
申込み　2月13日（金）まで期　限　
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

食品衛生責任者養成講習会
　「食品衛生責任者」の資格取得のための講習会
を開催します。

【受講申込み受付】※代理も可
日　時　2月25日（水）
　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター2階　研修室
受講資格　義務教育履修中の方を除く満15歳以上の 
　　　　方、日本語が理解できる方　
定　員　100名
持ち物　証明写真（縦4cm×横3cm）2枚、
　　　　受講料10,000円（返金不可）
【講習日】
日　時　3月18日（水）10：00～17：00
場　所　足柄上合同庁舎2階　大会議室
問合せ　足柄食品衛生協会（小田原保健福祉事務所
申込み　足柄上センター）（☎85－3730）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①2月21日（土）10：00～15：00
　　　　　②2月22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人3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　2月18日（水）まで
申込み方法　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電

話又はFAXでご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

音楽講座「冬をうたう」を開催します
日　時　2月15日（日）14：00から
場　所　生涯学習センター3階　視聴覚ホール
内　容　たきび、待ちぼうけなど冬のうたの歌唱 
　　　　と鑑賞
主　催　ヴォーカルグループ「山びこ」
後　援　山北町教育委員会
※入場無料、申込み不要です。
問合せ　「山びこ」事務局（☎76－3288）

町内バレーボール祭
日　時　3月1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　2月18日（水）まで期　限
問合せ　山北町体育協会バレー部　鈴

す ず き
木 健

けんいち
市

申込み　（☎76－3279）（携帯 080－5046－0562）

町ホームページで回覧板が閲覧できます
　町からお知らせしている回覧が、1月から町
ホームページでも閲覧できるようになりました。　　
　ぜひご活用ください。　
※トップページ「行政情報」▶「回覧板」

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）



2月のお誕生前健康診査※個別健康診査
対　　象 　平成26年2～4月生まれの乳児
　　　　 　※満10か月から誕生日前日まで
日　　時 　医療機関にお問合せください
場　　所 　足柄上地域、小田原市の医療機関など
持 ち 物 　母子健康手帳、お誕生前健診票

1歳6か月児健康診査
月　　日 　2月17日（火）
受付時間 　13：00～13：15
場　　所 　健康福祉センター
対　　象 　平成25年5～7月生まれの幼児
持 ち 物 　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

2歳児歯科健診
月　　日 　2月19日（木）
受付時間 　9：00～9：15
場　　所 　健康福祉センター
対　　象 　平成24年12月～平成25年2月生まれの幼児
持 ち 物 　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ
※歯科健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塗ります。

3か月児健康診査
月　　日 　2月24日（火）
受付時間 　13：00～13：15
場　　所 　健康福祉センター
対　　象 　平成26年10月、11月生まれの乳児
持 ち 物 　母子健康手帳

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 　2月13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
持 ち 物 　母子健康手帳

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

≪人権行政相談≫
2月20日（金）13：00～15：00

役場3階　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）

女性の健康相談
日　時　3月3日（火）9：30～11：30
場　所　県小田原保健福祉事務所足柄上センター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。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター保健福祉課
申込み　（☎83－5111　内線464）

神奈川県中小企業活性化推進月間
　2月は「神奈川県中小企業活性化推進月間」とし
て、企業や団体など多様な担い手と連携・協働しな
がら各種支援事業を集中的に展開していきます。

期　間　2月1日（日）～28日（土）
問合せ　神奈川県中小企業支援課（☎045－210－5558）

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。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　2月18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　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

実施日 時　間 場　所

2月25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・申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

今月の納期限
　　 ●2月12日（木）
　　　上下水道使用料（A地区第6期分）

　　●3月2日（月）
　　　固定資産税（第4期分）
　　　保育料（2月分）
　　　放課後児童クラブ負担金（2月分）
　　　介護保険料（第8期分）
　　　後期高齢者医療制度保険料（第8期分）
　　　町営住宅使用料（2月分）　　
　　　幼稚園使用料（2月分）


