
源泉所得税年末調整
および消費税軽減税率制度個別相談会
　令和元年7月～12月分の源泉所得税の納付時期
になりました。給与の支払いをしている事業主の
方は、令和２年１月20日(月)が納付期限です。
（税額が無い場合でも、納付書による報告義務があります）
日　時　令和２年１月８日(水）、９日（木）、10日（金）
　　　　各日とも10：00～16：00
場　所　山北町商工会館2階　第1会議室
問合せ　山北町商工会（☎76－3451）
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ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　12月17日（火）※雨天中止。
行 き 先　大井町　寺社めぐり
集　　合　山北駅北口　８：40
費　　用　会員の方 400円 （交通費）
　　　　　新規入会の方 1,400円 （交通費、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　昼食、飲み物、雨具、健康保険証など
申込み期限　12月13日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

年末年始における
「コンビニ交付サービス」について
　住民票の写し・印鑑登録証明書の「コンビニ交付
サービス」について、一部のコンビニなどでは、次の日
程でサービスの提供ができませんのでご注意ください。
日　程　12月29日（日）～令和２年１月３日（金）
事業者　全国のセブンイレブン・ローソン・ファ
　　　　ミリーマートなど一部事業者
※詳細は町ホームページをご覧ください。
問合せ　町民税務課町民班（☎75－3641）

火葬場　年末年始の休場日

【小田原市斎場】
問 合 せ　小田原市斎場（☎34－4909）火葬予約
受付時間　友引を除いた８：30～17：30
【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）
※土・日曜日・祝日及び閉庁時間の場合は、御殿場
市役所守衛室（☎0550－83－1212）。

休場日
令和２年１月１日（水・祝）
～１月３日（金）
令和２年１月１日（水・祝）
及び令和２年１月３日（金）

斎　場

小 田 原 市 斎 場

御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

中川温泉 ぶなの湯　年末年始休業します
休業日　12月28日（土）～令和２年１月４日（土）
※新年は１月５日（日）から営業します。
問合せ　中川温泉 ぶなの湯（☎78－3090）

さくらの湯　年末年始休業します
休業日　12月28日（土）～令和２年１月４日（土）
※新年は１月５日（日）から営業します。
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

道の駅「山北」　年末年始休業します
休業日　12月28日（土）～令和２年１月３日（金）
※新年は１月４日（土）から営業します。
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
緊急情報を確実にお伝えするため、全国瞬時警報
システム（Ｊ－ALERT）の起動確認を目的とした
情報伝達訓練を実施します。
※Ｊ－ALERTとは、国から送られてくる緊急情報
を、人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシス
テムです。

実 施 日　12月４日（水）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Jアラートのテストです。」
　　　　　×３回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな情
報伝達手段で試験が実施されます。

※国民保護のサイレン音は流れません。
問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

ジェイ アラート



「ライブ・イン・山北2019」
高校生によるライブコンサートを開催します
日　時　12月15日（日）
　　　　13：30～16：30（開場13：00）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
入場料　無料
出演者　足柄上地域内高等学校生徒アマチュアバンド

（立花学園高校、大井高校、足柄高校、山北高校）
主　催　ライブ・イン・山北2019実行委員会、
　　　　山北町教育委員会、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）

年末火災特別警戒を実施します
　町では、12月26日（木）から31日（火）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
旗の掲出などにより、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
る火災の発生、拡大が予想されますので、次のこ
とに注意しましょう。
・家の周りに可燃ごみなど、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）

足柄上病院初診時選定療養費の改定について
　足柄上病院では、紹介状を持参しないで初診と
して受診される場合に算定される「初診時選定療
養費」を2,750円（現行1,650円）に改定します。
足柄上病院は、地域の医療機関などと連携して、
高度・専門的な医療を提供します。足柄上病院に
初診で受診する場合は、なるべくかかりつけ医な
どからの紹介状をご持参ください。
改定時期　令和２年１月１日（水・祝）
初診とは　診療から一定期間を経過した場合や普
　　　　　段はかかりつけ医で診療している場合
問 合 せ　足柄上病院医事課（☎83－0351（代表））

もの忘れ・認知症相談（専門医による無料相談）
日　　時　12月18日(水) 13：30～
※１人１時間程度。
内　　容　認知症（若年性認知症含む）について

不安や悩みを持つ方やご家族などを対象
に、医療受診の必要性や対応方法につ
いて専門医が相談をお受けいたします。

場　　所　足柄上合同庁舎4階　
　　　　　小田原保健福祉事務所足柄上センター
※事前予約制。
問合せ申込み　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　保健予防課（平日8：30～17：15）
　　　　　（☎83－5111　内線434）

取り壊し家屋の届出について
　固定資産税の課税基準日は、毎年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、必ず町民税務課へご連絡ください。
　連絡がないと、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）

令和元年度
勤労者等住宅資金利子補助金について
　勤労者等住宅資金利子補助金とは、町内で自己
の住宅を新築・購入・増改築するために、町指定
の金融機関で融資を受けた場合の支払利子の一部
を補助する制度です。利子補助を希望する方は、
申請書に必要書類を添えて申請してください。継
続を希望する方も、今年度の申請が必要です。
対　　象　次のすべてに該当する方

①町指定金融機関（横浜銀行、さがみ
信用金庫、ＪＡかながわ西湘、中央労
働金庫）から住宅資金などを借り入れ
た勤労者などであること
②町内に居住していること
③町内に自己の居住用の住宅を新築、
購入又は増改築をすること
④町税などに滞納がないこと

※新規申請の場合、交付対象となってから２年以
　内に申請してください。
※利子補助の期間は３年（36か月分）を上限とします。
※申請書は、定住対策課で配付します。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/0000004055.html）
※詳細についてはお問い合わせください。
申請期間　12月16日（月）～令和２年１月17日（金）
問合せ申請先　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

❷

丸太の森  イベント参加者募集【家族で餅つき】
日　時　12月21日（土）、22日（日）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森
内　容　古民家で杵と臼を使った餅つきに挑戦します
定　員　各日先着15組　※1組60分単位で時間予約制。
持ち物　エプロン、持ち帰り用の箱又はおぼん、
　　　　ビニール袋など
参加費　１組3,500円（材料費、保険代など）
申込み　12月７日（土）９：00から電話にてお申
　　　　込みください
問合せ　足柄森林公園丸太の森（☎74－4510）

きね うす



「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんを持つ子育て世代を対象
に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受けたり、
親子で交流できるフリースペースを提供しています。
●あかちゃんひろば
日　時　12月11日（水）13：30～15：00
対　象　１歳未満のお子様と保護者
　　　　（兄弟・姉妹も参加できます）
※予約不要・無料です。
問合せ　山北町子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター２階）（☎75－0818）
※詳細はホームページに掲載しています。「山北
　町子育て支援センター」で検索してください。

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。
日　時　12月11日（水）11：00～11：20頃
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）

子どもの居場所づくりセミナー開催のお知らせ
日　　時　令和２年１月17日（金）
　　　　　令和２年１月24日（金）
　　　　　両日13：30～16：30（開場13：00）
場　　所　県足柄上合同庁舎　本館５階東側大会議室
対　　象　地域で子どもの支援の活動をされてい
　　　　　る方や、これからはじめたい方など
内　　容　専門医による子どもの発達・成長段階
　　　　　に応じた支援や、管理栄養士による安
　　　　　全・安心な献立作りについての研修会
定　　員　60名　※参加費無料。
持 ち 物　自己PRカード（名刺など）を50枚程度
申込み方法　電話又はFAX、ホームページにてお住ま
　　　　　いの市区町村名、氏名、電話番号を記入
申込み期限　令和２年１月14日（火）17：00
問 合 せ　神奈川県子ども支援課
申 込 み　（☎045－285－0728　FAX045－210－8868）
　　　　　（ http://www.pref.kanagawa.jp/
 docs/s4t/cnt/f536929/p1191959.
 html#asigara）

第38回県西地区障害者文化事業
～つなごうみんなの心～

日　時　12月７日（土）９：30～15：00
場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ
　　　　３階ホール　301集会室
内　容　・県西地区の障がい福祉関係機関、団体
　　　　　などの作品展示と手作り製品の販売
　　　　・第８回県西地区アート作品コンクール
　　　　　「キラッとひかれ！わたしのアート」
　　　　・楽器演奏、踊りなどのアトラクション
問合せ　中井やまゆり園地域支援課（☎81－0288）

親子熱気球体験教室開催のお知らせ
　20メートル以上の大きな風船が人を乗せてどう
して浮かぶの？どうやって目的地に飛んで行く
の？そもそも熱気球ってなに？そんな疑問をみん
なで解決しましょう！！
　熱気球の歴史や仕組みなどを学び実物に触れて、
乗って、体験してみましょう！！

日　　時　12月21日（土）14：00～
場　　所　三保小学校体育館 鹿島山北高校グラウンド
※体育館に集合してください。
対　　象　５歳～小学生とその保護者
定　　員　10組（先着順）
費　　用　１名500円（保険料など）
問 合 せ　ハッピーバルーンクラブ　高杉
申 込 み　（☎090－1424－1518）
※電話にでることができない場合は折り返し連絡
　しますので、番号通知でお電話ください。

❸

月　　日
受付時間
場　　所

令和２年１月７日（火）
９：30～10：30
役場４階　403会議室
※受付は１階福祉課です。

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
受付時間
場　　所

令和２年１月９日（木）
９：30～10：30
役場４階　403会議室
※受付は１階福祉課です。

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。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

第18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。

月　　日　令和2年１月３日（金）
場　　所　山北町スポーツ広場
※代表者会議を12月21日（土）19：00から生涯
　学習センター２階第１会議室で開催します。
申込み期限　12月13日（金）まで
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）
　　　　　（携帯090－1774－0160）

か とう よういちろう



山北町プレミアム付商品券の申請期限を延長します
延長後の　１月17日（金）申請期限　
申請方法　申請書郵送時に同封した返信用封筒（切

手不用）を使用するか、福祉課、清水・
三保支所にご持参ください

※申請書を紛失した場合は、福祉課までお問い合わせください。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

上下水道料金（11月、12月検針分）の減免について
　台風19号の被災による水道施設の損傷に伴う計
画断水もしくは断水の影響を受けた地区（使用
者）につきましては、上下水道料金の減免を行い
ます。詳細につきましては、12月１日付の回覧又
は町ホームページをご覧ください。
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

❹

「健康福祉センター」から
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。

対　　象　町内に在住の方
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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
12月11日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

内 　 容

費 　 用
持 ち 物

申込み方法

令和２年１月8日（水）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
生後５～８か月の乳児とそのご家族（５～８か月
以外の月齢で必要とされる方も受けられます）
離乳食について［講義］／調理実習・試
食（和食編：白身魚のホイル焼き他２品）
大人1名300円（食材費）
母子健康手帳、エプロン、三角巾、ハンドタオル
予約制です。12月27日（金）午前中までに
保険健康課健康づくり班へお申込みください

離乳食教室

12月16日号のおしらせ版はお休みです

月　　日
時　　間
場　　所
対　　象

内　　容

参 加 費

持 ち 物

申込み方法

令和２年１月11日（土）
10：00～12：00（受付９：45～）
松田町健康福祉センター
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・妊娠中の栄養［講話］
・妊娠中の歯の衛生［講話・実技］
無料
母子健康手帳、筆記用具、タオル、
歯ブラシ、手鏡、コップ
予約制です。令和2年1月9日（木）ま
でに保険健康課健康づくり班へお申込
みください。※託児を希望する方は、
12月26日（木）までにお申込みください。

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

３か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

12月24日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
令和元年８～９月生まれの乳児
母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

12月10日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成28年９～11月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、３歳児健診検査セット
（視力・聴力検査用紙、尿検査）、子育てアンケート

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで。
母子健康手帳、お誕生前健診票
※お誕生前健診票は個別に郵送します。

12月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

今月の納期
●２日 ●25日
認定こども園・保育園・幼稚園保育料（11月分） 固定資産税（第3期分）
放課後児童クラブ負担金（11月分） 認定こども園・保育園・幼稚園保育料（12月分）
国民健康保険税（第6期分） 放課後児童クラブ負担金（12月分）
介護保険料（第5期分） 国民健康保険税（第7期分）
後期高齢者医療制度保険料（第5期分） 介護保険料（第6期分）
町設置型浄化槽使用料（9・10月分） 下水道受益者負担金（第3期分）
町営住宅使用料（11月分） 町設置型浄化槽分担金（第3期分）
●11日 町営住宅使用料（12月分）
上下水道使用料（Ａ地区第5期分）


