
捻挫・打撲・挫傷・筋肉や関節の痛み・ムチウチ・肩こり・腰痛・背骨の歪み

〒258-0112 山北町岸2063-3
TEL.0465-20-9505

【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】
《受付時間》午前8：30～12：30 ／午後3：30～7：30
日
●／休

月
休

火
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日曜午後・月曜日休診／予約不要（予約優先あり）
詳しくは公式ホームページでご確認ください

山北町　伊藤整骨院　公式

伊藤整骨院

学校閉庁日について
　山北町立小・中学校に勤務する教職員の働き方
改革を進めるため、年末年始の学校閉庁日を次のと
おりとしました。ご理解、ご協力をお願いします。
閉　庁　日　12月27日（月）、28日（火）
　　　　　　令和４年１月４日（火）、５日（水）
※期間中は日直を配置せず、原則として全ての業
　務及び部活動を含む教育活動は行いません。
※閉庁期間中の緊急連絡は、学校教育課までお願いします。
緊急連絡先　学校教育課教育班（☎75－3648）

❶

令和３年１２月１日発行 第７４６号
編集発行 山北町役場企画政策課
〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

☎０４６５－７５－１１２２㈹
ホームページ https://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町外からの出店も多数予定していますので、ぜひ
お越しください。お待ちしています。
日　　時　12月５日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～９：00
※新型コロナウイルス感染防止対策として、第1部のみ実施します。
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、惣菜、パン、花、雑貨などを販売
イベント　ガラガラ抽選会
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）

年末火災特別警戒を実施します
　町では、12月26日（日）から31日（金）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
り火災が発生しやすくなりますので、火気の取り
扱いにご注意ください。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

さくらの湯・中川温泉ぶなの湯・
道の駅「山北」年末年始休業します

　本号に掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期や中止となる場
合があります。最新情報については町ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

年末年始のごみ収集日について
　年末年始は、ごみの収集日が通常と異なる日や収
集を行わない日がありますので、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。

収集を行わない日
　　　　12月29日（水）、31日（金）、
　　　　令和４年１月１日（土・祝）～３日（月）
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

地　　　区

全地区
※年内最終収集日です。

収集日
12月22日
（水）
12月30日
（木）

ペット・
プラなど

もえるごみ

種　別

問合せ
☎75－0822
☎78－3090
☎77－2882

施設名
さくらの湯
中川温泉ぶなの湯
道の駅「山北」

12月28日㈫～令和4年1月4日㈫
12月27日㈪～令和4年1月4日㈫
12月27日㈪～令和4年1月3日㈪

休　業　日

プレミアム付商品券の引き換え期限が近づいています
　「くらし応援！！D52（ゴーツー）商品券」の購
入（引き換え）期限は12月28日（火）までです。
購入引換券をお持ちで、まだ引き換えをされてい
ない方は、期限までに引き換えをお願いします。
　期限を過ぎた場合には引き換えができませんの
で、ご注意ください。
購入期限　12月28日（火）
販売時間　平日９：00～12：00、13：00～16：00
販売場所　申込みの際に指定された場所（町から
　　　　　送付した引換券に記載しています）
利用期限　令和４年２月28日（月）
問 合 せ　くらし応援！！D52（ゴーツー）商品券
　　　　　コールセンター（☎080－9536－5926）
　　　　　（年末年始を除く平日９：00～16：00）



～事業をされている方へ～
償却資産（固定資産税）申告のお願い
　個人や法人で事業（農業を含む）を行っている方
が所有している事業用資産には、償却資産として固
定資産税が課税されます。令和４年１月１日現在償
却資産を所有している方は、町民税務課へ申告をお
願いします。
※昨年申告された方、個人事業の開業届や法人の設
立・開設届を提出された方には原則12月中に関係
書類を郵送しますが、新たに申告する方、申告書
が届かない方は、町民税務課までご連絡ください。
申 告 が　令和４年１月１日現在、町内に償却資産
必要な方　（他人への貸付資産含む）を所有する個
　　　　　人又は法人　　　
申告期限　令和４年１月31日（月）
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

年末調整　個別相談会のお知らせ
　町商工会では、年末調整の個別相談会を実施し
ます。ご来場の際には、事業主、青色専従者、従
業員、扶養家族などのマイナンバーがわかる書類
をご持参ください（税額が無い場合でも、納付書
による報告義務があります）。
月　日　令和４年１月12日(水）～14日（金）
時　間　各日とも10：00～16：00【事前予約制】
場　所　山北町商工会館２階　会議室
問合せ　山北町商工会（☎76－3451）

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）

子育て世帯向け住宅
サンライズやまきたの入居者を募集します
～山北駅から徒歩１分の好立地！～

募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
募集部屋　101号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　506号室：3LDK（72.23㎡）
　　　　　601号室：3LDK（80.22㎡）
　　　　　605号室：2LDK（65.27㎡）
家　　賃　55,000円～78,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃を決定します。
※詳細は、定住対策課へお問い合わせください。
入居可能時期　入居決定後速やかに（要相談）
主な入居資格　・入居者と同居親族の令和２年の月所得

額が158,000円以上487,000円以下
の方（所得の範囲に入らない場合は
ご相談ください）

　　　　　・町内、町外を問いません
　　　　　・同居親族を有する方
　　　　　・18歳未満の子どもがいる世帯、新婚や

婚約中の若年世帯など
※月所得額とは、年間所得金額から定められてい
　る額を控除し、12か月で割った額です。
申込み期間　入居者決定まで随時募集中【先着順】
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　定住対策課で配布している入居申込書に
　　　　　必要事項を記入し、提出してください
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消となります。
問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

❷

町職員（土木技術職・幼保職）を募集します！！

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）、エントリーシート（町指定のもの）、成績
　　　　　証明書、卒業証明書又は卒業見込証明書、資格証明書又は取得見込証明書（幼保職のみ）
※専門学校を卒業又は卒業見込みの人は、高等学校の成績証明書・卒業証明書も同時に提出してください。
※申込書などは総務防災課で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。
給　　与　町の規定による（その他住居手当、通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付期間　12月６日（月）～10日（金）８：30～17：15
※郵送などによる申込みも可。（12月10日必着）
試験日程　第１次試験：12月17日（金） 
　　　　　　　　　　　14：00～（予定）
　　　　　第２次試験：令和４年１月11日（火）
　　　　　　　　　　　13：00～（予定）
試験会場　役場４階　403会議室（第１次試験）
試験内容　第１次試験：一般的な知識についての
　　　　　　　　　　　筆記試験、適性検査
　　　　　第２次試験：面接試験
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

採用予定日

令和４年
４月１日

職　種

土木技術職

保育教諭・
幼稚園教諭・
保 育 士

職務内容

土木業務

認定こども園
・幼稚園・保育園
での保育業務

採用人数

若干名

応　募　資　格
平成３年４月２日以降に生まれ、高等学校以上の
学校を卒業した人で、土木に関する専門課程を修
了した人（令和４年３月卒業見込者含む）
昭和46年４月２日以降に生まれ、幼稚園教諭及び
保育士の資格をお持ちの人、又は採用期日までに
取得見込みの人（令和４年３月卒業見込者含む）



❸

令和3年度勤労者等住宅資金利子補助金
　この補助金は、町内で自身の住宅を新築・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。希望
する方は、申請書に必要書類を添えて定住対策課に
提出してください。継続を希望する方も、今年度の
申請が必要です。
対　　象　次の全てに該当する方

・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
・町内に居住していること
・町内に自身の居住用の住宅を新築、
購入又は増改築をすること
・町税などに滞納がないこと

※新規申請の方は、交付対象となってから２年以内
　に申請してください。
※継続申請の方は、郵送による申請が可能です。
※利子補助の期間は３年（36か月分）が上限です。
※申請書は定住対策課で配布している
ほか、町ホームページからもダウン
ロードできます（右の画像からアク
セスできます）。
※詳細は、定住対策課にお問い合わせください。
申請期間　12月16日（木）～令和４年１月17日（月）
問合せ申請先　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

山北からだすっきりプログラム
（令和3年度健康づくりステップアップ事業）
　新型コロナウイルスの影響で運動の機会が減っている
今、ご自宅で続けられる運動を覚えて健康づくりをしましょう。
健康運動指導士が各日のテーマにそった内容で紹介します
ので、運動習慣づくりのきっかけとしてぜひご参加ください。
日　　時　令和４年１月17日、31日、２月14日
　　　　　（全て月曜日）10：00～11：30
場　　所　健康福祉センター２階　多目的室２ほか
テ ー マ　１日目　足の指・裏を意識して正しい姿勢で歩こう
　　　　　２日目　血行を良くして代謝をアップ
　　　　　３日目　座ったままでもできる簡単な運動
対　　象　・特定保健指導の動機づけ、積極的支援対象者
　　　　　・健診などで所見のある方
　　　　　・生活習慣病などで治療中の方で主治医
　　　　　　の運動許可がある方
　　　　　・運動習慣のない方
　　　　　・原則３日間参加できる方
費　　用　無料
申込み方法　窓口又は電話にてお申込みください
※お申込みの方には個別に案内を送付します。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日　12月21日（火）※雨天中止
行 き 先　町内散策（㈱トヤマ、般若院、ぐみの木近隣公園）
集　　合　９：00　山北町役場駐車場
費　　用　会員の方 無料
　　　　　新規入会の方 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。

持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、健康保険証など
※マスクの着用をお願いします。
申込み期限　12月17日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

火葬場　年始の休場日について

※予約方法は、各斎場ホームページをご確認ください。
【小田原市斎場】
問 合 せ　小田原市斎場（☎34－4909）
火葬予約　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）にご連絡ください。

足柄上地区在宅医療・介護連携地域講演会
『悲しみこそ真の人生の始まり 内面の成熟こそ』
－さまざまな「生きる」を考える－
　コロナ禍で死を身近に感じる状況となり、自身の
生きる価値や最期をどう迎えるか、家族をどう送り
出せるかを、いっそう突き詰められています。人流
を避けるために人と人との結びつきも限られている
なかで、さまざまな「生きる」を考えませんか。
月　日　令和４年１月10日（月・祝）
時　間　14：00～15：30（開場13：30）
※入場の際は、マスクの着用をお願いします。
※入場時に検温を行います。発熱が確認された方は
　入場をお断りすることがあります。
場　所　南足柄市文化会館大ホール
　　　　（南足柄市関本415-1）
講　師　ノンフィクション作家　柳田　邦男　氏
定　員　530名（先着順）
費　用　無料
申込み　電話又は申込みフォーム（右
方　法　の画像からアクセスできます。）
　　　　からお申込みください
問合せ　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
申込み　（☎43－8172）
※受付時間は、平日8：30～17：00です。

やなぎだ くに お

休　場　日斎　　場
令和４年１月１日（土・祝）

～１月３日（月）小田原市斎場

令和４年１月１日（土・祝）御殿場市・小山町
広域行政組合斎場



❹

１歳児歯科教室
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

令和４年１月11日（火）
午前（時間は個別に通知します）
健康福祉センター２階　多目的室２
令和２年11月～令和３年１月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、問診票

今月の納期
●10日 上下水道使用料（A地区第5期分）
●27日 固定資産税（第３期分）
 認定こども園・保育園保育料（12月分）
 幼稚園延長保育料（11月分）
 放課後児童クラブ負担金（12月分）
 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）
 町営住宅使用料（12月分）

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
12月８日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

月　　日
時　　間

場　　所

対　　象

内　　容

費　　用

持 ち 物

申込み方法

令和４年１月８日（土）
10：00～12：00（受付９：45～）
松田町健康福祉センター
（松田町松田惣領17－2）
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］
無料
母子健康手帳、筆記用具
※動きやすい服装でお越しください。
予約制です。令和４年１月６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。

ママパパクラス

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

内　　容

費　　用
持 ち 物

申込み方法

令和４年１月12日（水）
９：15～９：30
健康福祉センター２階　多目的室２ 
生後８か月までの乳児とその保護者
・離乳食について［講義］
・簡単な調理実習
大人１人100円（食材費）
母子健康手帳
予約制です。令和４年１月７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 月　　日
受付時間

場　　所

令和４年１月４日（火）
９：30～10：30
役場４階　404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４年１月６日（木）
９：30～10：30
役場４階　404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）

３か月児健康診査
日　　時

場　　所

対　　象

持 ち 物

平日12：00～12：45（水曜日を除く）
樹こどもクリニック
（開成町吉田島4320－2）
生後３か月～４か月の乳児
母子健康手帳、問診票、子育てアンケート
※問診票、子育てアンケートは個別
　に郵送します。

※３か月児健康診査は、健康福祉センターで行う集団
方式から医療機関で行う個別方式に変更しています。

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問い合わせください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
生後10か月～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

12月16日号のおしらせ版はお休みです

「健康福祉センター」から　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


