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【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】
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山北町　伊藤整骨院　グーペ

11月1日から受付時間を変更します11月1日から受付時間を変更します
午前 8:30－12:00
午後 2:00－ 5:30

夕方午後５時半から７時までは完全予約制で
承ります。受付時間内に窓口または電話で
お申込みください。

有料広告

❶

　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。

プレミアム付商品券の購入期限
が近づいています

　「さらにくらし応援！！D52（ゴーツー）商品
券」の購入（引き換え）期限は次のとおりです。
購入引換券をお持ちで、まだ購入をされていない
方は、期限までに購入をお願いします。
　期限を過ぎた場合には購入ができませんので、
ご注意ください。

購入期限　11月30日（水）
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12月31日（土）
問 合 せ　さらにくらし応援！！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）

第2回県立山北高等学校
「地域との協働による報告会」
～伝えよう山北町に。私たちの気づきと思い～
　県立山北高等学校が取り組んでいる「地域協働
による探究活動」の成果を、町民の皆さんに報告
します。ぜひご参加ください。

日　時　12月14日（水）
　　　　14：00～15：30（入場13：30）
場　所　生涯学習センター1階　多目的ホール
※3階視聴覚ホールにてライブ配信も行う予定です。
内　容　第１部　山北高等学校からの報告　
　　　　　　　　・山北高校生から山北町への提言
　　　　第２部　座談会「山北町と山北高校“マ

イ・プロジェクト”」（仮）
　　　　　　　　・高校生、高校教員、地域住民、

町職員による振り返り
※ご来場の際は、新型コロナウイルス感染防止対

策にご協力をお願いします。
※当日は、手話での通訳も行う予定です。
問合せ　こども教育課教育支援班（☎75－3648）

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　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

ジェイ
-A

ア ラ ー ト
LERT）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。

日　　時　11月16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　地域防災課防災安全班（☎75－3643）
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小田原市消防本部主催普通救命講習
　成人の心肺蘇生法とAED（自動体外式除細動
器）の取り扱いについて学びます。

日　　時　12月4日（日）9：30～12：30
場　　所　生涯学習センター2階　第1・2・3会議室
対　　象　中学生以上の方（先着10名）
※足柄上郡5町、南足柄市又は小田原市に在住、

在勤又は在学の方優先となります。
申込み期間　11月10日（木）～11月24日（木）
　　　　　9：00～17：00（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　電話予約後、申請書を最寄りの消防署

へ直接提出してください

問合せ申込み　小田原市消防本部救急課（☎49－4441）

秋季全国火災予防運動を実施します
　11月9日（水）～15日（火）の秋季全国火災
予防運動にともない、11月9日（水）に、足柄上
郡5町の消防団と小田原市消防本部合同の防火パ
レードを実施します。山北町消防団からは、第9
分団が山北町と開成町を巡回する予定です。
　町民の皆さんは、一人ひとりが防火に対する意
識を高め、火災から生命と財産を守りましょう。

　令和4年度全国統一防火標語
『お出かけは　マスク戸締り　火の用心』

問合せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）

❷

「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
たりしています。
●フリースペース（子育てひろば）の利用について
開所日時　月曜日～金曜日、第1土曜日（第1土曜

日が祝日の場合は第2土曜日）
　　　　　①10：00～12：00
　　　　　②13：00～15：00
※混雑状況により、利用を制限する場合があります。
※①については、町外在住の方は予約が必要です。

～イベント開催のお知らせ～
●らっこっこ（絵本の読み聞かせ）
日　　時　11月9日（水）11：00～
※毎月第2水曜日に開催します。
※予約不要・無料です。

●あかちゃんひろば
日　　時　11月17日（木）10：00～12：00　　
対　　象　満1歳未満のお子さんと保護者
　　　　　（兄弟姉妹も参加できます）
※毎月第3木曜日に開催します。
※予約不要・無料です。

●おたんじょうび撮影会
日　　時　11月21日（月）10：00～11：30
※毎月第3月曜日に開催します。
　（ただし、7月、8月、9月は第2月曜日）
※予約不要（町外在住の方は要予約）・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）
※詳しくは、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。

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療
制度保険料納付額のお知らせを送付します
　令和4年中に国民健康保険税・介護保険料・後
期高齢者医療制度保険料を普通徴収（納付書によ
る納付又は口座引落し）で納付された方へ、確定
申告などに使用する納付額のお知らせを1月下旬
に郵送します。

※年末調整などの理由により事前に必要な方は、
保険健康課保険年金班へご連絡ください。

※特別徴収対象者（年金天引き）で納付額のお
知らせが必要な方は、1月中旬より年金保険者
（日本年金機構など）から郵送される源泉徴収
票をご利用ください。

※非課税年金（遺族年金又は障害年金）から特別
徴収されている方は、源泉徴収票が年金保険者
から郵送されません。必要な方は、保険健康課
保険年金班へご連絡ください。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

国民年金保険料の控除証明書が送付されます
　年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告す
るための「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」が、11月上旬までに日本年金機構から順次
郵送されます。
※10月1日以降に今年初めて国民年金保険料を納

付された方には、令和5年2月上旬に郵送される
予定です。

問合せ　日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
　　　　（☎0570－003－004）



❸

精神保健福祉相談
　不眠、うつ、アルコール依存などのこころの不
調に関する相談を、精神科医師と福祉職がお受け
します。精神科未受診の方が対象です。

日　時　11月8日(火)、12月13日(火)、
　　　　令和5年1月17日（火）13：30～
　　　　（事前予約制・1人1時間程度）
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　（開成町吉田島2489－2　足柄上合同庁

舎4階）

問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター　
申込み　保健予防課（☎83－5111　内線432）

足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター「地域映画上映会」のお知らせ
タイトル　「ぼけますから、よろしくお願いします。～おかえり お母さん～」
日　　時　11月26日（土）13：30～15：30（開場13：00）
場　　所　大井町生涯学習センター　ホール（大井町金子1995）
対　　象　足柄上地域に在住又は在勤の方
定　　員　400名
費　　用　無料
申込み方法　FAX（住所・参加者全員の氏名・電話番号を明記してください）又は申込みフォーム（右上

の画像からアクセスできます）からお申込みください
　
問合せ申込み　足柄上地区在宅医療･介護連携支援センター（☎43－8172）（FAX43－8176）

2022あしがらアートの森 with
森の大地祭を開催します

日　時　11月19日（土）、20日（日）
　　　　9：30～16：00
場　所　県立足柄ふれあいの村
　　　　（南足柄市広町1507）
内　容　・絵画展「世界は一つの美術展」（入場無料）
　　　　・「森のワークショップ」（要材料費）
　　　　・「フードコート、森のショップ、森の音楽」
問合せ　NPO法人あしがらアートの森
　　　　代表　中

な か の
野　裕

ゆういち
一(☎090－5761－5548)

小田原税務署からインボイス制度説明会のお知らせ
　小田原税務署では、インボイス制度について制度の仕組みや申請手続の説明会を開催します。

〇消費税の申告をされている方（課税事業者）向け　　　　問合せ　法人1部門（内線315）
月　日 時　間 場　所

11月18日（金） 10：00～11：30 小田原税務署3階　会議室
（小田原市荻窪440）11月25日（金） 10：00～11：30

12月 9日（金） 10：00～11：30
12月16日（金） 16：00～16：30 小田原市民交流センターUMECO

（小田原市栄町1丁目1－27）

〇消費税の仕組みから知りたい方（免税事業者）向け　　　問合せ　個人1部門（内線412）
月　日 時　間 場　所

11月25日（金） 13：15～14：45
小田原税務署3階　会議室

（小田原市荻窪440）
15：15～16：45

12月 9日（金） 13：15～14：45
15：15～16：45

※電話による事前予約制（各回定員30名程度）です。
※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

問合せ申込み　小田原税務署(☎35－4511)
※音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。



3か月児健康診査 ※個別健康診査

日　　時　
平日12：00～12：45（水曜日を除く）

　　　　　※日時の指定はありませんので、都合
の良い日に受診してください。

場　　所　樹こどもクリニック
　　　　　（開成町吉田島4320－2　樹ビル3階）
対　　象　生後3か月～4か月の乳児

持 ち 物　
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。

11月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時 医療機関にお問い合わせください
場　　所 足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象 生後10か月～11か月の乳児
　　　　　※満1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物 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。

1歳6か月児・2歳児健康診査
月　　日　11月15日（火）
受付時間　午後（時間は個別にご案内します）
場　　所　健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象　令和3年3月～4月生まれの幼児
　　　　　令和2年9月～10月生まれの幼児

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアン

ケート、お子さんの歯ブラシ
　　　　　※問診票、子育てアンケートは個別に

郵送します。
※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

今月の納期限
●10日
　上下水道使用料（B地区第4期分）

●30日
　認定こども園・保育園保育料（11月分）
　幼稚園延長保育料（10月分）
　放課後児童クラブ負担金（11月分）
　国民健康保険税（第6期分）
　介護保険料（第5期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第5期分）
　町設置型浄化槽使用料（9・10月分）
　町営住宅使用料（11月分）

「山の音楽会」参加者募集
日　　時　11月26日（土）10：00～14：30
場　　所　県立山北つぶらの公園
対　　象　どなたでもご参加いただけます
　　　　　（小学生以下は保護者同伴）
内　　容　午前　木工教室で楽器作り
　　　　　午後　午前中に作成した楽器を使用し

てのマリンバ演奏会
定　　員　30名（申込者多数の場合は抽選）
費　　用　300円（木工教室材料代）
申込み期限　11月18日（金）まで
申込み方法　電話又はメールでお申込みください
※メールでお申込みの場合は、参加者全員の氏名、

年齢、住所、電話番号を記載してください。

問 合 せ　県立山北つぶらの公園
申 込 み　（☎75－0570）
　　　　　（メール　tsuburano-event
　　　　　　　　　　@kanagawa-park.or.jp）

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、神奈川県弁護士会所属の弁
護士が、無料で相談をお受けします。

日　　時　11月17日（木）13：00～16：00
※事前予約制です。
※相談時間は相談者1人につき20～30分です。
受付場所　役場4階　403会議室
定　　員　5名（定員になり次第、締切ります）
申込み期間　11月2日（水）～10日（木）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
申込み方法　直接又は電話にてお申込みください

問合せ申込み　企画総務課総務班（☎75－3651）

人権行政相談
日　　時　11月21日（月）13：00～15：00
場　　所　役場4階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
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

※行政に対するお困りごとは、電話でも受付していま
す。「行政苦情110番」へご連絡ください。

連 絡 先　総務省行政苦情110番
　　　　　（☎0570－090110）

問 合 せ　企画総務課総務班（☎75－3651）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


