
伊藤整骨院℡:0465-20-9505

〒258-0112 山北町岸２０６３－３

【各種健康保険・交通事故の自賠責など取扱い】

日
休● 休 ● ● ● ● ●

土月 火 水 木 金

山北町　伊藤整骨院　グーペ

受 付 時 間 を変 更しています受 付 時 間 を変 更しています
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。

火葬場　年始の休場日について
斎　場 休場日

小田原市斎場 令和5年1月1日（日・祝）
～1月3日（火）

御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

令和5年1月1日（日・祝）
～1月2日（月・振休）

※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。

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

施設名 休業日 問合せ

さくらの湯 12月28日（水）～
令和5年1月5日（木） ☎75－0822

中川温泉
ぶなの湯

12月28日（水）～
令和5年1月4日（水） ☎78－3090

道の駅
「山北」

12月28日（水）～
令和5年1月3日（火） ☎77－2882

道路上に張り出している樹木の
管理についてご協力をお願いします！
　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹は、
その木などが生えている土地の所有者により伐採
などの管理をお願いしています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障になるばか
りか、事故につながる恐れもあり大変危険です。
　道路を使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方は、次のような場合、樹木の伐採
又は枝払いをお願いします。

・道路や歩道へ樹木が張り出し、通行の支障と
なっている又はその恐れがある場合

・倒木や折れた枝の落下などにより、通行の支障
となっている又はその恐れがある場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

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。

収集日 種　別 地　　　区

12月28日（水） ペット・
プラなど

全地区
※年内最終収集日

です。12月30日（金） もえるごみ
収集を行わない日　12月29日（木）、31日（土）
　　　　　　　　　令和5年1月1日（日・祝）～3日（火）
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
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町職員（社会福祉士・土木技術職・保健師）を募集します
採用予定日 職　種 採用人数 応　募　資　格 職務内容

令和5年
4月1日

社会福祉士

若干名

昭和57年4月2日以降に生まれ、社会福祉士の
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5年3月卒業見込者含む）

社会福祉業務
行政事務

土木技術職
昭和57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（見込者含む）した人（令和5年3月卒
業見込者含む）

土木業務

保　健　師
昭和57年4月2日以降に生まれ、保健師の資格
をお持ちの人、又は採用期日までに取得見込み
の人（令和5年3月卒業見込者含む）

保健師業務

受  付  期  間　12月5日（月）～9日（金）8：30～17：15
申 込 み 方 法　必要書類を直接又は郵送にて企画総務課総務班に提出してください
※郵送の場合、書類の不備、不足などがあると受付できませんのでご注意ください。
試  験  日  程　第１次試験： 12月19日（月） 13：00～（予定）
　　　　　　　第２次試験：令和5年 1月10日（火）13：00～（予定）
※必要書類や試験内容など詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問合せ提出先　企画総務課総務班（☎75－3651）

❷

「ライブ・イン・山北2022」
高校生によるライブコンサートを開催します
日　時　12月11日（日）13：00～（開場12：30）
場　所　生涯学習センター1階　多目的ホール
入場料　無料
出演者　足柄上地域1市5町内高等学校生徒アマ

チュアバンド（足柄高校、大井高校、立
花学園高校、山北高校、吉田島高校）

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

「かながわハートフルフェスタ2022
in おだわら」を開催します

　人権尊重の理念についての正しい理解と人権尊
重意識の普及を図るための人権啓発イベントを開
催します。

日　時　12月10日（土）13：00～16：00
場　所　小田原三の丸ホール　大ホール
　　　　（小田原市本町1丁目7－50）
内　容　・はあちゅう氏（ブロガー、作家）によ

る講演
　　　　・小田原市立城山中学校吹奏学部による

演奏
　　　　・人権作文コンテスト表彰式　など
※事前申込みは不要です。
※託児あり（2歳～6歳の未就学児、事前申込み

制、希望者多数の場合は抽選）。
※手話通訳、要約筆記あり。

問合せ　神奈川県福祉子どもみらい局
申込み　共生推進本部室（☎045－210－3637）

令和5年度版町民カレンダーの広告募集
　町民カレンダーには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。広告の掲載を
希望される場合は、申込書に原稿案を添えてお申
込みください。

規　格 掲載料
5.0cm×9.0cm 36,000円
2.5cm×9.0cm 20,000円
2.5cm×5.0cm 12,000円

掲載位置　各月面（6か月を限度とします）
※広告内容により掲載できない場合があります。
申込み期限　令和5年1月20日（金）
※申込書は地域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。
問合せ申込み　地域防災課地域協働班（☎75－3643）

地域で運営している水道について
公共的な場所の漏水の情報が町に寄せられるこ

とがありますが、町営水道ではなく、地域で運営
している水道施設からの漏水の場合もあります。

設置から年数が経過し老朽化が原因となってい
ることも考えられますので、地域でも施設の点検
などを実施していただくようお願いします。

特に公道部の漏水は、交通への影響も大きく、
負担していただく復旧費用が高額になる場合や、
漏水が原因で事故が発生した際には管理者責任を
問われるケースもありますので、日ごろの確認に
ご留意いただくとともに、町が実施する漏水調査
にもご協力ください。

問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）



❸

令和5年度山北中学校入学説明会
　山北中学校では、令和5年度に入学予定の生
徒・保護者を対象とした入学説明会を開催しま
す。該当される生徒・保護者の方は、ご出席くだ
さい。

日　時　12月15日（木）14：00～15：45（予定）
場　所　山北中学校体育館
※室内履きをご用意ください。また、新型コロナ

ウイルス感染防止対策のため、マスクの着用に
ご協力をお願いします。

問合せ　山北中学校　教頭（☎75－0755）
～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。
　昨年度申告のあった方、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、新たに申告する方や
書類が届かない方は、町民税務課までご連絡くだ
さい。
申 告 が　令和5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5年1月31日（火）
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

プレミアム付商品券「さらにくらし
応援！！D52（ゴーツー）商品券」
の利用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」の利用期限は12月31日（土）までです。
　期限を過ぎた場合には利用できなくなりますの
で、お早めにご利用ください。

利用期限　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）
　　　　　（対応時間は平日9：00～16：00）

令和4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
　　　　　・町税などの滞納がないこと
※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。
※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）。
※詳しくは、お問い合わせください。
申請期間　12月12日（月）～令和5年1月13日（金）

問合せ申請先　定住対策課定住対策班（☎75－3650）　

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。

月　　日 令和5年1月5日（木）
受付時間 9：30～10：30
場　　所 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 令和5年1月10日（火）
受付時間 9：30～10：30
場　　所 役場4階　403会議室

※受付は1階福祉課です。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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）

年末火災特別警戒を実施します
　町では、12月26日（月）から31日（土）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　地域防災課防災安全班（☎75－3643）



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）

　　　　　※指定はありませんので、都合のよい
日時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。

ぴよぴよ教室
日　　時　12月20日（火）10：00～11：30
　　　　　　　　　　　　（受付 9：40～）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2

対　　象　
令和4年5月～6月生まれの乳児とその
保護者

　　　　　※対象の方へ個別に案内を郵送します。

内　　容　

3か月健診結果の確認、身体計測、健
康・育児相談、栄養相談、絵本の読み
聞かせと絵本のプレゼント、ベビー
マッサージ

持 ち 物　

母子健康手帳、問診票、健康観察票、
バスタオル、「ブックスタート」絵本
の申込書

　　　　　※問診票、健康観察票、「ブックス
タート」絵本の申込書は個別に郵送
します。

12月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
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。

ママパパクラス
月　　日 令和5年1月7日（土）
時　　間 10：00～12：00（受付9：45～）
場　　所 健康福祉センター1階　多目的室1
対　　象 妊婦とそのご家族(夫・祖父母の参加も可)

内　　容 ・妊娠中の栄養[講話]
　　　　　・妊娠中の歯の衛生[講話・演習]
費　　用 無料

持 ち 物 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。

申込み方法 

予約制です。令和5年1月5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（月）
 　までにお申込みください。

1歳児歯科教室 
月　　日　令和5年1月10日（火）
受付時間　午前（時間は個別に通知します）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　令和3年11月～令和4年1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、
事前送付した問診票

離乳食教室
月　　日　令和5年1月11日（水）
時　　間　9：30～10：30（受付9：15～）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2 
対　　象　おおむね生後8か月までの乳児とその保護者
内　　容　離乳食についての講義と簡単な調理実習
費　　用　大人1人100円（食材費）
持 ち 物　母子健康手帳

申込み方法　
予約制です。12月23日（金）12：00
までに保険健康課健康づくり班へお申
込みください。

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
●12日　上下水道使用料（A地区第5期分）

●26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）

YKA健康ウォーキングの参加者募集
月　　日　12月20日（火）※雨天中止
行 き 先　福澤神社、珠明寺、猪野神社跡など
集　　合　9：00　福澤神社（南足柄市怒田1912）
費　　用　会員の方　無料
　　　　　新規の方　1,000円（入会費）
※参加にあたっては、山北健康歩く会（YKA）に

入会していただきます。
持 ち 物　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16日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）12月16日号のおしらせ版はお休みです


