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もいうべき︑自然環境や歴史・
文化を大切にし︑町民の皆さま
が安心と希望をもって暮らすこ

私は町長就任以来︑一貫して
先代から引き継がれた町の宝と

を柱とし︑さらなる飛躍に向け︑
取り組みを進めていく所存です︒

ンピック・パラリンピック開催
を見据えた観光振興や社会イン
フラの整備﹄﹃防災・減災対策﹄

その中で︑平成 年度は﹃人
口減少・少子化対策﹄﹃東京オリ

校跡地に建て替えることとし︑
用地測量や基本設計︑実施設計

物の老朽化の状況を鑑み︑通園
児の安全や︑快適な保育環境の

人口減少・少子化対策

人口減少対策については︑本
町における最重要課題であると
捉え︑昨年︑庁内の若手職員に
よる﹁箱根町定住化促進プロジェ

クトチーム﹂を設置し︑ 歳代︑
歳代をターゲットとした定住
化促進施策の研究などに着手し
20

した学校づくり 入
｣｢りたい学校
づくり﹂に注力していきます︒
また︑新たな箱根教育を推進
していくための礎づくりとして︑
﹁箱根ハートフルプログラム﹂
と称した﹁心の教育﹂を︑幼稚

育の質変換を図り﹁教育で培う
箱根の人﹂を基本的な考え方と
した︑新たな箱根教育に取り組
んでいきます︒具体的には﹁先
人からの文化・伝統・歴史を受
け継ぎ︑未来に大きな理想と明
るい希望を持って︑健康で豊か
な生活を目指し︑箱根の郷土を
愛し︑貢献できる人﹂を教育の
目標に掲げます︒そして﹁箱根
を愛し︑かしこくやさしくたく
ましく﹂を合言葉に︑幼児期か
ら中学校卒業時まで︑系統性を
持った教育を行い﹁地域に根差

ークショップ結果なども参考に︑
地方創生交付金の有効活用も視
野に入れながら︑地方版の人口
ビジョン・総合戦略の策定作業

ームにおける研究成果や︑昨年
実施した次期総合計画策定のワ

ます︒
国の長期ビジョン・総合戦略
の策定を踏まえ︑本町において
も︑定住化促進プロジェクトチ

創生を目指し︑国と地方が一体
となった取り組みが始まってい

口急減・超高齢化というわが国
が直面する大きな課題に対し︑
各地域がそれぞれの特徴を生か
した︑自律的で持続的な社会の

認識の下︑昨年には地方創生担
当大臣の創設や︑地方創生関連
2法案が可決成立するなど︑人

ています︒
国においても︑地方の人口減
少問題が主要な課題であるとの

30

る少子化対策・子育て支援につ
いては︑一人ひとりの子どもが
健やかに成長することができる
社会の実現を目指す﹁子ども・
子育て支援新制度﹂が4月から
さらに︑昨年﹁未病いやしの
里の駅﹂に登録された︑森のふ
れあい館を拠点とする森林セラ
ピー基地の認定を目指すことで︑

月に未病を世界に発信する 未｢
病サミット神奈川2015 箱
根︵仮称︶﹂が実施されるため︑
国内外から多くの皆さまに来て
いただき︑盛大に開催されるよ
う︑協力していきます︒

す﹂取り組みについては︑本年

スタートします︒
本町においても︑新たに策定
した﹁子ども・子育て支援事業
計画﹂に基づき︑少子化対策を

に着手していきます︒
また︑人口減少対策の鍵とな

進めるとともに﹁子どもの最善
の利益﹂が実現される地域社会
を目指していきます︒
昨今の健康志向の高まりの中で︑
幅広い年代の方が訪れることの
できる機会を創出し︑箱根の魅
力を向上させていきます︒

東京オリンピック・
パラリンピック開催を
見据えた観光振興や
社会インフラの整備
2020年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催は︑
箱根を国内外にアピールしてい

連携も含め︑国際観光地として
の受け入れ環境の整備を図ると

県にまたがる﹁御嶽山﹂で大規
模な火山災害が発生し︑たくさ
んの尊い命が失われました︒
箱根も火山活動の恩恵である
﹁多彩な温泉﹂や﹁変化に富ん
だ風景﹂などにより︑国内外か

し︑前立腺がんの対象年齢を
歳以上に拡大するなど︑成人病
の早期発見や予防の推進ととも
に︑受診率の向上にも努めてい
きます︒
地域医療については︑無医地
区解消のための助成を引き続き
実施するとともに︑従来までの
医療機器購入に係る利子補給に
加え︑新たに医療機器購入など
に対する補助を行い︑町内医療
機関の医療水準向上や︑かかり
つけ医の推進を図っていきます︒
高齢者福祉・介護関連施策に
ついては︑介護保険制度の改正
に伴い︑現在介護予防給付で実
施している要支援１および2の
方の訪問介護・通所介護サービ
スを︑全ての高齢者を対象とし
た︑地域支援事業の中の新しい
介護予防・日常生活支援総合事
健康で生きがいと
やさしさのある
まちづくりプロジェクト
地域福祉の推進については︑
町の将来を見据えた地域福祉の
あり方や︑推進に向けての基本
的な方向を定めている﹁箱根町
地域福祉計画﹂の見直しを進め
ていきます︒

中で行っている包括的支援事業
のサービスを充実させるために︑
プールを活用した水泳教室や水
中運動教室を引き続き実施する
など︑運動・食育を通じた健康
づくり事業や︑関係団体の自主
的な活動により︑町民の健康づ
くりを推進していきます︒
生活習慣病対策については︑
新たに胃がんリスク検診を導入

業に︑平成 年度末までに移行
健康づくり関連施策について
は︑﹁健康・食育はこね 後期
計画﹂に基づき︑はつらつ町民
健康教室や︑いきいきＨＡＫＯ
ＮＥ体操の普及︑さくら館温水

園から小・中学校まで新規に研
究導入するとともに︑個別指導
支援スタッフなどを引き続き配
置し︑子どもへの指導や心のケ
アを実施し︑安心して学校生活
を送れるよう配慮していきます︒
高等学校等通学費の補助制度
については︑将来にわたって制
度を継続していくため︑ 月以
降︑保護者負担額を見直します︒

ら年間2千万人の観光客を迎え

近年多発している豪雨災害など︑
命に直結する危機管理は︑日々
その重要性を増しています︒
昨年9月には︑長野県と岐阜

川県西部地震や東海地震︑首都
直下型地震の他︑火山噴火災害︑

発生が懸念されている︑神奈

防災・減災対策

10

ともに︑多様な宿泊施設や既存
のスポーツ施設を活用した事前
キャンプの誘致にも取り組んで
いきます︒
県による県西地域活性化プロ
ジェクトの核である﹁未病を治

く絶好の機会です︒
そこで︑昨年設立したオリン
ピック・パラリンピック神奈川
県西部連絡会を通じた広域的な

in

することが求められています︒
併せて︑現在地域支援事業の

在宅医療介護連携︑認知症施策
の推進の早期実施を目指し︑関
係機関と協議していきます︒
︵次ページへ続く︶

50

平成 年度の町政運営に対する
基本的な考え方

とができるまちづくりを推し進
めることに取り組んできました︒

えて機能強化を図った﹁箱根火
山防災協議会﹂において︑国県
を含む関係機関と協力しながら︑
箱根山の噴火に備えた防災対策
を講じ︑町民や観光客の皆さま
に安心していただけるまちづく
りを進めていく所存です︒

―

ているところです︒
反面︑私たちの生命や財産に︑
計り知れない被害を与える恐ろ
しい自然災害を引き起こす危険
性を併せ持っています︒
そこで︑昨年7月に気象庁や
自衛隊などを新たに構成員に加

主要な施策と取組事項
7つのプロジェクト

保健の向上と︑子育て家庭の生
活の安定を支援していきます︒

ロンの開設などを実施し︑母子

負担額を中学校卒業まで全額助
成する他︑妊婦健康診査助成︑
プレママ・パパ出産育児教室︑
こんにちは赤ちゃん訪問︑2か
月児とママの教室︑乳幼児健康
診査︑乳幼児の一時預かり︑一
時保育︑養育に支援が必要な家
庭に対する相談・家事援助︑子
育てに関する支援拠点としての
子育て支援センター・子育てサ

第
―5次総合計画後期基本計画

子育てにやさしい
まちづくりプロジェクト

子育て支援関連施策の新たな
取り組みとして︑従来小学3年
生までであった放課後児童クラ
ブの入所対象児童を︑6年生ま
で拡大します︒さらに︑長期休
暇期間中の開所時間を︑午前8
時に繰り上げ︑夏休み期間中は︑
土曜日にも開所するなど︑保護

また︑妊娠や出産を望みなが

などを行っていきます︒

宮城野保育園については︑建

ら叶わず︑不妊・不育治療を受
けている方の︑経済的負担の軽
減を図るため︑県の補助制度が

教育関連施策では︑少子化を
踏まえ﹁子どもを育てる教育﹂

者の方が安心して就労できる環
境づくりに一層努めていきます︒

適用されない一般不妊治療およ

から﹁人を育てる教育﹂へと教

提供を第一に考え︑城内箱根分

引き続き︑小児医療費の自己

28

10

21

27

び不育治療に要する費用の一部
を助成していきます︒

友達同士で支え合える関係づくりを目指します
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保存を図るため︑山焼きを実施
します︒
地下水の保全対策については︑
水源かん養などの公益機能を発
揮できるよう︑県の水源環境保

メラ 道
｣｢路状況カメラ﹂として︑
引き続き情報提供を実施してい
きます︒

ームページによるＷＥＢカメラ
のシステムを改修し﹁富士山カ

のあった外貨両替について︑箱
根湯本駅前の総合観光案内所に
両替機を設置し︑両替サービス
を提供していきます︒
観光情報については︑観光ホ
助を行っていきます︒
消防・救急関連施策について
は︑高層建築物火災の消火活動
や救助活動には欠かせない︑は
しご付消防自動車を更新します︒

避難生活者の受け入れ施設とし
て位置付けた施設に対する耐震
診断の補助を引き続き行い︑こ
の診断に基づき耐震改修を行う
ホテル・旅館に対し︑新たに補

緊急通報装置の設置や配食サ
ービスなど︑既存のサービスも
引き続き実施し︑ひとり暮らし
の高齢者などの日常生活の安全
確保や安否確認を図るとともに︑
全・再生交付金を活用した町有
林や私有林の整備︑昨年度設置
した実験用雨水浸透施設の水位
調査や雨量調査︑地下水観測井
のモニタリング調査などを引き

社会的孤立の防止に配慮し︑高
齢者の包括的な支援体制である
﹁地域包括ケアシステム﹂の確
立を目指していきます︒
障がい者福祉関連施策につい

の皆さまや関係自治体と︑盛り
上げていきたいと考えています︒
また︑町制施行 周年となる
平成 年度に向け︑観光大使任
命について検討していきます︒

消火・警戒などの消防活動を行
い︑地域の防災リーダーとして

ます︒
さらに︑消防団員については︑
平常時には地域の防火・防災の
担い手として︑災害発生時には

また︑高規格救急自動車を更新
し︑消防救急無線活動波の整備
を進め︑デジタル化を完了させ

組むとともに︑平成 年度の日
本ジオパークの再認定や︑世界
ジオパークの認定に向け︑地域

﹁箱根ジオパーク﹂について
は︑南足柄市の箱根ジオパーク
推進協議会への参画に向け取り

続き実施していきます︒
また︑畑宿地区における里地

エネルギー関連施策について
は︑地球温暖化防止と排出ガス
による大気汚染防止の促進のた

里山の保全活動についても︑引
き続き支援していきます︒

ては︑策定した﹁第3期障がい
者計画﹂﹁第4期障がい福祉計
画﹂に基づき︑福祉タクシーの
利用券や自動車燃料費などの助
成︑地域活動支援センターの運
営委託などを通じて︑町民・行
政・地域が一体となって取り組
めるよう︑支援していきます︒
め︑環境に配慮した電気自動車
や電動バイク︑電気自動車普通
充電器設置に係る費用の助成を
引き続き行います︒そして︑住

観光関連施策については︑昨
年 月にＪ ＴＢと締結した﹁観
光振興に関する包括的連携協定 ﹂
により﹁ＨＯＴ 観光プラン﹂
実現のための諸施策を展開して
いきます︒その第一弾として︑
以前より外国人観光客から要望

導入している電気自動車を積極
的に活用して︑再生可能エネル
ギーの普及促進を図っていきま
す︒

定める都市計画マスタープラン
についても︑平成 年度を目標
年次とする次期計画の策定作業
に着手します︒
いずれの計画も︑町自治基本
条例の基本理念にのっとり︑町

環境先進観光地づくり
プロジェクト

環境関連施策については︑ご
みの発生・廃棄抑制および資源
化によるごみ減量化を図るため︑
引き続きごみの分別収集を皆さ

取得をしようとする者に対し︑
経費の半額を補助する制度を新
たに創設します︒また︑捕獲用
わなを増やすなど︑対策の強化
に引き続き取り組んでいきます︒
民一人ひとりを尊重し︑町民主
体のまちづくりのための計画と
なるよう︑努めていきます︒

の役割を担う等︑その重要性が
再認識されているところです︒
そこで︑処遇改善や新たな団員
確保につながるよう︑団員の年
額報酬の引き上げを行うととも

まの協力の下に取り組みますが︑
新たに︑専用ボックスによる小

上水道事業関連施策について
は︑元箱根地内などの老朽管の
整備を推進するとともに︑大芝

害鳥獣捕獲に従事する人材を育
成するため︑わなや銃器免許の

管布設工事を行うなど︑より安
全で安心な水の供給を図ってい
きます︒
下水道事業関連施策について
は︑老朽化した処理場︑ポンプ
場設備および管路の改築工事な
どを行います︒また︑第１号公

また一部屋耐震化工事の補助を
行い︑快適で安心安全な住まい
づくりを支援していきます︒

住まう人にやさしい
まちづくりプロジェクト

道路・水路関連施策について
は︑安全・安心な道路などの環
境を整備するため︑国の社会資

火の経験をも有する北海道洞爺
湖町の消防団員との交流を新た
に行うなど︑地域防災体制の一
層の充実を図っていきます︒
住まいづくりの支援について
は︑引き続き︑住宅取得の利子

し︑町道仙１号線をはじめとす
る主要な町道の整備を引き続き
進めます︒町道箱１号線につい
ては︑路面整備の他︑新たに狭
あい箇所の改良などに向けた調
査に着手していきます︒

本整備総合交付金を有効に活用

線のデジタル化に向けて基本設
計に着手します︒
補給や融資保証料への補助の実

また︑国道１号小田原箱根道
路の関連工事として︑湯本山崎

﹁ 仮(称 箱)根町行財政改革アク
ションプラン﹂の策定と︑着実

ろであり︑新たな計画となる

行財政改革については︑行政
改革大綱および財政健全化プラ
ンに代わる計画策定のため︑箱
根町行財政改革有識者会議を立
ち上げ︑協議を進めているとこ

行財政改革推進プロジェクト

地方分権の推進と

らなる魅力を高めるため︑地域
の方々との協働による﹁芦刈の
里﹂づくりについては︑県の施
策である﹁未病を治すかながわ
宣言﹂と連携を図りつつ︑国民
保養温泉地の指定を見越して温
泉入浴指導員を養成し︑弁財天
前の湿原復元工事や︑町道箱
号線の芦之湯郵便局付近の排水
管改修工事を進めるなど︑環境
整備にも努めていきます︒

施により定住化の促進を図り︑
木造住宅の耐震診断や耐震改修︑

市計画における基本的な方針を

町民活動支援関連施策につい

「力を合わせて地域を守っていきます」

処理広域化に関して︑引き続き
検討し︑﹁南足柄市との連絡道
路﹂についても早期完成へ向け︑
協力していきます︒
事務処理の効率化関連施策に
ついては︑電算処理に関する一
層の効率化を目指し進めてきた
住民基本台帳などの共同化を引
き続き推進するとともに︑平成
年度から開始される﹁社会保
障・税番号制度﹂に関しても個
人番号の通知などに向け︑遺漏
のないよう進めていきます︒

さらに︑耐震改修促進法の一
部改正に伴い︑対象となる大規
模建築物の耐震診断に対しては︑

に︑姉妹都市であり︑有珠山噴

型家電製品の回収を開始し︑さ
らなるごみの減量化︑資源化を
図っていきます︒
自然環境保全関連施策につい
ては︑仙石原すすき草原の景勝

水源のポンプ設備や遠方監視装
置の更新︑未給水地域解消のた
め︑引き続き塔之澤地区の配水

行政情報の提供については︑
町行政ホームページをスマート
フォンなどモバイル端末に対応
させ︑さまざまな人が利用しや
すいページとするためのリニュ
ーアルを実施する他︑引き続き
広報紙や回覧などの紙媒体︑メ
ールマガジンやテレビ神奈川が
提供するデータ放送等により︑
より分かりやすく情報を提供で
きるよう努めていきます︒
また︑町民の町政への参加機
会の拡充については︑積極的な

安全・安心の
まちづくりプロジェクト

地区のオフランプに接続する町
道の整備については︑未買収と
なっていた事業用地を取得し︑
早期に供用が行われるよう︑国
と協力して進めていきます︒
県が実施している強羅地区内
の県道723号関本小涌谷線の

共下水道は︑宮城野明神平サニ
ーパーク地内︑第2号公共下水
道は︑仙石原中丸地内に管路を

情報の提供や会議の公開︑パブ
リックコメントの実施などによ
り進めていきます︒

行う清掃第１プラントおよびし
尿処理を行う清掃第2プラント
の補修工事を行っていきます︒
有害鳥獣対策では︑イノシシ
やサルなどによる生活被害や農
作物等への被害対策を進めてい

防災・減災対策関連施策につ
いては︑防災行政無線の維持補
修を行うとともに︑防災行政無

道路改良工事についても︑狭あ
い箇所の解消が進むよう︑引き
続き協力していきます︒

敷設し︑第3号公共下水道は︑
引き続き箱根小田原幹線の整備
を進めていきます︒

な実施に向け進めていきます︒
公共施設のあり方については︑
平成 年度までとなる第1期公
共施設再編計画を策定するとと
もに︑モデル事業地区の中から
宮ノ下地区の公共施設について︑
地域住民とのワークショップを
開催していきます︒
広域行政関連施策については︑

環境関連施策については︑公
害防止・公衆衛生の確保などの
ため︑一般廃棄物の焼却処理を

町民︑事業者︑行政による
協働のまちづくり
プロジェクト

小田原市斎場の建て替えやごみ

本町の財政は今︑従来にも増
して非常に厳しい状況にあり︑
このままでは︑現行の行政サー
ビス水準を維持し続けることは
困難で︑取りうる手段は︑行政
サービスの水準を低下させるか︑
新たな恒久的財源の確保しかな
いところに至っております︒
町としては︑より一層の行財
政改革に取り組んでいくことを
町民の皆さまに約束した上で︑
固定資産税の超過課税や︑都市
計画税などの新たな財源の負担
を平成 年4月以降︑町民の皆
さまにお願いできるよう︑本年
4月に専任の職員を配置した組
織を立ち上げ︑早急な導入に向
け︑着実に取り組んでいきます︒

28

11

21

まちづくりの推進については︑
平成 年度からの次期総合計画
の策定作業を引き続き進め︑都

34

38

12

29

28

宅用太陽光発電システムの設置
費を助成し︑庁用自動車として

28

60

ては︑ 一(財 自)治総合センター
のコミュニティ助成事業を活用
し︑災害時などにおける地域活
動につながる目的を持つ備品等
に集中して助成していきます︒
昨年度より実施している歴史

開通した小田原箱根道路の湯本山崎オフラン
プ接続町道を整備していきます

4

― 施政方針 ―
― 施政方針 ―
5

28

資源などを生かした芦之湯のさ

ますが︑昨年 月に発足させた
鳥獣被害対策実施隊員として有
10

2015.April
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消防・救急活動、防火水槽や消火栓
の設置などに使うお金
・消防無線デジタル化推進事業
・消防車両整備事業
・救急業務高度化推進事業

農林水産業費

1億83万円

（前年度増減額

633万円）

農林業や水産業の振興のために使う
お金
・豊かな森林づくり事業

2,003万円
0万円）

災害復旧費、予備費など

民生費
17.6％

使用料及び手数料

町税
65.1％

その他
2.3％

59億4,400万円

△2億5,200万円

予算額
70億2,838万円

前年度増減額
2,384万円

59億4,400万円

△2億5,200万円

3億5,774万円

△2,191万円

1億7,000万円

繰越金

600万円

（前年度から繰り越されるお金）

2億1,412万円

その他

〈自主財源〉

△1,652万円

（財産収入、分担金および負担金、寄付金など）

依存財源

町債(借入金)を返済するお金

特別会計

4.9%
12.1%
0.3%
6.8%
△5.8%
6.1%
△14.6%
△1.1%
△1.5%

3億827万円

（基金の取り崩しにより繰り入れるお金）

使用料及び手数料
3.9％

増減率

3億4,252万円

繰入金

繰入金
3.8％

前年度増減額
2億5,440万円
1億9,900万円
80万円
7,350万円
△30万円
900万円
△560万円
△2,200万円
△970万円

前年度増減額
△2億2,140万円
△1,320万円
△1,070万円
△840万円
170万円

（施設の利用料や住民票などの交付手数料として支払われるお金）

繰越金
1.9％

消防費
14.6％

公債費
10.9％

当初予算額
54億5,870万円
18億3,700万円
2億9,710万円
11億4,900万円
490万円
1億5,700万円
3,270万円
19億8,100万円
6億2,000万円

予算額
40億1,820万円
10億3,570万円
6億9,250万円
1億7,560万円
2,200万円

（町に納められる税金）

△1,300万円）

会計名
特別会計
国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
財産区
温泉
育英奨学金
下水道事業
水道事業会計

77.0%

町税

町の予算には一般会計の

前年度増減額2億4,470万円
増減率4.2%

町債
7.7％

9億9,700万円

（前年度増減額

自主財源

他に﹁特別会計﹂と﹁水道
事業会計﹂があります︒
これらは特定の事業を行
う場合や︑町特有の仕事を

60億7,870万円

県支出金5.4％

その他0.2％

総務費
19.1％

衛生費
11.6％

ゴルフ場利用税交付金
1.3％
その他1.1％

1,812万円）

保健衛生、ごみ処理、環境保全など
衛生的な生活のために使うお金
・不妊・不育症治療費助成事業
・地域医療体制推進事業
・ごみ減量化・再利用推進事業

公債費

教育費
10.2％

土木費
8.4％

観光費
4.8％

農林水産業費1.1％

10億5,872万円

（前年度増減額

国庫支出金4.5％

議会費1.5％

するために︑一般会計と区
別して設けられており︑特
定の収入を特定の支出に充
てるなど︑それぞれの会計
内でやりくりしています︒

特別会計予算

衛生費

地方消費税交付金3.0％

2億4,393万円）

●町税の内訳
税目
固定資産税
町民税
入湯税
町たばこ税
軽自動車税
合計

︻概要︼訪日観光客の増加や東
京オリンピックなど観光振興に

〈依存財源〉

明るい兆しが見える一方︑地方
においては円安や株価上昇によ
る景気回復の実感に乏しく︑消

（前年度増減額

入

費税引き上げや輸入関連商品の
値上げが重なり︑先行きは期待
と不安が混在しています︒

歳

また本年度は︑町税収入の大
幅な減少が見込まれる一方で︑
国民健康保険や介護保険など社
会保障給付が右肩上がりで増加

出

13億3,287万円
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前年度増減額8億2,670万円（増減率5.8％）
しており︑さらに第3号公共下
水道事業をはじめとした社会イ

歳

91億2,400万円
60億7,870万円

ンフラ整備など喫緊の課題に予
算配分を要し︑本町の財政状況
は今までに経験のないほど大変
厳しいものとなっています︒

消防費

261万円）

議会運営のために使うお金

7

福祉サービス、各種医療の助成など
福祉全般に使うお金
・宮城野保育園建設事業
・老人福祉センターやまなみ荘
整備事業
・臨時福祉給付金給付事業

一般会計
特別会計
このような中﹁第5次総合計
画﹂の着実な進捗を図るため︑
限りある財源の有効かつ効率的
な活用に努め︑経常経費抑制の
徹底と事業の﹁選択と重点化﹂
を推進しつつ︑住民サービスを
後退させることのないよう予算

1億3,101万円

（前年度増減額

2,675万円）

79万円）

町の観光宣伝として開催する事業や
産業振興などに使うお金
・芦刈の里活性化事業
・観光施設整備事業
・観光情報推進事業

（前年度増減額

16億20万円

（前年度増減額

予算総額152億270万円

を編成しました︒

4億3,877万円

（前年度増減額

その他

1億6,813万円）

町の事務・庁舎管理、選挙など
町の総括的な事務に使うお金
・防災行政無線整備事業
・固定資産台帳整備事業
・要緊急安全確認大規模建築物
耐震化補助事業

民生費

予算総額

7,831万円）

道路、公園整備、住宅管理などに使
うお金
・町道仙202号線道路整備事業
・湯本山崎オフランプ接続町道整備
事業

議会費

17億4,361万円

（前年度増減額

7億6,699万円

（前年度増減額

観光費

91 27

機関の医療水準向上を図ります︒
また﹁防災・減災﹂のための
施策として︑防災行政無線を改
修し︑はしご付消防自動車・高
規格救急自動車を更新します︒
さらに﹁人口減少・少子化対
策﹂という町の重要課題に対す
る取り組みについては︑不妊症
や不育症治療費の一部助成や︑
放課後児童クラブの対象学年の
拡大︑宮城野保育園新園舎建設
のための準備を進めていきます︒

土木費

平成 年度一般会計予算の総
額は︑ 億2︐400万円とな
り︑前年度より5億8︐200
万円の増額となりました︒
本年度は︑前年度に増して厳
しい財政状況ですが︑人件費を
含む経常的経費の削減を徹底し︑
国などからの借り入れを活用し
て財源を捻出し︑町の将来や差
し迫った課題に対応するための
施策に重点的な配分を行い︑防
災・減災のための施策をはじめ
とした住民サービスが低下しな
いようにしました︒

幼稚園、小・中学校の運営、文化財
保護など教育全般に使うお金
・高等学校等通学費補助事業
・郷土資料館施設整備事業
・箱根関所整備事業

総務費

歳入・歳出

5,003万円）

︻歳入︼町税では︑固定資産税
が評価替えの影響により2億2︐
140万円の大幅な減収となる
など︑町税全体で2億5︐20

9億3,397万円

（前年度増減額

0万円の減と見込んでいます︒

となっています︒

26

また︑景気回復が地方へ行き
渡っていないため︑各種譲与税
や交付金の増も見込めない状況

︻歳出︼平成 年度に引き続き︑
消防無線デジタル化へ対応する

ための整備工事や︑大規模建築

物の耐震診断・耐震改修に係る
費用の補助を行う他︑新たに医

療機器購入費用に対する補助を

導入することにより︑町内医療

教育費

平成 年度予算

広報 はこね

23.0%

町債

予算額
20億9,562万円

前年度増減額
5億5,816万円

7億540万円

2億8,360万円

（国や県、金融機関から借り入れるお金）

県支出金

4億9,022万円

1億7,571万円

（事業など特定の目的の財源として県から交付されるお金）

国庫支出金

4億830万円

1億835万円

（事業など特定の目的の財源として国から交付されるお金）

地方消費税交付金

2億7,400万円

900万円

（地方消費税として徴収し、町の人口割合などに応じて交付されるお金）

ゴルフ場利用税交付金

1億1,500万円

△500万円

（県に納められたゴルフ場利用税からゴルフ場のある町に交付されるお金）

その他

1億270万円

△1,350万円

（地方譲与税、自動車取得税交付金、地方特例交付金など）

広報 はこね

2015.April
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安全・安心のまちづくりプロジェクト

「箱根ハートフルプログラ

6億9,523万円

ム」は、お互いに相手を思

平成23年 月に未曾有の被害をもたらした東日本大震災・原子力災害を教訓とし、総合的な危機管理機能を強化し
て、町民・観光客の生命と財産を迅速かつ適切に保護できるような体制づくりを進めます。また、さまざまな犯罪や
交通事故に関する不安を解消するため、地域が一体となって安全で安心な地域づくりを進めます。
○消防車両整備事業（1億8,373万円）
本署のはしご車を更新し、消防活動体制の充実と機動力の向上を図る。
○要緊急安全確認大規模建築物耐震化補助事業（2億5,035万円）
耐震改修促進法の改正により耐震診断が義務付けられた大規模建築物について、耐震診断・耐震改修に要する経費
に対し補助金を交付する。
○有害鳥獣対策事業（389万円）
イノシシなどを捕獲、駆除し、狩猟免許(わな・銃)取得に要する経費に対し補助金を交付する。
○防災行政無線整備事業（1,425万円）
防災行政無線の維持管理による機能向上と、固定系無線のデジタル化に向けた基本設計を行う。
・消防無線デジタル化推進事業（2億4,301万円）

いやり、認め合う心を育み、
人間関係の土台となる社会

次代を担う子どもたちが、豊かな人間性を兼ね備

性を高めるプログラムです

え、心身ともに健康で過ごせるような地域環境を整
備するとともに、安心して子どもを産み、ゆとりを
もって子育てができるような環境を整備します。
◎宮城野保育園建設事業（2,830万円）
宮城野保育園新園舎建設のための用地測量や基本

健康で生きがいとやさしさの
あるまちづくりプロジェクト
4,234万円
町民が生き生きと地域でともに支え合い、健康で安
心して暮らせるまちづくりを進めます。

30メートル級の大きなは
しご車は、斜面地などで

住まう人にやさしいまちづくり
プロジェクト 5億3,593万円

も活躍が期待されます
本町の地域特性を生かした快適で個性ある住環境
の整備を進め、誰もが住みたい、住み続けたいと思

町民、事業者、行政による
協働のまちづくり
プロジェクト 2,582万円
町自治基本条例に規定する「協働のまちづくりの推
進」の具現化を図ります。
・総合計画策定事業（321万円）
○芦刈の里活性化事業（1,918万円）
芦之湯地区の活性化を図るため、国民保養温泉地の
指定に伴う温泉入浴指導員の育成や、弁財天前湿原復
元工事を行う。
◎箱根町都市計画マスタープラン策定事業（343万円)
平成38年度を目標年次とする次期都市計画マスター
プラン（市町村の都市計画に関する基本的方針）を策
定する。

えるようなまちづくりを進めます。
（2,603万円）
未買収であった小田原箱根道路山崎オフランプ接
続町道に係る用地を取得する。
号線道路整備事業／町道箱

号線道路改

良整備事業（4,010万円）

平成28年度〜32年度の計画を策定する。
○生活習慣病予防推進事業（1,814万円）
生活習慣病の予防、早期発見・早期治療のための検

○放課後児童健全育成事業（1,267万円）
放課後児童クラブの対象を小学 年生まで拡大し
運営する。
◎不妊・不育症治療費助成事業（45万円）
不妊症や不育症の治療を受けている夫婦に、治療
費の一部を助成する。
○箱根教育推進事業（56万円）
幼稚園から小学校、中学校まで「箱根ハートフル
プログラム」を導入する。

診を実施し、胃がんリスク検診を新たに導入するとと
もに、前立腺がんの対象を50歳以上に拡大する。
町内医療機関の医療水準向上と、町内医療機関のか

がん検診を拡大して、生活

かりつけ医推進のため、医療機器購入などの費用の一

習慣病を予防します

部を補助する。

また、町内の医療機関をか

・健康づくり推進事業（253万円）

かりつけ医として利用しや

・後期高齢者保健事業（900万円）

すい環境を整えていきます

元箱根地内箱根神社付近の道路整備と、狭あい箇
所の道路改良に向けた調査を行う。
○橋りょう長寿命化改修事業（1,050万円）

環境先進観光地づくりプロジェクト

1億5,924万円

きょうりょう

長寿命化修繕計画に基づき、湯本大橋の橋梁保全
補修工事を行う。
・町道湯

号線道路改良整備事業（900万円）

○ 水道事業会計〉一般建設改良事業（2,250万円)
老朽化した大芝のポンプ設備や遠方監視装置を更
新し、安定給水を図る。

地方分権の推進と行財政改革
推進プロジェクト 97万円

◎箱根町地域福祉計画策定事業（475万円）

設計、実施設計などを行う。

○地域医療体制推進事業（792万円）

◎湯本山崎オフランプ接続町道整備事業

○町道箱

子育てにやさしいまちづくり
プロジェクト 4,198万円

・ 下水道事業特別会計〉公共下水道長寿命化事業
（4億2,780万円）

地球規模での環境問題や低炭素社会づくりへの貢献、恵まれた自然環境を保全・活用し、普遍的価値を持つ持続可
能な観光地として、多くの人々に安らぎと潤いをもたらし、世界から目標とされる国際観光地を目指します。
○国際観光地推進事業（1,367万円）
外貨両替機を設置し、外国語観光マップや外客向け箱根紹介冊子（英語）などを印刷する。
○観光情報推進事業（1,700万円）
ライブカメラによる画像提供や、観光案内所の運営を通じて、箱根の情報発信を図る。
○ごみ減量化・再利用推進事業（1億2,493万円）
専用ボックスを利用して新たに小型家電製品の回収を始め、ごみの発生と排出抑制、ごみの資源化による減量化を
住民・事業者・行政が一体となり推進する。

地方分権社会において、本町らしい施策展開をする
とともに、町自治基本条例に規定する「健全で持続可
能な行財政運営」と「効率的かつ効果的な行政運営」
を行います。
○公共施設基本方針策定事業（16万円）
同方針に基づき、今後10年以内に見直しを行う公共
施設について、再編計画を策定する。
◎宮ノ下地区公共施設利活用事業（31万円）
宮ノ下地区の公共施設の再設置や利活用手法につい
て、地域住民と共に方向性を検討する。
○広域行政推進事業（50万円）
県内外の市町との広域連携施策を推進し、魅力ある
地域づくりを行う。

9

・箱根ジオパーク推進事業（132万円）

重点事業の総額

15億151万円

・電気自動車普及促進事業（232万円）

◎新規事業 ○一部新規事業 ・継続事業

｢人口減少･少子高齢化対策｣｢東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催を見据えた観光振興や
社会インフラの整備｣｢防災･減災対策｣を つの
柱として、 つのプロジェクトを推進していき
ます。

人・心・自然、優しさと出会いを創造する町−箱根

平成27年度
つのプロジェクト重点事業
広報 はこね

2015.April
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〜高齢者の皆さんが元気で安心して暮らし︑生き生きと活動できる社会づくりを目指して〜

︵第 期 平成 〜 年度︶
照会先 健康福祉課☎85 ―
7790

町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定しました

日本は少子高齢化により﹁超
高齢社会﹂を迎え︑団塊の世代
が 歳以上になる平成 年には︑
より多くの人が要介護状態にな
ると予想されています︒
町の現状も同様で︑総人口は
減少を続ける一方︑高齢者の割
合は︑国や県内の平均を上回っ
て推移しています︒また︑高齢
者数の増加に伴い︑介護保険サ
ービスを必要とする人の人数も
少しずつ増えてきています︒
介護保険は制度が円滑に実施
されるよう︑3年ごとに各市町
村が計画を見直すことになって
おり︑次の3つの基本目標の下︑
第6期の計画を策定しました︒
◎地域包括ケアシステムの構築
と推進
◎健康で元気に生きがいをもっ
て暮らせる地域づくり
◎介護保険サービスの充実
住みよい社会を目指す取り組み

◎認知症施策の推進
◎地域ケア会議の推進
◎生活支援体制の整備
●新しい介護予防と生活支援

ため︑次の4つを重点事項とし
て取り組みます︒
◎在宅医療と介護の連携の推進

期計画から継続し︑発展させる
１・2の方の訪問介護と通所介
護サービスを︑地域支援事業の
新しい総合事業として実施しま

防給付で実施している︑要支援

年度を目途に︑現在介護予

す︒また︑介護予防事業の一次︑
二次という枠組みをはずし︑一
般介護予防事業や生活支援事業
として新たに実施します︒
この他︑住民ボランティアに
よるごみ出しサービスや︑見守

年度の給付費は9億542
4万円であり︑ 年度の8億6︐

●介護保険料の改定
介護サービスを必要とする人
の増加に伴い︑介護保険に係る
費用が上昇しています︒

介護サービスを提供するために

負担を減らせるよう 段階とし
ます︒
各自の介護保険料は前年所得

保険者の所得段階に応じて調整
します︒国の標準は9段階です
が︑町では少しでも被保険者の

改定前は4︐150円であり︑
950円の増額となります︒
●介護保険料の決定と通知
介護保険料の負担割合は︑被

料を改定します︒
基準月額は5︐100円です︒

ビスを利用するためにも︑納期
限までに納めましょう︒

き︑未納期間に応じて保険給付
が制限されてしまいます︒
いざというときに必要なサー

特別な事情もなく納期限後も
介護保険料を納めないでいると︑
介護サービスが必要になったと

りなどを生活支援サービスとし
て事業化することを検討するな
ど︑地域の実情に合わせてさま
ざまな事業体系を構築します︒

387万円に比べて ・ ％の
増でした︒ 年度には︑ 億5
千8百万円を超えると推計して
います︒
に応じて決定し︑被保険者に対
し6月中旬頃にお知らせします︒

●介護保険料は納期限までに
介護保険はみんなで支え合う
制度です︒

こうした状況から︑第１号被
保険者︵ 歳以上︶の介護保険

これは︑西アフリカで猛威を
振るっているエボラ出血熱対策

けた方︑風しん予防接種を2回
済ませた方を除く︶

︻風しんワクチン︼
風しんは︑春先から初夏にか
けて感染者が増加します︒
生まれてくる赤ちゃんを先天
性風しん症候群から守るために
も︑流行前に予防しましょう︒
対 象 誕生日が平成7年4月
1日以前で︑町に住民登録があ
り︑これまでに風しんにかかっ
たことのない方︵既に助成を受

平成 年3月 日時点で次のい
ずれかに該当する方︵過去に接
種した方を除く︶

妊
※娠を予定または希望してい
る女性や︑その配偶者に対し︑
接種費用の一部を助成します︒
︻高齢者肺炎球菌ワクチン︼
年齢により接種できる年度が︑
平成 年度まで限定されていま
す︒今年度対象となる方には︑
4月上旬に﹁緑色﹂の接種券を
送付します︒
対 象 町に住民登録があり︑

風しんワクチン・高齢者肺炎球菌ワクチン
の予防接種を受けましょう

11

県
…健康増進課☎045 2
―
10 4
―786

□町の助成制度 子育て支援課
…
☎85 9
―595
□県の助成制度・相談センター

談センターも開設しています︒
照会先

不妊・不育症治療費の助成が始まります
4月から︑不妊または不育症
︵反復・習慣流産︶に悩む夫婦
への治療費を助成します︒
これは﹁箱根町子ども・子育
て支援事業計画﹂に基づく新規
事業です︒
不妊治療については﹁タイミ
ング法﹂や﹁人工授精﹂など︑
一般不妊治療と位置付けられて
いる治療の保険診療外の費用が
対象になります︒

◯ 歳︑ 歳︑ 歳︑ 歳︑
歳︑ 歳︑ 歳︑100歳
◯ 歳以上 歳未満で心臓︑腎
臓︑呼吸器の機能またはヒト

生
※活保護世帯および町民税非
課税世帯の方は︑申請によりワ
クチン接種に係る費用が全額免
除されます︒
照会先 さくら館
☎85 0
―800

自己負担額 3︐000円

障害者手帳１級相当︶
接種回数 1回

免疫不全ウイルスによる免疫
機能に障がいがある方︵身体

80

11 5

24

これらの助成には︑申請の期
間や助成額の上限があります︒
県
※では︑特定不妊治療に対す
る助成の他︑不妊・不育専門相

85

31

75

●地域包括ケアシステムの構築
住まい・医療・介護・予防・

6,120円
(73,440円)
6,630円
(79,560円)
7,650円
(91,800円)
8,670円
(104,040円)
9,690円
(116,280円)
10,710円
(128,520円)

95

生活支援を一体的に提供する 地｢
域包括ケアシステム﹂構築を5

基準額
×1.20
基準額
×1.30
基準額
×1.50
基準額
×1.70
基準額
×1.90
基準額
×2.10

70

10

16

永年勤続功労章

5,100円
(61,200円)

30

県体協創立 周年記念
功労者等表彰

基準額

65

町消防団副団長の志村裕之さ
ん︵元箱根︶が︑永年にわたり
消防の発展に寄与した功労を認
められ︑3月6日︑平成 年度
消防功労者消防庁長官表彰式で︑
永年勤続功労章を受章しました︒

4,590円
(55,080円)

28

29

65

として︑ギニア共和国から外務
3月1日︑藤沢市民会館で行
省を通じ支援要請を受けた︵一
社︶日本外交協会より︑車両の
われた︵公財︶神奈川県体育協
譲渡依頼があったため︑同協会
会創立 周年記念式典で︑町体
育協会の金子義明さん︵宮ノ下︶ に譲渡したものです︒
この出発式が 月 日︑成田
と菅井清登さん︵元箱根︶が表
国際空港で行われ︑ギニア共和
彰されました︒これは︑現在顧
国へ空輸されました︒
問である両者の︑永年にわたる
町内で活躍した車両が︑ギニ
体育およびスポーツ振興への功
アの地で救急活動に活用され︑
績が認められたものです︒
第二の人生を送ることになりま
ギニア共和国へ
す︒
救急車を寄贈
照会先 消防本部消防総務課
☎82 4
―512
今年度の車両更新により退役
予定であった救急自動車を︑ギ
ニア共和国へ寄贈しました︒

基準額
×0.90

90

平成 年度
箱根町教育委員会表彰
教育の振興を図るため︑町の
教育に貢献のあった方︑他の模
範と認められた方が次のとおり
表彰されました︒︵敬称略︶
︽社会教育団体の育成および町
民の教養の向上に寄与した功績︾
◎永峯房子︵仙石原︶
書道の指導
◎岩田マサ子︵小涌谷︶
茶道の指導
︽学校生活の中での努力が顕著
であり︑他の模範となった生徒︾
◎浅香菜々︵箱根中3年︶

3,825円
(45,900円)
本人が住民税非課税
第
（世帯内に住民税課 本人の課税年金収入と他の所
段階 税者がいる場合)
得との合計が80万円以下
本人が住民税非課税
第
（世帯内に住民税課 本人の課税年金収入と他の所
段階 税者がいる場合)
得との合計が80万円を超過
第
合計所得金額が120万円未満
段階
第
合計所得金額が120万円以上
段階
190万円未満
第
合計所得金額が190万円以上
本人が
段階
290万円未満
住民税課税
第
合計所得金額が290万円以上
段階
400万円未満
第10
合計所得金額が400万円以上
段階
600万円未満
第11
合計所得金額が600万円以上
段階
※負担割合は基準保険料（第 段階)に対する比率

基準額
×0.75
第
段階

世帯全員が
住民税非課税

本人の課税年金収入と他の所
得との合計が80万円を超え
120万円以下
本人の課税年金収入と他の所
得との合計が120万円を超過
第
段階

29

2,550円
(30,600円)
本人の課税年金収入と他の所 基準額
得との合計が80万円以下
×0.50
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受
第
給者（世帯全員
段階
が住民税非課税)

27

月額
(年額)
負担
割合
平成27〜29年度の所得段階別介護保険料
所得
対 象
所得状況など
段階

6

25

75

︽読書感想文コンクールで優秀
な成績を収めた児童︾
◎本間千博︵湯本小1年︶

救急自動車のギニアでの活躍が期待されます

75

3,570円
(42,840円)

65

総人口
12,822 12,703 12,523 12,386 12,240 12,074
3,870 4,007 4,135 4,243 4,296 4,301
65歳以上
30.2% 31.5% 33.0% 34.3% 35.1% 35.6%
(高齢化率)
2,062 2,147 2,239 2,295 2,281 2,236
65〜74歳
1,808 1,860 1,896 1,948 2,015 2,065
75歳以上
要支援・要介護
563
610
609
618
643
677
認定者数

75

（単位：人）
29
計
28年
29年
町の人口・要支援・要介護認定者数の推移
実 績
推
区 分
26年
24年
25年
27年

37

26

基準額
×0.70

60

26

10

2015.April
広報 はこね
11

2015.April
広報 はこね

選
※挙人名簿に登録されていて
も︑投票日前に県外に転出した
方は投票できません︒ただし︑
県内への転出で︑箱根町または
新住所地の市区町村長が発行し
た﹁引き続き証明書﹂を持参し
た場合は︑町で投票できます︒
投票所入場券 投票所入場券を
郵送しますので︑投票の際に持
参してください︒
家
※族4人連記となっています
ので︑各自切り離して使用して
ください︒

期 間
●県知事選のみ
3月 日㈮〜4月3日㈮
●県知事選挙・県議会議員選挙
4月4日㈯〜 日㈯
時 間 8時 分〜 時
場 所 役場分庁舎4階会議室
期
※日前投票を行うときに提出
する﹁請求書︵兼宣誓書 ﹂)は︑
期日前投票所に用意しますが︑
出張所︑町ホームページ上にも
用意しますので︑事前に記入し
持参しても構いません︒
︻不在者投票︼
町内に長期不在のため期日前
投票ができない方は︑不在者投

見積価格︑公売保証金につい
ては問い合わせてください︒
詳細は︑町ホームページに掲
載しています︒

滞納者から差し押さえた動産
を滞納額に充てるため︑インタ
ーネット公売を実施します︒

●下見会
日 時 4月 日㈮〜5月7日㈭

ションサイトの画面に必要事項
を記入し︑申し込んでください︒
申込期間 4月 日㈮ 時〜
日㈪ 時

代金納付期限 5月 日㈪ 時
分
入札申込方法 ヤフーのオーク

インターネット公売 動(産 を)実施します

公売財産 絵画︑傘立て︑フィ
ギュア︑装飾鉄砲など
9時〜 時︵土・日曜
日︑祝日を除く︶

14

入札期間 5月8日㈮ 時〜5
月 日㈰ 時
入札・開札・売却場所 税務課
︵入・開札はヤフー㈱提供のイ
ンターネット公売システム上︶
開札日時 5月 日㈪9時
売却決定日時 5月 日㈪ 時

18

場 所 税務課
参加方法 来庁する日時を事前
に電話で予約してください︒
照会先 税務課︵収納係︶
☎85 9
―573

原動機付自転車などの
税率引き上げは延期となる予定です

㈬から引き上
げられること

となっていた
原動機付自転車などの税率は︑
今年度の税制改正により︑引き
上げ時期が︑ 年 月1日㈮に
延期の予定となりました︒
照会先 税務課☎85 7
―750

はり・きゅう・
マッサージ
サービス券の交付
健康増進のため︑ 歳以上の
方に︑はり・きゅう・マッサー
ジサービス券を交付します︒
町が委託する治療院または医
療機関で利用できます︒治療院
などの一覧は︑サービス券交付
時に同封します︒
対 象 平成 年3月 日まで
に 歳以上になる方
年間交付枚数 一人につき3枚
有効期限 平成 年3月 日㈭
まで
自己負担︵1枚につき︶
・治療院
1︐500円
・医療機関 それぞれで異なる

引っ越しなどに伴い︑水道の
使用を開始または中止する場合
は︑引っ越しの１週間ほど前ま
でを目安に連絡してください︒
引
※っ越し間近の連絡では︑対

引っ越しの際は
水道の手続きを

見学先 国登録文化財 松の茶屋
申込方法 直接または電話︑郵
｢
｣
開催時期
月下旬
便で申し込んでください︒
︿仙石原の道祖神祭り﹀
申込・照会先 健康福祉課☎8
見学先 道祖神祭り 午後〜夕方︶ 5 7
(
―790／〒250 0
―3
開催日 平成 年1月 日㈭
98 箱根町湯本256
︿湯場の歴史探訪会﹀
見学先 湯場地域に残る文化財
建造物や旧跡など
開催日 平成 年3月3日㈭
申込・照会先 教育委員会生涯
学習課﹁金時山コース﹂担当☎
85 7
―601／〒250 0
―
311 湯本266／
kyoudo
@town.hakone.kanagawa.jp

10

17

23

現行税率

めに問い合わ
せてください︒
︵期間は期日
平成 年度
前投票と同じ︶ 税制改正によ
り︑4月1日
投・開票速報
町ホームペ
ージで閲覧で
きます︒

10

11

30

照会先 選挙
管理委員会
☎85 7
―1
11

11

町
※内で転居した場合は︑前の
住所地での投票となる場合があ

解散場所 乙女口バス停
参加費 200円︵保険代︑資
料代︶
昼
※食は各自用意してください︒
定 員
人︵定員を超えた場
合は抽選︶
申込方法 往復はがきまたはＥ
メールに︑受講希望者全員︵1
組2人まで︶の住所︑氏名︑年
齢︑性別︑電話番号︑今回の探
訪会開催を知った方法を明記し︑

11

28

投票は︑私たちが政治に参加
する権利の行使です︒大切な一

芦之湯集会所

4月 日㈪必着で申し込んでく

26

りますので︑注意してください︒
︻期日前投票︼
投票日当日に投票できない方

第14

票を無駄にせず︑自分の意思で
決めた人に投票しましょう︒

元箱根集会所

27

／ ㈬から
電気自動車用
急速充電が有料に！

306

045 3
―45 1
―211／
箱根水道センター☎82 4
―

県
…営水道お客様コールセン
ター☎0570 0
―0595
9︵ナビダイヤル︶または☎

山・神宮山を除く︶ 上
…下水
道温泉課☎85 9
―569
□仙石原地域︑宮城野・強羅・
木賀地区︵字川向・新田・木
賀 ︑元
) 箱根地区︵字旧札場･
三右エ門平・禅月山・神宮山 ︶

□湯本・温泉地域︑木賀地区 字(
木賀・新田・川向を除く ︑二
)
ノ平地区︑箱根地域︵元箱根
字旧札場・三右エ門平・禅月

応できない場合があります︒
連絡先︵地区により異なる︶

軽二輪車
小型二輪

は︑期日前投票ができます︒

箱根集会所
第13

票ができます︒
この場合︑郵便によるやりと
りなど︑手続きに日数が掛かり
ますので︑早

第12

開
※票は︑即日 日㈰ 時 分
から仙石原文化センターで行い

レイクアリーナ箱根

13

小型特殊

ます︒
︻当日の投票︼
日 時 4月 日㈰7時〜 時

仙石原文化センター
第11

30

平成27年度までの税率
区 分

投票所 表のとおり
第
※3投票所は︑平成 年 月
執行の選挙と場所が変わります

もく よく

第10

申込期間
月 日㈮までに直
ださい︒
接または電話で申し込んでくだ
●﹁箱根探訪会﹂今年度の日程
さい︒
第2回以降の予定は次のとお
申込・照会先 さくら館
りです︒日程や参加者募集につ
☎85 0
いては︑その都度広報﹁はこね ﹂
―800
などに掲載します︒︵定員はい
箱根探訪会
ずれも 人︶
﹁金時山コース﹂
︿小涌谷の近代建築﹀
金太郎伝説と名花シロヤシオを訪ねて
見学先 国登録文化財・三河屋
旅館︑同・小涌園貴賓館他
金時山に金太郎の伝説と︑稜
開催時期 7月下旬
線に咲く野生のツツジ︑シロヤ
︿駒ヶ岳散策﹀
シオを訪ねます︒
見学先 駒ヶ岳︵植物とアサギ
公時神社や奥ノ院を訪ねなが
マダラの観察︶
ら山頂へ︒山頂を過ぎ︑シロヤ
開催時期
月上旬
シオの群生地を抜け︑春の草花
︿宮ノ下れきし散歩﹀
を観察しながら乙女峠を経由し
見学先 宮ノ下に残る歴史的建
国道に戻ります︒段差の多い健
造物や旧跡
脚向けのコースです︒
開催時期
月下旬
月 日 5月 日㈫
集合時間 9時︵9時 分出発 ︶ ︿松の茶屋探訪会﹀
集合場所 金時神社入口バス停
解散時間
時 分

二ノ平自治会館

10

原動機付
自転車

ので︑注意してください︒
投票できる方 選挙人名簿に登
録されている方︵平成7年4月
日以前に生まれた方および
年1月2日までに転入届を提出
した方で︑引き続き3か月以上
町に居住している方︶

月 日㈬

プレママ・パパ
出
(産育児 教)室

日 時
時 分〜 時
場 所 さくら館
内 容 お産や母乳育児につい
ての話︑赤ちゃんの沐浴実習
対 象 これから母︑父になる方
持ち物 母子健康手帳︑筆記用
具︑エプロン
申込方法
月 日㈬までに電
話で申し込んでください︒
申込・照会先 子育て支援課
☎85 9
―595

ヘルスメイト
養成講座
食生活について学びませんか︒
講座修了者の多くは︑町食生
活改善推進員として活躍してい
ます︒
対 象 町内在住で継続的に受
講でき︑食育推進活動に興味の
ある方
受講期間
月〜 月︵全 回 ︶
場 所 小田原保健福祉事務所
︵小田原市荻窪350 ―︶他
内 容 食生活改善や食育︑運
動などに関する講義および実習
定 員
人︵申込順︶
受講料 2︐000円︵教材費 ︶
修了証書
回以上出席した方
に交付されます︒

老人福祉センターやまなみ荘
第

役場本庁︑レイクアリーナ箱
根に設置している電気自動車用
急速充電器の利用は︑4月1日
㈬9時から有料になります︒
料 金
○会員カードを持っている方
利用カードのプランによる
○会員カードを持っていない方
１回 分の利用で540円
照会先 企画課☎85 9
―560

12

2015.April
広報 はこね
13

宮城野公民館
第

9

1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
1,600円
4,700円
2,400円
4,000円

1

第

25

50cc以下
50cc超90cc以下
90cc超125cc以下
ミニカー
農耕作業用
その他
125cc超250cc以下
250cc超

30

小涌谷集会所

30

23

20

14

4

大平台集会所
第

13

31

第

17

4

70

温泉公民館

10

31

畑宿寄木会館
第

30

28

28

第

4

19

15

10

70

投票所名

27

湯本小学校

25

13

階
役場本庁舎

11

28

28

8

1

第

20

20

12
27

21

26

16

11

投票区

月12日㈰は
神奈川県議会議員選挙・
神奈川県知事選挙の投票日

12

12

30 22

15

第

20

13 4

4

5

5

7

2015.April
広報 はこね

広報 はこね

2015.April

暖かな日が多くなり、ピンク色や黄色の花があち

はこジ郎の
ぶらぶら
ジオ日記

―その１―

らこちらに咲く様子が楽しめる春本番。カラフルな
街の景色に気分も軽やかになる 月です。

箱根町＝「裕福」という誤解

今回は、昨年 月下旬から12月末にかけて募集が
行われた「箱根ジオパークフォトコンテスト」の入

町では、厳しい財政状況が続くため、新たな財源を町民の皆さんにお

選作品を紹介します。

願いできるよう、 月から担当部署を設けました。

照会先 企画課☎85−9560

そこで、現在の町の財政状況を 回にわたってお知らせします。
照会先

町の内外には﹁箱根町は裕福 ﹂

という認識を持っている人がた
くさんいます︒
こう思われている理由の一つ
は﹁町が国から地方交付税交付
金を受け取っていない﹂からだ

と考えられます︒

交付金
【財源不足分】

しかしそれ以降は︑バブル経
済の崩壊に伴う地価下落を背景
に︑税収が大きく落ち込みまし
た︒その一方で︑少子高齢化の
進展により社会保障費が増加し

広報 はこね

えていました︒

支出より多いと算定されていま
す︒そのため︑地方交付税交付
金に頼らず行政サービスの提供
ができる︑いわゆる﹁財政力の
高い町﹂に分類されてしまうの

続けるなど︑町の収支状況は厳
しくなっていきました︒
そのような厳しい財政状況で

26

この計算によると町は収入が

です︒
地方交付税交付金が交付され

ていない市町村は︑平成 年度
では全国約1︐700団体中︑

54

あっても︑地方交付税交付金は
理論上の収支で算定されて交付︑

※次回は、具体的な町の財政状況をお知らせします。

地方交付税

理論上の支出額―理論上の収入額＝地方交付税交付金

わずか 市町村のみで︑これが
﹁箱根町は裕福﹂というイメー

20

=
理論上の
収入額

ジに結びついているといえます︒

Fax

−

不交付が決まるため︑町に交付
されることはありません︒
町では︑算定方法の見直しも
国に要望していますが︑全国共

3

地方交付税交付金は︑国の財

区(10.0㎞) 石井清加寿（仙石原※）32分38秒 (13位)

54

理論上の
支出額

通の仕組みでもあり︑容易には
実現できません︒

第

進（小涌谷） 36分45秒 (20位)

付税
地方交 て
っ
金
交付
う？
何だろ

財源不足分

と判
が高い
財政力 いるなら、
て
断され ぱり裕福
っ
や
は
町
しょ？
なんで

このため︑実際の収支に関わ
らず︑箱｢根町は裕福﹂という誤
解が生まれてしまうのです︒

区(10.7㎞) 田代

18

つまり︑地方交付税交付金が
交付されるか否かは︑実際の収

第

本） 25分17秒 (18位)

1

財務課☎85−9563

政支援策です︒簡単に言うと︑
市町村の収入と支出を比べて︑
収入が不足する場合にその不足
分を国が手当てする制度です︒

区(7.2㎞) 岡田慶一郎（湯

2

支とは関係のない数値に基づい
て決まる仕組みとなっているの
です︒

第

由姫乃（仙石原） 10分51秒 (27位)

いる
減って
収入は は増え続
出
のに支 ……町は
る
い
て
け
ない
は言え
裕福と れないね
し
のかも

しかし︑これは実際の収入と
支出とを比べるのではなく︑理

区(2.7㎞) 星

では︑実際のところ町の財政
は︑裕福なのでしょうか︒
全国的にみて︑地方交付税交
付金を受け取らず︑収入の約6

第

10

割が税収という市町村はそう多
くありません︒

〃

その意味では裕福と言えます︒
実際︑平成 年頃までは︑比
較的余裕を持った財政運営が行

本） 27分55秒

奨（湯

申込期間 5月 日㈮〜 日㈬

〃

区(8.2㎞) 大泉

8

郷土資料館・文化財
のボランティア募集

区(10.0㎞) 越阪部隆成（元箱根） 30分43秒

第

30

その他 当方でボランティア保
険に加入します︒
申込・照会先 教育委員会生涯
学習課☎85 7
―601／ 8

第

2

69

5 7
―200／
kyoudo@town.
hakone.kanagawa.jp

区(3.1㎞) 海本

2

Allかながわスポーツゲームズ
第 回市町村対抗

龍輝（大平台）

9分54秒 (17位)

第

3

﹁かながわ駅伝﹂
競走大会の結果

選手名・記録(区間順位) ※は帰省地

28

月 日に行われた﹁かなが

15

間

5

わ駅伝 秦
｣(野市中央運動公園〜
県立相模湖公園 に
）︑箱根町チ
ームが出場し︑ 時間 分 秒
のタイムでゴールした結果︑参
加市町村 チーム中 位︑町村
の部 位の成績を収めました︒

出場選手の区間記録

31

博物館活動または文化財︑ボ
ランティア活動に興味・関心の
ある方︑ボランティアとして活
動しませんか︒
いずれも電話︑ファックスま

30

たはＥメールで申し込んでくだ
さい︒ 住(所︑氏名﹇ふりがな ︑
]
年齢︑連絡先を明記︶
︻郷土資料館ボランティア︼
活動内容 わらじ作り︑体験学
習活動補助︑資料整理など
活動期間
月〜平成 年 月
日㈭︵活動日は別途調整︶

申込期間 4月1日㈬〜 日㈭
︵申込期間を過ぎた場合は要相
談︶
その他 当館でボランティア保
険に加入します︒

申込・照会先 教育委員会生涯
学習課郷土資料館☎85 7
―6

01／ 85 7
―200／
ky
oudo@town.hakone.kanagawa.jp
︻文化財ボランティア︼
活動内容 国指定天然記念物・
仙石原湿生花園植物群落内のヨ
シ刈り︑国指定史跡・元箱根石
仏群内の草刈り︑国指定史跡・
箱根旧街道の清掃など
活動日 ヨシ刈りは6月上旬︑
その他は未定
Fax

区

少な
収入が
実際の いって、
と
いから もらえる
が
交付金 ないのね！
ゃ
じ
け
わ

■主な展示日程
・ /25㈯〜 /10㈰ 箱根ジオミュージアム
・ /13㈬〜 /31㈰ 箱根ビジターセンター
①坂本卓也さん
・ /14㈭〜 / ㈬ 県立生命の星・地球博物館（小田原市入生田499）
②千代田厚史さん ・ / ㈮〜 /30㈫ 小田原地下街「HaRuNe小田原」（小田原市栄町1−1−7）
※時間やその他の会場などは、箱根ジオパークホームページの最新ニュースに掲載
③小畑繁明さん
しています。(http://www.hakone‑geopark.jp/news/26photocon‑gallery.html)
④岡本芳隆さん

④

論上の数値を用いて計算します︒
例えば︑支出では︑標準団体
という理論上の地方公共団体を
設定します︒

③

そして︑その理論上の団体で
必要とされる行政サービス経費

【最優秀賞】
①「壮大な箱根カルデラ」
飛行機から撮影されたこの写真は、外輪山・中央火口丘・芦ノ湖と、ひと目
で箱根のカルデラが分かる一枚だよ。すそのの広がりから、外輪山の外側の地
域が箱根とつながっていることも見て取れるよね。カルデラってスペイン語で
「鍋」という意味なんだけど、本当に鍋みたいな形をしているね！
【部門別の優秀賞】
②地形・地質(ジオ)部門「波間に出現！ 小松石のグーパンチ｣
真鶴半島で採掘される小松石は、箱根火山の活動により今から約15万年前に
流出した溶岩からできているんだ。長い時間を経て、波や風の力で大きな握り
こぶしみたいな形になるなんて、自然の力って本当にすごいな！
③歴史・文化（ヒト）部門「箱根旧道」
300 年以上もの昔、旅人を夏の日差しと冬の風雪から守るために植えられた
元箱根の杉並木。他の地域では松が一般的だけど、湖畔の気候には杉のほうが
適していたんだって。写真は霧に包まれた幻想的な一枚だよ。
④動物・植物（エコ）部門「金色に輝く」
仙石原の秋と言えばススキ草原だよね。太陽の光が当たってススキがキラキ
ラしながら波打つ風景は本当に美しいよね。この間山焼きも行われて、今は漆
黒の台地を見ることができるよ。

①

②

ごとの単価に︑それぞれの市町
村の人口︑面積︑道路延長︑学
校の数などを乗じて得た費用を
支出額として用います︒

やあ！ いつもは町内のジオサイトに遊びに行っているオイラだけど今回は面白いイベントがあるって聞いた
から、そのイベントを見に行ってきたぞ。その名も『箱根ジオパークフォトコンテスト作品展〜これがわたしの
ジオパーク〜 。応募総数308点、その中から選ばれた最優秀作品と各部門の優秀作品を紹介するよ！

2015.April
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木

金

土
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館

☆グループ体操
★フィットネス体操

館

日

2

☆グループ体操 こ ど も ・ 幼 児
★フィットネス体操 水 泳 教 室 ( Ａ )

消防署湯本分署分署長︵第１係
担当︶＝関田和明︵消防署警備
第１課警備課長︶︻3月 日付

課長︶●小林慎一︵環境整備部
環境課長︶●北村芳久︵総務部
財務課検査専任課長︶●伊與田
実︵消防署副署長﹇警備第１課

担当﹈︶●小林史明︵環境整備
部環境課美化係主査︶●小林一
守︵消防署警備第2課主査︶

榎本孝弘︶様
新入学児童・新入園児用黄色
い交通安全帽子182個

︿箱根町社会福祉協議会﹀
◎富士屋ホテル様
2万円
◎勝栄様
1万円
◎簑島みな子様 紙おむつ4袋

〜レイクアリーナ箱根〜
〈各種体操〉
実施時間 ☆14時〜15時／★19時〜20時
対 象 16歳以上
持ち物 運動のできる服装、室内運動靴、タオル
費 用 町内に在住・在勤の方は無料、町外の方は400円
〈トレーニングルーム講習〉
対 象 トレーニングルームを初めて使用する方
定 員 各回15人
日 時 カレンダー中、日付に色がついている日の①12時
30分〜13時45分②15時15分〜16時30分③17時30分〜
18時45分のいずれか（講習時間は 時間）
※ 日㈭、24日㈭は③のみです。
〈体力測定〉
今月はありません。
その他 体育館の利用時間は 時〜21時です。
（準備、片付けを含む）
照会先 レイクアリーナ箱根☎86−3300

4

日
※程は変更になる場合があります︒
来
※月の予定も一部掲載していますが︑
詳細は次号で確認してください︒

〜さくら館温水プール水泳教室〜
〈おとな水中運動教室/おとな水泳教室〉
実施時間 14時〜15時／18時30分〜19時30分
対 象 中学生以上
受講料
回券700円、フリーパス2,000円、10回券7,000円
〈こども・幼児水泳教室〉
実施時間 （A)こども：10時〜11時、幼児：13時〜14時
（B)こども：13時〜14時、幼児：10時〜11時
対 象 こども：小学生、
幼 児： 歳〜未就学児（要オムツ離れ）
受講料
回券400円、フリーパス1,000円、10回券4,000円
【共通】
持ち物 水着、水泳帽、タオルなど遊泳に必要なもの
入場料 大人300円、中学生以下100円
（障がいのある方、未就学児は無料）
参加方法 開始時間の10分前までにプール受付に集合して
ください。
※受講者多数により参加できない場合があります。
その他 プールの利用時間は 時〜20時です｡
(入館は19時30分まで）
申込・照会先 さくら館☎85−0800

休

5/1

31

当﹈︶◎消防本部消防総務課長
＝落合靖︵消防本部消防総務課
副課長兼庶務係長事務取扱︶●

日

30

課箱根出張所長︶◎総務部財務
課長＝吉田朋正︵総務部財務課
副課長︶◎総務部財務課検査専

館

29

消防署副署長︵警備第１課担当︶
＝纐纈正晴︵消防署湯本分署分
署長﹇第１係担当﹈︶●消防署
副署長︵警備第2課担当︶＝鈴
木直幸︵消防本部予防課長︶◎

休

28

任課長＝座間毅︵環境整備部上
下水道温泉課副課長︶◎福祉部
保険年金課長＝杉本匡︵福祉部
保険年金課副課長︶●環境整備
部都市整備課長＝勝俣優︵議会

こ ども・幼児
水泳教室(Ｂ)

27

事務局長︶●環境整備部環境課
長＝髙橋徹︵福祉部保険年金課
長︶●議会事務局長＝片倉建

おとな水中運動教室

26

25

定年退職者︼●勝俣敏︵教育次
︵総務部総務防災課長・箱根町
長兼学校教育課長事務取扱︶●
選挙管理委員会書記長︶◎教育
鈴木孝明︵総務部財務課長︶●
委員会学校教育課長＝石川憲一
︵教育委員会学校教育課副課長︶ 川口一哉︵環境整備部都市整備
◎教育委員会生涯学習課郷土資
料館長兼文化財係長事務取扱＝
鈴木康弘︵教育委員会生涯学習

日

24

☆グループ体操
(社教センター) こ ど も ・ 幼 児
★フィットネス体操 水 泳 教 室 ( Ａ )
おとな水泳教室

課郷土資料館長兼文化財係長事
務取扱︶●消防本部消防次長兼

23

予防課長事務取扱＝斉藤利久
︵消防署副署長﹇警備第2課担

館

22

☆グループ体操
★フィットネス体操

関東支部︵支部長 古市 光︶
の環境保全活動推進の一環によ
様
ＡＥＤ一式
る寄付︶
︵トラスト︶
﹀ ︿箱根町交通安全都市推進協議会﹀
｣ ︿箱根町資源保全基金
◎箱根ライオンズクラブ︵会長

休

21

こ ど も ・ 幼 児
水泳教室(Ａ)

◎くちなしの花の会︵代表 廣
枝三千ル︑大沼静子︶様

20

18

5︐000円
◎箱根カントリー倶楽部︵キャ
プテン 岩崎俊男︶様
4万3︐100円
︿道の駅﹁箱根峠﹂﹀
◎︵一社︶日本道路建設業協会

こども・幼児
水泳教室(Ｂ)

17

16

☆グループ体操
☆Ｒ
＆
Ｆ
おとな水泳教室
★フィットネス体操
★ダンベル体操

日

19

15

町職員人事異動
︵4月1日付︶

こ ども・幼児
水泳教室(Ｂ)

14

13

◎は昇格

おとな水中運動教室

12

︻部長級︼◎企画観光部長＝吉
田功︵企画観光部観光課長︶●
総務部長＝勝俣正志︵企画観光

☆ウォーキング体操
こ ど も ・ 幼 児
おとな水泳教室
★グループ体操
水泳教室(Ａ)

部長︶●特定政策推進室長＝川
口將明︵消防長︶◎教育次長兼

日

11

生涯学習課長事務取扱＝大和田
公一︵教育委員会生涯学習課長︶

館

10

9

◎消防長＝中村光章︵消防本部
消防次長兼消防総務課長事務取
扱︶︻課長級︼◎企画観光部観
光課長＝秋山智徳︵教育委員会
生涯学習課箱根関所長︶●総務

休

8

7
☆グループ体操
★フィットネス体操

部総務防災課長・箱根町選挙管
理委員会書記長＝對木雄一︵総

こども・幼児
水泳教室(Ｂ)

6

こ ど も ・ 幼 児
水泳教室(Ａ)

務部総務防災課防災対策室長︶
◎総務部総務防災課防災対策室
長＝小林泰彦︵総務部総務防災

5

4

善意の寄付

☆グループ体操
(社教センター)
おとな水泳教室
★ダンベル体操

各
「事業に役立ててください
と︑善意の寄付がありました︒

3

皆さんありがとうございました︒
︿箱根の森林再生﹀
◎アサヒビール㈱ 小(路明善 様)
100万円

2

︵特定アルコール飲料の売上1
本につき１円を森林再生活動に
活用する箱根・丹沢山系水源林

1

ス ポ ー ツ カ レ ン ダ ー ( 月︶

日

移動図書館きつつき号 巡回予定表

赤ちゃん誕生（誕生証書
さかき

なな

クイズ

せ

榊 七彩ちゃん

/

佑太さん 小涌谷

正解者の中から抽選で 人の方に図書カー
ドをプレゼントします。
【問題】 「箱根ハートフルプログラム」は、

おくやみ（
山口

/19〜

/18受付分）

/23㈭〜

/12㈫は｢こどもの読書週間｣

月23日の「子ども読書の日」からの

湯本小学校

週間は「こど

もの読書週間」です。
子どもと本をつなぐために、皆さんも一緒に読書の大

子どもたちが互いを思いやり、●●●●心を

切さを考えてみませんか。

育てることを目指す新たな取り組みです。●

『読み継ぐべき絵本の名作200』 マガジンハウス

77歳

仙石原

に入る語句を 文字で答えてください。

松下美知枝さん

/15

85歳

宮ノ下

応募方法 はがきに答え、住所、氏名、年齢、

とぐら』などの名作絵本の誕生秘話や、作者へのインタ

電話番号を明記し、応募してください。

ビュー、子どもの本の専門店などが選ぶ名作絵本20冊リ

※町内在住の方のみ、１人１通応募できます。

スト、国内外の絵本美術館の案内など、絵本の魅力をさ

（町ホームページからも可）

まざまな視点で伝えている一冊です。

や

宝くじの助成金で
備品を購入

/24

仙石原地域自治会連合会では︑

隆さん

地域のコミュニティ活動の充実
を図るため︑︵一財︶自治総合
センターの﹁コミュニティ助成
事業﹂により︑宝くじの助成金
を受けて︑折りたたみ式テーブ
ル・印刷機・パソコンなどの備
品を購入しました︒
今回の整備により︑地域のさ
らなる活性化が期待されます︒
照会先 企画課☎85 9
―560

17

場 所
役場本庁駐車場

社会教育センター図書室から

月発行分）

応募期限

月10日㈮当日消印・着信有効

応募先 〒250−0398 箱根町企画課
月号の解答 「青色」
当選者 岡 恵子さん（仙石原）
笠原政司さん（箱 根）
宮腰千菜さん（元箱根）

『うさこちゃん

ムーミン

はらぺこあおむし

ぐり

幼い頃に自分で読んだり、誰かに読んでもらったりし
た絵本もきっと掲載されているはず！
子どもたちに読んでほしい、読み聞かせをしてあげた
い、手に取って自分でも読んでみようかな……。
そんな気持ちに応えてくれる絵本がたくさん紹介され
ています。

湯本幼児学園
町社会福祉協議会
さがみ信用金庫湯本支店前
箱根幼稚園
畑宿寄木会館
湯本茶屋（静観荘駐車場)
山崎集会所
箱根の森小学校
温泉幼稚園
姫之湯
強羅向山公園駐車場
宮城野保育園
さくら館
宮城野公民館
箱根中学校
元箱根集会所
箱根集会所
仙石原小学校
アレンジメントケア箱根仙石原
仙石原幼児学園
仙石原文化センター

日 時
/10㈮・24㈮
12:35〜12:50
/10㈮
13:00〜13:30
/24㈮
10:05〜10:20
13:50〜14:20
/10㈮・24㈮
14:30〜14:45
14:50〜15:05
/22㈬
9:20〜9:40
10:00〜10:15
/ ㈬・22㈬
10:30〜10:45
11:00〜11:15
/ ㈭
10:10〜10:25
/23㈭
13:00〜13:30
/23㈭
13:45〜14:05
14:15〜14:30
/ ㈭・23㈭
14:45〜15:00
15:10〜15:40
10:45〜11:00
/ ㈬・15㈬
11:10〜11:25
/15㈬
13:10〜13:25
13:45〜14:00
/ ㈬・15㈬
14:10〜14:25
/17㈮
13:00〜13:30
13:40〜13:55
/ ㈮・17㈮
14:10〜14:40
14:55〜15:10

※巡回予定は変更になる場合があります。
照会先 社会教育センター☎82−2694

★当選おめでとうございます。

を飼うときは最後まで責任を持って！ どうしても飼えない場合は環境課(☎85−9565)に相談を。

学校での問題や教育に関する相談は教育委員会内の教育支援室☎85−7776へ！

16

旬を

知っ

最新情報は町のメールマガジンで！ 町ホームページから登録できます︒

催

し

箱根路森林浴ウォーク2015

休日収納窓口の開設

日 時

やまなみ荘コーナー

県立職業技術校
2015年 月生募集

案

内

住民異動などに係る
臨時窓口の開設

町
=ホームページバナー広告募集中 = 企(画課☎85 9572︶

19

頼朝と湯河原のジオパークコース(10㎞)

月10日㈮ 時20分
（中止の場合は15日㈬)
集合場所 ＪＲ湯河原駅
コース 城願寺〜城山〜しとどの窟〜幕山 日時・場所
月 日㈭ 役場本庁舎（☎85−7790）
公園（健脚向け）
月23日㈭ さくら館（☎85‑0800）
会 費 500円（保険料他）
いずれも10時〜12時
※初参加の方は、別に500円が必要です。
申込・照会先 箱根町歩く会会長 村上東司 対 象 身体・知的・精神障がい者および
家族の方
☎85−6788
内 容 社会福祉士など専門家による面接
※当日の開催の有無は☎045−232−1120
相談、電話相談
（以下ガイダンスのとおりに）0460−85−
6788#(暗証番号)1212#で確認してください。照会先 健康福祉課☎85−7790

福祉相談会

普通救命講習
日 時
①普通救命講習Ⅰ
月26日㈰ 時〜12時
②普通救命講習Ⅱ
月21日㈫ 時〜13時
場 所 消防本部体育訓練室
内 容 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を
用いた心肺蘇生法および止血法（②
は実技と筆記の効果測定を含む）
対 象 町内在住(中学生以上)・在勤の方
定 員 各20人（申込順）
その他 修了者には修了証を発行します。
申込・照会先 消防署警備課救急係
☎82−4511

照会先

公共下水道に
接続しましょう

公共下水道が使用できる区域に住む
方で、まだ公共下水道に接続していな
い場合は、公共下水道への接続をお願
いします。
接続の工事は、必ず町が指定してい
る工事店で行ってください。また、工
事が始まる前に申請書を提出し、町の
確認を得てから工事を開始してくださ
い。
公共下水道への接続工事に要した費
用については、補助金や貸付金の制度
日 時
月13日㈪13時〜15時
があります。
（受け付けは14時まで）
公共下水道が使用できる区域や、町
場 所 小田原市保健センター
が指定している工事店、補助金や貸付
（小田原市酒匂 −32−16）
内 容 肢体不自由障がい者の補装具交付、 金の制度利用について知りたい場合な
どは、問い合わせてください。
修理相談
照会先 上下水道温泉課☎85−9567
※希望する方は事前に連絡してください。
照会先 健康福祉課☎85−7790

身体障がい者更生相談会

東日本大震災義援金の受け付けは、平成28年 月31日㈭まで延長となりました。
集まった義援金は日本赤十字社を通じて被災地に随時送られていますので、今後
も温かい支援をよろしくお願いします。
○ 月23日現在 総額8,727万2,528円

住民の方は窓口で申し出れば、町立観光施設・郷土資料館の入館料が無料になります｡

健康福祉課☎85−7790

●趣味の教室
書 道
/ ㊎・17㊎10：00〜12：00
手 芸
/ ㊋・21㊋13：00〜15：00
対 象 各教室とも町内在住の60歳以上の方
※開催日は変更になる場合があります。
●健康相談
日 時
/17㊎13：00〜13：30受け付け
内 容 健康管理、生活習慣病予防、食事指導、血圧測定
など
対 象 町内在住の60歳以上の方

休日急患（医科）

※ 月31日をもって、歯科の休日
急患当番医は終了となりました。

当番医は変更になる場合がありますので、必ず消防署
（☎82−4511）に確認してください。
担当医・診療時間
時30分〜17時
/ ㊐ 箱根ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院（仙石原）☎84−9111
/12㊐ 尾泉内科医院（宮城野）☎82−2423
/19㊐ 箱根医院（湯本）☎85−5200
/26㊐ 郷医院箱根小涌園診療所(二ノ平)☎82−2672
※4/29㊌は小田原休日夜間急患診療所を利用してください。
(小田原市酒匂2‑32‑16／☎0465‑47‑0823／受付時間8:30〜
11:30・13:00〜15:30・18:00〜22:00)

いし

！

子育て支援課☎85−9595

◆ か月児健康診査
日 時
/20㊊12：30〜12：50受け付け
対 象 平成26年12月生まれの乳児
持ち物 母子健康手帳、問診票
◆ 歳 か月児健康診査
日 時
/20㊊12：45〜13：15受け付け
対 象 平成25年10月生まれの幼児
持ち物 母子健康手帳、歯ブラシ、問診票
◆ 歳 か月児健康診査
日 時
/20㊊12：45〜13：15受け付け
対 象 平成23年10月生まれの幼児
持ち物 母子健康手帳、歯ブラシ、問診票
◆１歳児歯科教室
日 時
/20㊊12：45〜13：10受け付け
対 象 平成26年 月・ 月生まれの乳幼児
持ち物 歯ブラシ、母子健康手帳、アンケート票
◆ 歳・ 歳 か月・ 歳児歯科健康診査
日 時
/10㊎13:00〜13:30受け付け
対 象 平成24年 月・ 月、25年 月生まれの幼児
持ち物 歯ブラシ、母子健康手帳、歯科保健カード
◆育児教室（たんぽぽの会）
日 時
/21㊋ ：45〜11：45
対 象
か月〜 歳までの乳幼児とその保護者
※1週間前までに電話で申し込んでください。
◆離乳食教室（さくらんぼ教室）
日 時
/16㊍13：30〜15：00
対 象
〜18か月頃の乳幼児とその保護者
※1週間前までに電話で申し込んでください。

日 時

歩く会

−

照会先

てお

満点

すくすくキッズコーナー

月17日㈰ 時受け付け、 時ス 日 時
月19日㈰ 時30分〜17時15分
タート（小雨決行）
場 所 役場本庁舎 階税務課、保険年金課
春の企画展/フォトコンテスト作品展他 コース 芦ノ湖一周コース（22km)、箱根 納付できる税目など
湿生花園コース(16km)
・町税（町県民税、固定資産税、軽自動車
●春の企画展「春の山野草展」
※いずれも当日の申し込みも受け付けます。 税など）
期 間
月19日㈰まで
（先着200人、参加費1,500円）
内 容 山野草の生態展示
・国民健康保険料
※芦之湯・石仏コースは、予定人数に達し ・介護保険料
場 所 園内企画展会場
●箱根湿生花園フォトコンテスト2014入賞 たため募集を締め切りました。
・後期高齢者医療保険料
参加費 1,000円（中学生以下は無料）
作品展
照会先 税務課（収納係）☎85−9573
内 容 最優秀作品「青い妖精」、部門賞 申込方法 町立公共施設などで配布してい
保険年金課☎85−9564
るパンフレットの払込取扱票により、
（花・風景)｢夢心地」、部門賞（人
月30日㈭までに最寄りの郵便局で
物） 点「 つの大きな口」など13
参加費を払い込んでください。
点の展示
※ 月15日㈬までに申し込んだ方は、大会
場 所 園内無料休憩所
その他 フォトコンテスト2015の作品は、 ガイドブックに名前が掲載されます。
選考日
月24日㈰
申込・照会先 箱根路森林浴ウォーク実行 実施校・募集コース
12月31日㈭まで募集しています。
委員会☎86−3300
●園内ガイドウォーク
□東部総合職業技術校(☎045−504−2810)
受付日時
月 日㈬・22日㈬ 時
セレクトプロダクト、室内施工、ビル設
受付場所 団体窓口
備管理
内 容 季節に咲く花などを職員が解説し
□西部総合職業技術校(☎0463−80−3002)
ながら園内を案内
セレクトプロダクト、庭園エクステリア
定 員 20人（先着順）
施工
●青いケシ展
対 象 職業に必要な知識、技術・技能を
期 間
月 日㈮〜 月10日㈬
習得し、就職する意思がある方
場 所 園内企画展会場
応募方法 ハローワークでの事前手続きを
内 容 幻の花「ヒマラヤの青いケシ」と 日 時
経て各校に応募してください。
月 日㈯ 時30分〜17時15分
その仲間を延べ 1,000 株展示、ヒマ 場 所 役場本庁舎 階総務防災課町民係 応募期間
月13日㈪〜 月11日㈪
募集案内 各技術校、ハローワークで配布
ラヤや中国奥地など自生地の様子を 取扱事務
しています。
紹介する写真を展示
・転入・転出などの住民異動届、証明書の
照会先 県産業人材課☎045−210−5715
照会先 箱根湿生花園☎84−7293
発行
・印鑑登録、証明書の発行
・戸籍証明書の発行
照会先 総務防災課（町民係）☎85−7160

箱根湿生花園

栄養

まあじのムニエル
〜ラビゴットソース〜

く食

べよ

旬レ

う♪

シピ

●材料
まあじ

大人 人分
中 尾分
（三枚おろし）
インゲン
本
こしょう 少々
小麦粉
大さじ
植物油
小さじ
☆ソース…玉ネギ 中 / 個
トマト 中 / 個
パセリ 適宜
植物油 大さじ /
酢
大さじ と /
塩
小さじ /
●作り方
①まあじにこしょうを振り、小麦粉をまぶして、油を
引いて熱したフライパンで焼く。
②インゲンは筋を取って ㎝程の長さに切り、ゆでる。
③玉ネギとパセリはみじん切りにして水にさらし、水
気をよく切る。トマトは皮を湯むきして5㎜角に切
る。他の材料と混ぜ合わせソースを作る。
④皿にソースを敷き、全て盛り付ける。
今月の 旬
まあじ、湘南ゴールド、たけのこ、あさり、桜エビ、
小松菜、よもぎなど
海・川・山の自然に恵まれた神奈川県と静岡県の県
境に位置する箱根では、近隣地域の食材が豊富に手に
入ります。地域の食材を食卓に取り入れると、生産者
との距離が縮まり信頼関係も深まります。
今月号から、この地域で収穫される旬の食材を使っ
たレシピを紹介していきます。
照会先 さくら館☎85−0800

電気自動車の補助金制度・軽自動車税免除
照会先

□補助金制度…環境課☎85−9565
□軽自動車税免除…税務課☎85−7750

○電気自動車・電動バイク
対 象 登録日まで引き続き 年以上町内に住所を有する
個人・事業者
補助額 ［電気自動車] 万円 [電動バイク] 万円
申請期間 登録日から か月以内
※電気自動車（原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自
動車）は、軽自動車税免除の対象です。
○充電器設備
対 象 町内で引き続き１年以上観光客を対象に事業を行
う業者
補助額 本体および設置費用の 分の （限度額 万円）
申請期間 完成から か月以内

夜間診療ができる病院などについては､消防署（☎ 82−4511）に問い合わせてください｡
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●町ホームページ内
「写真ニュース」
でも地域の話題を配信中！

■発行/箱根町 編集/企画観光部企画課■〒250−0398 箱根町湯本256■☎85−9572■FAX85−7577
■ web̲kikakuka@town.hakone.kanagawa.jp■PCサイトhttp://www.town.hakone.kanagawa.jp

迫りくる炎の向こうに漆黒の大地出現

マナーの基本は

草原の保存と景観維持のための山焼きが行われ、燃え上がる
炎が草原を漆黒に塗り替えました。山の端側から入れられた火
が徐々に下りてくると、ススキは熱風に包まれながら轟音を上
げて焼き尽くされていきました。「活力」を花言葉に持つスス
キは、この山焼きを経て青く芽吹き、力強く成長していきます。

箱根ロータリークラブ主催のテーブルマナー講座が開催され、
箱根中学校の 年生らが参加しました。スタッフから「楽しく
食べること、料理人や配膳係に感謝すること」がマナーの基本
だと教えられた生徒らは、ロータリーの会員と会話を弾ませな
がら、初めてのフルコースを堪能したようでした。

●

み

みょう

/18（仙石原ススキ草原）

と

楽しく食べる！
●

/23（富士屋ホテル）

「ま〜つりだ！まつりだ！まつりだ！」

小田原市風祭〜箱根町湯本間を結ぶ 2.2 ㎞の小田原箱根道路
の開通式が行われました。 世代の夫婦がそろう｢三夫婦｣が橋
の渡り初めをするのにあやかり､子･孫夫婦らとともに歩き初め
の儀式に参加した岩瀬敏秋さん・好江夫妻(湯本)は「最高の思
い出になったし感無量だよ」とうれしそうに話してくれました。

やまなみ芸能大会が行われ、町内の高齢者らが次々と自慢の
カラオケや舞踊を披露しました。最後に登場した第四長生会の
演目では、北島三郎の『まつり』の歌と踊りに加えて小さなみ
こしも登場し、手拍子に合わせて観客席の間を練り歩き、会場
中を笑いと笑顔でいっぱいにしていました。

●

3
0

わが家のアイドル

!!

きゅうざき いっ ぺい

Ｅ

●

久崎一平 君 （歳 か月︶

30

/21（小田原箱根道路）

寿夫さん・香織さんの長男 仙
(石原 ）
﹁ひょうきん者
毎日 楽しく 笑顔︒元気でね︒
﹂

☆１〜４歳児が対象です︒お子さんが一人で写っ
ている写真を企画課に郵送または メールで提出
してください︒︵メッセージ﹇ 字まで﹈と保護
者氏名︑子の名前・続柄︑住所︑電話番号を明記︒
任意の用紙可︶

●この広報紙は再生紙と環境に配慮したインクを使用しています。●印刷所

三夫婦での歩き初めに「感無量」

㈲石橋印刷

コンセントをこまめに抜いて待機電力をカット！
みんなでシェアして、低炭素社会へ。

（やまなみ荘）

編集後記
◇東日本大震災で弟を亡くした福島県の青年
が、鯉のぼり好きの弟のために始めた「青い
鯉のぼりプロジェクト」に宮城野の若手有志
らが賛同し、 200 匹の鯉のぼりが元気に箱根
の青空の下を泳ぎました。生きている私たち
がそれぞれできるやり方で、あの日を忘れず
に日々を送れたらと思います。◇巣立ちの
月、箱中の卒業式に行きました。ＰＴＡの会
長が贈った「人生に悩みが生じたとき、心配
を掛けたくないからと一人で抱えないで､(私
たち親に）心配させてください」という言葉。
心配を掛けてもいい人がいるというのは、本
当に心強いものです。卒業生の皆さん、この
言葉を胸に新生活を楽しんでくださいね｡(S)

町の人口と世帯

環境観光先進地―箱根

/

●人口
●世帯

13,018（−16)
7,100（+ 7)

男

−
(

6,305

月 日現在−
)内は前月比
女

6,713
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