水
※痘については︑今年度︵3
月 日㈫まで︶に限り︑3〜5
歳未満の方も接種が１回可能で
す︒︵水痘にかかったことがあ
る方︑任意接種で接種回数を受

平｢成 年度の高齢者肺炎球菌ワクチン ｣
予防接種対象者の方へ
日㈫まで〜

歳︑ 歳︑100歳の方

〜接種期限は3月
昨年 月から定期予防接種と

申請・照会先 保険年金課☎85−9564

けた方は対象外︶
○101歳以上の年齢の方
○ 歳以上 歳未満で︑心臓︑
腎臓︑呼吸器の機能またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免

相談してください。

その他 三種混合ワクチンは︑
販売が中止されました︒この接
種を希望する際は︑さくら館ま
たは医療機関に問い合わせてく
ださい︒

なった﹁高齢者肺炎球菌ワクチ
ン﹂は︑接種できる年度が︑年
齢によって限定されています︒
今年度対象となる方には︑昨
年9月に﹁接種券 黄
｣(色︶を送
付しました︒
接種を希望する方は︑3月
日㈫までに接種してください︒

疫機能障がいの方
︵身体障害者手帳1級相当︶
自己負担額 3︐000円
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

著しく困難となっている場合は、

照会先 さくら館
☎85︱0800
期
※限を過ぎた接種券は︑使用
できません︒

31

〜施設・公園の閉館︑廃止のお知らせ〜

保険料や一部負担金の支払いが

26

度があります。

日
※本脳炎については︑平成7
年4月2日〜 年4月1日生ま

65

の支払いを猶予または減免する制

予防接種名・対象年齢
◯ＢＣＧ 0〜 か月未満

対 象 平成 年 月 日時点
で次のいずれかに該当する方
○ 歳︑ 歳︑ 歳︑ 歳︑ 歳︑

95

関などの窓口で支払う一部負担金

びょう ほ

場合は、保険料の減免や、医療機

就学通知を
送付しました

27

90

得が前年に比べて著しく減少した

ほう らい えん

災した場合や、失業などにより所

65

60

10

3月 日㈫をもって︑次の3施設が閉館︑廃止となり
ます︒オープン以来の利用︑ありがとうございました︒
◎箱根芦之湯フラワーセンター
昭和 年4月 日のオープンから︑ 年間の歴史に幕
が下ろされます︒
3月1日㈰から 日㈫まで︑閉館謝恩セールを開催し
ます︒︵期間中の入館料無料︑館内のベゴニアなどセン
ターが保有する鉢植えの販売︶
照会先 箱根芦之湯フラワーセンター☎83︱7350
◎育苗施設﹁宮城野苗圃﹂
施設の廃止に伴い﹁緑の銀行﹂の樹木保管や配付︑パ
ンジーなどの花苗の育苗も終了します︒
なお︑自治会などに植栽をお願いしている沿道美化活
動用の花苗配付や︑町管理花壇の整備は︑引き続き実施
していきます︒
照会先 環境課☎85︱9565
◎都市公園﹁蓬莱園 小
｣(涌谷︶
照会先 都市整備課☎83︱9566

さい。

◯四種混合︵ジフテリア・百日
れの方は︑接種期間が 歳まで
せき・破傷風・ポリオ︶
に拡大されています︒
3〜 か月未満
◯ヒブ︵インフルエンザ菌ｂ型 ︶
今春小学1年生になる児童︑
2〜 か月
◯不活化ポリオ 3〜 か月未満
または中学1年生になる生徒が
◯二種混合︵ジフテリア・破傷風︶ ◯小児用肺炎球菌
2〜 か月
〜 歳未満︵小学6年生 ︶
◯麻しん風しん︵混合︶

31

85

29

31

その他 震災や風水害といった災害で被

いる家庭に︑1月9日付けで就
学通知書を送付しました︒
まだ就学通知書が届かない場

80

31

（認印）を持参し、申請してくだ

ヒ
※ブ︑小児用肺炎球菌につい
ては︑接種開始年齢により接種

3

31

63

申請方法 雇用保険受給資格者証、印鑑

けい

喪失までの期間

75

あります。

30

度末、または国民健康保険の資格

月から「燃せるごみ」の町指定ごみ袋
の印刷色とデザインが変わります。
在庫がなくなるまでの間、新旧両方のご
み袋が店頭に並ぶ場合がありますが、現在
家庭にあるものも含め、旧ごみ袋（緑色の
印刷）も、４月以降もそのまま使用できま
す。
◎印刷色
変更前 緑色
変更後 青色
◎ごみ袋のデザイン（印字）
変更前 「チャレンジ25」
変更後 「Ｆｕｎ ｔｏ Ｓｈａｒｅ」
※ごみ袋の大きさ(容量)、価格に変更はあ
りません。
照会先 環境課☎85−9565
る場合は、再び軽減の対象となる場合が

20

14

離職日の翌日の属する年度の翌年

・１期 １〜2歳未満
・２期 小学校就学前の１年間
◯日本脳炎

こと

26

あれば、国民健康保険脱退後に再加入す

21

15

70

ただし、当初の失業軽減から２年以内で

合は︑問い合わせてください︒
対象児童・生徒の生年月日
○小学１年生 平成 年4月
2日〜 年4月1日

軽減期間 離職日の翌日の属する月から、

回数や間隔が異なります︒
◯子宮頸がん 小学6年生〜高
校１年生相当の女子
子
※宮頸がんについては︑平成
年6月 日から︑接種の積極
的な呼び掛けを控えています︒

○雇用保険受給資格者証を持っており、

○中学１年生 平成 年4月
2日〜 年4月1日
照会先 教育委員会学校教育課
☎85 7
―600

に該当していること

16

14

日が65歳を迎える誕生日の前々日まで）

15

○離職日が平成21年 月31日以降である

22

○離職時点で65歳未満であること（離職

・１期初回 6〜 か月
︵標準3歳︶
・１期追加 6〜 か月
︵標準4歳︶
9〜 歳未満

対 象 次の要件を全て満たしている方

町指定ごみ袋の文字が
青色に変わります！

31

離職者（離職理由コード23・33・34）

◯水痘︵水ぼうそう︶
1〜3歳未満

が確定していない方は軽減されません。

参加費 大人1︐000円︑中
学生以下は無料︵参加費にはガ
イドブック︑記念品︑傷害保険
料などを含む︶
申込方法 パンフレット上の払
込取扱票により︑4月 日㈭ま
でに最寄りの郵便局で参加費を
払い込んでください︒
パンフレットは︑町立公共施
設などで配布しています︒

12・21・22・31・32）または特定理由

20

60

60

コース
①芦ノ湖一周コース︵ ㎞︶
レイクアリーナ箱根〜芦ノ湖
西岸〜箱根関所〜元箱根〜箱根
園〜レイクアリーナ箱根
②箱根湿生花園コース︵ ㎞︶
レイクアリーナ箱根〜耕牧舎
跡〜温湯〜諏訪神社・長安寺〜
箱根湿生花園〜温湯〜耕牧舎跡
〜レイクアリーナ箱根
③芦之湯・石仏コース︵ ㎞︶
芦之湯集会所〜東光庵〜精進
池〜お玉ヶ池〜箱根関所〜箱根
園〜レイクアリーナ箱根

特定受給資格者（離職理由コード11・

多くの皆さんのご利用ありがとうございました
国民健康保険を脱退すると終了します。

19

※確定申告などをしていない方で、所得

・２期

離職から一定期間、前年の給与所得を

14

算定されます。

︵標準小学4年生 ︶

保険料の軽減措置を設けています。

③
※は先に電話で申し込みが必
要です︒定(員100人︒申込順︶
その他
・4月 日㈬までに申し込んだ
方の名前が︑大会ガイドブッ
クに掲載されます︒
・①②は当日も申し込みを受け
付けます︒合(わせて先着20
0人︒参加費1︐500円︶
申込・照会先 箱根路森林浴ウォ

※会社の健康保険への加入などにより、

４月の入園、入学に備え、この機会に母
子健康手帳で予防接種の実施状況を確認し、
まだ接種していない予防接種がある場合は、
早めに接種しましょう。
接種を希望する際は、事前に医療機関に
申し込んでください。
する他の被保険者の所得は、通常どおり

事前申し込みを受け付けます

ゆっくり歩いて初夏の箱根を
楽しみましょう︒

り離職（非自発的な失業）した方に対し、

こ
※のコースは︑箱根関所まで
はガイド付の集団歩行︑箱根関
所からは自由歩行となります︒
対 象 健康で大会の決まりお
よびウォークマナーを守れる方
︵小学生以下は要保護者同伴︶

100 分の 30 として算定し、賦課します。

箱根路森林浴ウォーク2015
方）のうち、倒産や解雇などの理由によ

ーク実行委員会☎86 3
―300

は異なります。

３/１㈰〜３/７㈯は、
｢子ども予防接種週間｣です
90 90

90

90

13

国民健康保険では、加入者（加入中の

17

〜非自発的失業者に係る
保険料の軽減措置〜

25

※給与所得以外の所得や、同じ世帯に属

13

日 時 5月 日㈰︵小雨決行︶
・集合
8時
・スタート 9時
スタート・ゴール会場 レイク
アリーナ箱根︵芦之湯・石仏コ
ースのスタートは芦之湯集会所︶

※雇用保険の失業等給付を受ける期間と

12

予防接種
忘れていませんか？
11

国民健康保険の減免制度

6

2015.March
広報 はこね
7

2015.March
広報 はこね

