最近の詐欺﹁もうかります
詐欺﹂に注意！
町内で︑昨年末から﹁もうか
ります詐欺﹂が2件発生してい
ます︒
この詐欺では﹁○○に当選し
ました﹂と︑連日にわたり執拗
な電話をしてきます︒被害者は
皆︑丁寧な電話対応で︑相手の
話をじっくり聞いてしまってい
ます︒犯人はそこに付けこみ︑

犯罪はあなたの
いない隙を狙って ……

飲酒運転をする人が後を絶ち
ません︒
飲酒運転は︑絶対にしないで
ください︒

飲酒運転は犯罪です
―

年度町内の交通事故・犯罪の発生件数︱

安心して暮らすための心掛けを
︱平成
交通事故による
死者数がゼロに！
町内の交通事故件数と負傷者
数は︑前年に比べ大きく減少し
ました︒さらに﹁交通事故死者
数ゼロ﹂を達成しました︒
しかし︑安心はしないでくだ
さい︒交通事故は︑いつ自身の
身に降りかかるかわかりません︒
昨年は車上ねらい︑空き巣被
害が多発しました︒
特に車上ねらいは︑窓ガラス
お金を用意させようと言葉巧み
に誘導してくるという手口です︒
当選通知は電話では
―
絶対に来ない

身に覚えのない当選連絡がき
た場合は︑家族と相談するとい
う口実で電話を切るか︑見覚え
のない番号や非通知の番号には
留守番電話で対応してください︒
﹁オレオレ詐欺﹂も
―
後を絶たず

この詐欺では︑その前兆とし
て﹁お金の入った鞄を電車の中
に置き忘れた﹂などという電話
が掛かってくる場合が多いです︒
そして︑その多くが﹁今すぐ
お金が必要だ﹂と言って︑会社
の同僚や上司を名乗る犯人が︑
現金を直接受け取りに来ます︒
これを﹁現金受け渡し型﹂と
いいます︒
このような不審な電話があっ

照会先 都市整備課☎85−9566
車線で開通
今回

を割るなどし︑強引に金品を盗
む手口が多くなっています︒
また︑空き巣の被害は︑住宅
や事務所の鍵をかけていないこ
とが大半の原因です︒
被害者にならないためには
―

・少しの間でも︑車から離れる
ときは︑貴重品などを車内に
置いたままにしない
・住宅などを空ける場合は︑短
時間の外出でも必ず施錠する
息子を装う﹁オレオレ詐欺﹂
も︑全国的に発生しており︑被

た場合は︑相談してください︒
相談・照会先 総務防災課
☎85 9
―561
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延長2.2㎞の「小田原箱根道路」が、
月21日㈯15時に全面開通します。

通渋滞を緩和するため、国土交通省

この道路は、同区間の慢性的な交

横浜国道事務所が、平成 年の工事

動車などの保管場所がある市区
町村から課税されます︒
これらを廃車︑名義変更した
場合︑または町外に転出してそ
の保管場所が変更になった場合
は︑それぞれの届け出先で必ず
手続きをしてください︒
○排気量125ＣＣ以下の原動
機付自転車・小型特殊自動車・
ミニカー
届出先 税務課☎85 7
―750
○排気量125ＣＣを超える二
輪車
届出先 湘南自動車検査登録事
務所
☎050 5
―540 2
―038
○三輪・四輪の軽自動車︵排気

税は小田原税務署でも申告でき
ます︒また︑確定申告書は︑国

☎050 3
―816 3
―119
◎他市区町村ナンバープレート

量660ＣＣ以下︶
届出先 軽自動車検査協会湘南
支所

税庁ホームページ (http://www.
nta.go.jp)確｢定申告書等作成
コーナー﹂で作成できます︒

現在で︑原動機付自転車や軽自

軽自動車税は︑毎年４月１日

原動機付自転車や軽自動車
などの廃車︑名義変更は届
け出を

の原動機付自転車を町内で所
有している方へ
原動機付自転車のナンバープ
レートは︑その保管場所のある
市区町村で交付を受けるように
定められていますので 箱｢根町 ｣
への変更手続きをしてください︒
照会先 税務課☎85 7
―750

温
※泉公民館では実施しません︒
その他 町内の会場の他︑所得

17

害が後を絶ちません︒

16

税の申告受け付け／原動機付自転車
などの名義変更等の案内
町における所得税の申告受
け付けは3月 日㈰まで
︵町県民税は 日㈪まで︶

13

医療機関でのがん検診︑特定健診・
長寿健診は 月 日㈫までに
検診の種類・費用
・肺がん
500円／1︐100円
・大腸がん
600円
・前立腺がん
500円／1︐100円
・子宮がん
1︐600円／2︐800円
・乳がん
900円／2︐600円
検
※査内容などにより金額が異
なります︒

〈交通事故・犯罪の発生状況〉

申告会場・受付日︵3月︶
①役場分庁舎
5日㈭・6日㈮・ 日㈮・
日㈪︵ 日は町県民税の申告の
み受け付け︶
②役場本庁舎住民ホール
日㈯・ 日㈰
③宮城野公民館
日㈬・ 日㈭
④仙石原文化センター
2日㈪〜4日㈬
⑤箱根出張所
9日㈪・ 日㈫
受付時間 ①は 時〜 時 分︑
②〜⑤は9時〜 時

16 15

16 9

まだ受診していない方は︑健
康管理のためにも︑ぜひ医療機
関で受診してください︒
今
※年度既に集団検診︵健診︶
を受診した方は︑医療機関での
重複受診はできません︒
︻がん検診︼
受診には︑ピンク色の受診券
が必要です︒受診券が手元にな
い方には再発行しますので︑申
し出てください︒︵取扱医療機
関などの詳細は﹁保健だより﹂
を参照︶

照会先 保険年金課
☎85 9
―564
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10

新たに湯本（山崎）まで開通

着手から整備を進めてきたものです。
延長2.0㎞ ※Ｈ17年 月暫定開通（ ､ 車線)

延長
0.2㎞

風祭（小田原市）〜湯本間を結ぶ

.21㈯小田原箱根道路が全面開通！

約42億円(＋約3億5,000万円)
約1億3,000万円(＋約5,700万円)
県内
1308(＋157)
33(＋11)
小田原警察署管内
※（ ）は前年比

被害金額
負傷者
発生件数
管轄

158(ー46)
101(±0)
1449(ー48) 2018(ー609)
0(ー3)
6(ー1)
町内
110(ー30)
小田原警察署管内 1155(ー24)
〈振り込め詐欺の発生状況〉

犯罪
発生件数
負傷者
交通事故
死者
管轄

!!

◎来年度の乳がん検診について
乳がん検診のマンモグラフィ
検査は︑国の方針により2年に
1回が望ましいとされています︒
そのため︑来年度の集団検診
における乳がん検診︵マンモグ
ラフィ併用検査︶は︑偶数年齢
の方のみ対象となります︒
今年度が偶数年齢の方は︑来
年度は対象外となりますので︑
まだ受診していない方は︑今年
度中に受診しましょう︒
照会先 さくら館
☎85 0
―800
︻特定健康診査・長寿健康診査︼
いずれも町内の医療機関で︑
無料で受診できます︒
対 象
◎特定健診
国民健康保険に加入している
〜 歳の方
◎長寿健診
後期高齢者医療保険に加入し
74

ている方
受診に必要なもの
受診券︑健康保険証

40

発生件数

16

31

26

自分の運転技術を過
信せず、交通ルール
を守る

・歩き慣れた道でも、
周りの安全を確認す
る
・夜間は、反射材を装
着などし、自身の存
在をアピールして自
分の身を守る

○間口の雪処理は各家庭で
間口にかき寄せられた雪は、各家庭や隣近所で協力
し、除雪してください。
○道路に雪を出さない
敷地内の雪は、敷地内へ堆積してください。
○路上駐車はしない
路上駐車は違反であり、作業車両や緊急車両の通行
の妨げにもなります。
○深夜作業にも理解を
交通量の少ない深夜帯に迅速な作業を行います。
○作業車両には近寄らない
氷のかたまりが飛んでくる危険があります。
作業員への声掛けも絶対にしないでください。
照会先 都市整備課☎85−8600

14

11

3

自動車や
二輪車を
運転する方は
歩行者は

月31日㈫まで
道路の除雪作業に協力を
お願いします

8

2015.March
広報 はこね
9

2015.March
広報 はこね

