広報 はこね

本町とスイスのサン・モリッツは︑山と
湖に囲まれた国際観光地で︑歴史ある温泉
保養地であるという共通点を持ち︑また︑
箱根登山鉄道とレーティッシュ鉄道が姉妹
鉄道として提携していることから︑このた
び︑友好都市として提携しました︒ 月2
日には︑両代表者らが出席の下︑湯本富士
屋ホテルで式典が挙
行されました︒
町は今後︑両町の
民間企業や観光団体

江戸の時代絵巻も体験

瑞宝双光章

スージー・ヴィプレヒティガ
月7日︑秋の消防関係叙勲
ー副議長らサン・モリッツ訪問
伝達式が行われ︑前消防団長の
団は︑ 月 日に本町に入り︑
月3日の箱根大名行列︵湯本︶ 福住幸次さん︵湯本茶屋︶が︑
にも参加しました︒
沿道に集まっていた多くの観
衆から声を掛けられると気さく
に応じ︑立ち止まって一緒に写
真を撮ったり会話をしたりと︑
天成園から湯本富士屋ホテルま
での道のりを笑顔で歩き終えま

瑞宝双光章を受章しました︒
これは昭和 年から 年間︑
消防団員として住民の生命と財
産を守るために尽力され︑特に
平成 年から退団するまでの
年間は︑消防団長として災害活
動や消防団の運営︑消防団組織
の発展に貢献された功績が認め
られたものです︒

委員長

安藤英夫

同職務代理者 水田昭三
委 員
清野正子
委 員
阿部佳信
照会先 選挙管理委員会
☎85 9
―561

商工従業員
永年勤続者の推薦を
町内商工事業所の永年勤続者
の功績をたたえるため︑商工従
業員表彰式を行いますので︑表
彰の対象となる方を各事業所か
ら推薦してください︒
対 象 平成 年 月 日現在
で︑町内の事業所に 年以上勤
務している方
推薦方法 推薦書に所定の事項
を記入し︑ 月 日㈬までに提
出してください︒
推薦書は観光課︑出張所で配
布しています︒
その他 表彰は 年以上︑ 年

以上勤務者の区分で行いますが︑
下位の年数で表彰を受けている
方でも︑上位の年数に達した場
合は対象になります︒
照会先 観光課☎85 7
―410
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選挙管理委員会
委員決定
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任期満了による町選挙管理委
員会委員の選挙が町議会9月定
例会で行われ︑今後4年間︑選
挙の管理にあたる4人の委員が
選任されました︒また︑選任後

県内の全市町村では︑
県と連携し︑平成 年
度までの﹁個人住民税
＊
の特別徴収﹂の完全実施に向け
て取り組んでいます︒
これまで個人住民税について
は︑事業主が特別徴収を行って
いない︑またはアルバイトやパ
ートなどの従業員の特別徴収を
行っていない場合がありました︒
しかし今後は︑所得税を源泉
徴収する義務のある事業者は︑
給与を支払っている全ての従業
員について︑特別徴収をするこ

とになりました︒
年度から︑該当する事業所
の方に︑個人住民税の特別徴収
税額の決定通知書を送付します︒
現在︑特別徴収を実施してい
ない事業所の方は︑特別徴収の
準備をお願いします︒
＊特別徴収とは
事業者が︑従業員の個人住民
税を︑所得税の源泉徴収と同様
に︑毎月支払う給与から差し引
いて徴収し︑市町村に納入する
制度です︒
照会先 税務課☎85 7
―750
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最初に開かれた選挙管理委員会
で︑次のとおり委員長などを決
定しました︒︵敬称略︶

27

12

51

平成 年度から個人住民税の
特別徴収が完全実施に！
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の相互交流を促進し︑
国際観光地として互
した︒

物件

︻公売物件3︼
所 在 湯本字神明町341番
5外︵1区画︶
面 積 469・64㎡
︵142・31坪︶
最低売却価格 2︐104万円

物件

37

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手
当を受給できませんでしたが、12月１日㈪からは、
年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額
分の児童扶養手当を受給できるようになります。
手当は申請の
翌月分から支給
新たに手当を
開始となります。 受給するには、
ただし、これま
町に申請が必
で公的年金を受
要です!
給していたこと
により児童扶養手当を受給できなかった方のうち、
12月 日に支給要件を満たしている方が、平成27
年 月までに申請した場合は、12月分の手当から
受給できます。
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、
労災年金、遺族補償などです。受給している年金
額が手当額よりも低いかどうかは問い合わせてく
ださい。
照会先 子育て支援課☎85−9595

いに飛躍できるよう
取り組んでいきます︒
照会先 観光課☎85 7
―410
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事業者の方へ

｢児童扶養手当法」の一部が
改正されます

町有地の売却
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提出・照会先 財務課
☎85 9
―563

公売物件

個人の方や法人に活用しても
らうことを目的に︑一般競争入
札により町有地を売却します︒
物件や入札参加手続きなどは︑
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︒
入札日時 平成 年2月6日㈮
時
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サン・モリッツは
どんなところ？
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議室
◎入札参加について
申込方法 申込書類を直接持参
してください︒申込書類は財務
課で配布しています︒
申込期間 平成 年1月6日㈫
〜 日㈮︵ 時 分〜 時 分︒
土・日曜日︑祝日を除く︶
︻公売物件１︼
所 在 仙石原字辻474番6
外︵1区画︶
面 積 2︐651・52㎡
︵803・49坪︶
最低売却価格 4︐770万円
︻公売物件2︼
所 在 仙石原字辻473番4
外︵１区画︶
面 積 348・07㎡
︵105・47坪︶
最低売却価格 963万2千円
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スイス南東部に位置する
人口約５千人の都市で、古
くから温泉保養地として知
られています。ベルニナア
ルプスの名峰に囲まれ、サ
ンモリッツ湖も従えている
自然豊かな観光地です。
物件
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会社や店舗のＰＲ、イメージアップに
活用しませんか。
募集枠数
枠
Ａ
規 格 縦 ㎝×横 ㎝＝63㎠
（ＡまたはＢ、ＡＢ複数も可）
封筒枚数 15,000枚（長 版）
Ｂ
掲載料
枠 万円
掲載期間 平成27年 月 日㈪
〜在庫終了（約 年）
募集期間 12月1日㈪〜19日㈮
申込方法 直接問い合わせてください。
申込・照会先 総務防災課（町民係）☎85−7160

2

2014.December
広報 はこね
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公売物件
公売物件

サン・モリッツ
×
箱根町
友好都市提携を発表！
受
※け付けおよび事前説明があ
りますので︑ 時 分までに集
合してください︒入札開始時刻
に遅れると︑入札に参加できま
せん︒
場 所 役場分庁舎4階第5会

総務防災課窓口専用封筒への
2014.December
有料広告を募集

