町立認定こども園・保育園・幼稚園
平成 年 月入園児募集

箱根医院院長の友保敏さんが︑
町国民健康保険運営協議会の保
険医を代表する委員として︑永
年にわたり国民健康保険事業の
円滑な運営に尽力された功績が
認められ︑厚生労働大臣から表
彰されました︒

国民健康保険
関係功績者
厚生労働大臣表彰

提出してください︒

申込方法 提出書類︵①は必要
事項を記入︶を︑入園を希望す
る認定こども園または保育園に

合は︑②の提出は不要です︒
書
※類に不備や不足がある場合
は︑受け付けできません︒

支
※給認定申請時に提出した場
合︑対象の幼児が１号認定の場

②事業所からの就労証明書︵病
気や出産の場合は医師の診断
書など︶

認
※定こども園︑保育園︑子育
て支援課で配布しています︒

①入所申込書

で保育または教育︵土曜日は保
育のみ︶が必要な時間
・月〜金曜日 7時 分〜 時
分
・土曜日 8時 分〜 時 分
提出書類

希望する︶
保育︵教育︶時間 次の時間内

・虐待やＤＶのおそれがある
・教育標準時間入所を希望する
１号認定の幼児がいる︵従来
の幼児学園の幼稚園へ入所を

をしている

月4日㈫〜 日㈮

で︑注意してください︒
後日提出書類 保護者の平成
︵非
年度県民税 市･町村民税課税

受
※付期日を過ぎてからの応募
は︑2次選考対象となりますの

受付期間

来
※年度から湯本幼児学園と仙石原幼児学園は認定こども園に移行します︒

認定こども園・保育園
申し込みが必要となるのは︑
年度に初めて入園を希望する
場合です︒
在園児については︑通園中の
園に就労証明書︑税務資料など
関係書類を提出してください︒
対 象
か月〜 歳児︵平成
年4月2日〜 年 月１日生
まれ︶で︑次のいずれかに該当
する場合
○親がいない家庭の場合
○乳幼児の保護者などのいずれ
もが︑次のいずれかの事情に
ある場合
・家庭外で労働している
・継続的な家庭内労働をしている
・出産︑病気︑負傷または心身
に障がいがあり︑児童の保育
ができない
・長期にわたる病人や心身に障
がいのある人を常時介護して
いる
・火災︑風水害︑地震などの災
害に遭い︑その復旧の間保育
ができない
・求職活動︵起業準備を含む︶

旭日単光章
菊川儀長さん︵湯本︶が︑元
町議会議員としての功績を認め
られ︑旭日単光章を受章しまし
た︒
これは︑ 年6か月の永きに
わたり︑町議会議員として︑ま
ちづくりを推進するなど︑地方
自治の振興発展に尽くされた功
績が認められたものです︒

教育委員会委員の任命
教育長︑教育委員長・職務代理者の選任

市町村と県による
不動産共同公売
滞納となっている税金を整理
するため︑県内の市町村と県税

課税︶証明書など︵平成 年１
月１日現在で町に居住していな
い方のみ︶
同
※一世帯で収入がある家族の
分も必要です︒
その他 家庭の事情により5月
以降に入園を希望する場合は︑
入所申込書に資料を添えて︑前
月の 日までに入園を希望する
認定こども園または保育園に提
出してください︒

幼稚園

の保護者の幼児も入園できます︒
申込方法 入園を希望する幼稚
園に願書を提出してください︒
願書は認定こども園︑幼稚園︑
子育て支援課で配布しています︒
受付期間
月4日㈫〜 日㈮
照会先
◎認定こども園・保育園・幼稚園
□子育て支援課☎85 9
―595
□湯本幼児学園☎85 5
―444
□ 仙石原幼児学園☎84 8
―386
◎認定こども園・保育園

□宮城野保育園☎82 2
―543
対 象 3〜5歳児︵平成 年
◎幼稚園
4月2日〜 年4月1日生まれ ︶ □温泉幼稚園☎82 2
―036
□箱根幼稚園☎83 6
―159
箱
※根幼稚園に限り︑町内在勤

照会先 さくら館
☎85 0
―800

8020 歯つらつ
コンクール入賞者決定
﹁町8020〝歯つらつ〟
コンクール﹂の表彰式が 月
2日にさくら館で行われ︑応
募者8人の中から次の方々が
表彰されました︒︵敬称略︶
いつまでもおいしく食べら

史︵大平台︶

れるよう︑皆さんも歯と口の
健康を保ちましょう︒
歳代最優秀賞
◎平野 ヨシ︵仙石原︶
歳代最優秀賞
◎村田久美子︵湯本︶
町長賞
◎柴原

ふき

︻公売物件 ︼
所 在 宮城野字臼井下819
番1外の土地︑建物
建物構造 鉄筋コンクリート造
ルーフィング葺4階建保養所
見積価格 2︐052万円

国民年金
納付相談会
国民年金を納付していない︑
または納付期間が足りていない
場合は︑将来受け取る年金額が
減ってしまうことや︑受給資格
を満たせずに受け取ることがで
きなくなる可能性があります︒

9

公売保証金 206万円
︻公売物件 ︼
所 在 強羅字向山1320番

ぜひこの機会に自身の大切な
将来の年金について︑もう一度
見直してみませんか︒
13

☎85 9
―564

11

事務所が共同で不動産を公売し
ます︒差し押さえ中の物件を入
札で売却する予定です︒入札に

町長との記念撮影に臨んだ最優秀賞の紫原さん(左)と村田さん(右)

日 時
月 日㈭ 時 分〜
時 分受け付け
場 所 仙石原文化センター第
会議室
照会先 保険年金課
30

た︒任期は 月１日〜平成 年
月 日です︒

ふき

103外の区分所有建物︵椿苑
は︑一般の方も参加できます︒
強羅リゾートマンションＣ棟3
詳細は︑町ホームページに掲
02号室︶
載しています︒
建物構造 鉄筋コンクリート造
日 時
月 日㈭
ルーフィング葺コンクリート屋
時〜 時 分
根 階建居宅
場 所 藤沢合同庁舎5階大会
議室 藤沢市鵠沼石上
︶ 見積価格 125万円
(
―
―
公売保証金
万円
照会先 税務課☎85 9
―573
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緊急速報メール・エリアメールを
知っていますか
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町議会の同意を得て︑小林恭
一さん︵平塚市︶︑湯本小学校

16

町民や観光客の皆さんに、緊急地震速報や避
難勧告など人命に係る情報を確実に伝えるため、
防災行政無線やメールマガジンとは別に、エリ
アメール・緊急速報メールを配信しています。
ＮＴＴドコモ㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク
モバイル㈱の配信サービスを利用したもので、
箱根町というエリアを対象とし、町民や観光客
などを問わず、配信時に町内にいる方全ての携
帯電話・スマートフォンに配信されます。（町
民でも町外にいる場合は受信不可）
事前登録は不要ですが、緊急速報メールを利
用しない設定をしている方は、設定変更が必要
です。また、機種によっては対応していないも
のもあります。
詳細は、各携帯電話会社に確認してください。
照会先 総務防災課☎85−9561
1
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同じく同会議で︑教育委員長
に唐澤久雄さん︵宮城野︶が再
任︑委員長職務代理者に勝俣正
志さん︵仙石原︶が新たに選任
されました︒
いずれも任期は 月 日〜平
成 年 月 日です︒
照会先 教育委員会学校教育課
☎85 7
―600
10

〈入園対象（資格）者の拡大〉
保護者が町内在勤者の幼児も入園可能としています。
〈預かり保育時間の延長〉
通常の預かり保育時間（14時〜16時30分）に加え、月・金曜日（祝日を
除く）の 時30分〜 時および16時30分〜17時45分も、預かり保育を実施
しています。
〈教育内容の充実〉
地域教育力を活用し、教育内容の充実を図っています。
照会先 教育委員会学校教育課（子育て支援課内幼稚園担当）☎85−9595

13

30

町では、町地域防災計画に基づき、地震や風
水害など、さまざまな災害対策に取り組んでき
ました。
しかし、甚大な被害をもたらした東日本大震
災の経験や教訓、県地域防災計画の修正、災害
対策基本法の改正を踏まえ、町地域防災計画を
修正しました。
修正後の町地域防災計画（平成26年 月修正
版）は、町ホームページで公開する他、総務防
災課や出張所で閲覧できます。
今後も、町民の皆さんの大切な生命、財産を
守っていくため、この計画に基づき適切な災害
対策に努めていきます。
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箱根幼稚園における幼稚園の
保育機能拡充実践研究について（27年度まで）
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長および箱根の森小学校長を歴
任した石田玲子さん︵山北町︶
が教育委員に任命されました︒
小林さんは再任で 月１日か
ら︑石田さんは新任で 月 日
から︑いずれも4年間の任期と
なります︒
また︑教育委員会会議で︑教
育長に小林さんが再任されまし
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｢箱根町地域防災計画｣を修正しました
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