◎ホテル大箱根︵仙石原︶

◎ハイアットリージェンシー箱
根リゾート＆スパ︵強羅︶

◎箱根の森おかだ︵湯本茶屋︶

町内の４施設︵ホテル･旅館など︶に
﹁表示マーク﹂を交付
4月1日から全国一斉に開始
された﹁防火対象物に係る表示
制度﹂を受け︑ 月1日︑消防
本部で︑表示マーク交付式が行
われました︒
この制度は︑町内のホテル・
旅館などの関係者からの申請に
基づき審査し︑表示基準に適合
した施設に表示マークを交付す
るものです︒
制度の

最低賃金の対象外となるもの
・精皆勤手当︑通勤手当︑家族
手当
・臨時に支払われる賃金
・１か月を超える期間ごとに支
払われる賃金
・時間外︑休日労働に対する賃
金︑深夜割増賃金
照会先
□神奈川労働局賃金課
☎045 2
―11 7
―354
□小田原労働基準監督署
☎0465 2
―2 7
―151

生ごみも
リサイクルすれば
資源です！

期 間
月 日㈪〜 日㈮
場 所 役場本庁住民ホール
○幼年消防クラブの防火・防災

本部では次の運動を展開します︒
○防火ポスター展

﹃もういいかい
火を消すまでは まあだだよ﹄
月9日㈰〜 日㈯は﹁秋季
火災予防運動﹂週間です︒
空気が乾燥し火災が発生しや

損失を防ぐことを目的に︑消防

すい時季を迎えるに当たり︑火
災による死傷者の発生や財産の
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教育
○防災業者による老朽化消火器
の有料回収︑消火器・住宅用
火災警報器の販売
日時・場所
月9日㈰
・ 時〜 時
消防本部︑箱根分遣所
・ 時〜 時
役場本庁︑仙石原分遣所
○住宅用火災警報器の普及促進
活動︑設置アンケート調査
○地域消防団を中心とした地域
防火推進活動

かな

優秀賞

小林 魁斗
︵恵明学園小学校︶

優良賞

所有者や管理者は空き地・
空き家の管理を適切に！
放火やたばこの投げ捨てなど
による火災を未然に防ぎましょう︒
空き地の管理
◎枯草は刈り取るか︑土砂など
で埋める︒
◎可燃物品などがある場合は周
囲をフェンス等で囲い︑みだ
りに人が入れないようにする︒
空き家の管理
◎みだりに人が出入りできない
ように施錠する︒
◎燃えやすいものを周囲に置か
ない︒
◎ガス・電気は確実に遮断し︑
プロパンボンベや灯油などの
危険物を置かない︒
照会先 消防本部予防課
☎82 4
―505

しましょう︒
家庭で出た生ごみは︑水切り
や乾燥により︑簡単に減量でき
ます︒また︑生ごみ処理機器購
入費の補助制度︵購入費用の2
分の1︑上限3万円︶もありま
すので︑ぜひ活用してください︒
照会先 環境課
☎85 9
―565

シルバー
人材センターで
働きませんか

︵やまなみ
荘内︶☎8
2 5
―11
5︵9時〜
時︶

照会先 町
シルバー人
材センター

ますので︑
相談してく
ださい︒

対 象 健康で働く意欲がある
おおむね 歳以上の方︵事前に
登録が必要︶
主な仕事 施設の管理︑駐車場
の整理︑簡易な大工仕事︑家具
の移動や片付け︑庭の手入れ
その他 仕
事の依頼も
募集してい

る

渡邉 礼瑠
︵仙石原小学校︶

れい

優秀賞
小倉 夕依
︵函嶺白百合学園小学校︶

︵箱根の森小学校︶

︻6学年の部︼
最優秀賞 丑尾田滉陽

の売れ残りや食べ残し︑製造ま
たは加工︑調理の過程で生じる
食品廃棄物の発生抑制や減量化︑
資源化を推進し︑食品関連事業
者などに対し︑食品廃棄物の飼
料・堆肥への資源化や︑発生抑
制に努めるよう規定しています︒
また︑食品廃棄物などの年間
発生量が100ｔ以上の事業者
は︑法に定められた判断基準に
従い︑再生利用などを促進する
ことが義務付けられています︒
食べ残しや調理くずなどの生
ごみは︑約 ％が水分のため︑
焼却には多くのエネルギーを必
要とし︑焼却処理の効率も低下
します︒焼却施設の負担を減ら
し︑ごみ処理を効率的に行うた
めにも︑生ごみを減らす工夫を

わ

優良賞

千葉 勇岐
︵湯本小学校︶

︵函嶺白百合学園小学校︶

︻5学年の部︼
最優秀賞 井上 和奏

食品リサイクル法では︑食品
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詳細は︑
広報﹁は
こね﹂4

リー 小300円・大500円

○ミニリース
１個500円
照会先 森のふれあい館
☎83 6
―006

神奈川県
最低賃金改定
対 象 県内の事業場で働く全
ての労働者︵常用︑臨時︑パー
ト︑アルバイトなどの雇用形態
や呼称は不問︶と︑その使用者
時間額 887円︵ 円引き上げ︶
発効日
月1日

︻4学年の部︼
最優秀賞 安藤 乃々
︵函嶺白百合学園小学校︶

優秀賞
平井 沙穂
︵函嶺白百合学園小学校︶
優良賞
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月号で紹
介しています︒
表示マーク交付施設
◎日産自動車プリンス健康保険

イノシシなどの野生鳥獣による被害
防止を推進するため、10月１日付で、
箱根町鳥獣被害対策実施隊を設置しま
した。
同日、県猟友会箱根支部の支部長で
ある井上亘さん（宮城野）に対し、山
口町長から実施隊長の委嘱状が交付さ
れました。
照会先 環境課☎85−9565

石井 愛羅
︵仙石原小学校︶

15

80

第67回箱根町駅伝競走大会

11

10

照会先 消防本部予防課
☎82 4
―505

の飾りを作りましょう︒
月1日㈯〜 月 日㈭
期 間
25

13

組合湯本保養所︵湯本茶屋︶

箱根ジオミュージアムミニ企画展

12

受付時間 9時〜 時
材料費
○マツボックリのクリスマスツ
15

19

ススキ入り水晶って
なぁに
仙石原
すすき草
原の見頃
に合わせ
た企画展です︒ススキが入って
いるように見える水晶の他︑数
点の水晶を展示しています︒
期 間
月 日㈰まで
照会先 箱根ジオミュージアム
☎83 8
―140

森のふれあい館

クリスマスツリーと
ミニリース作り
木の実を使って︑クリスマス

11

6
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60
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日 時 12月13日㈯
開会式
時30分
スタート
時
スタート地点 レイクアリーナ箱根
部 門 一般の部、なでしこの部(女性のみ)
区・距離 第 区 ㎞、第 区・第 区 ㎞、
第 区2.5㎞、第 区4.5㎞
※なでしこの部は 区までです。
申込方法 参加申込書に必要事項を記入し、
11月28日㈮までに申し込んでください。
申込･照会先 レイクアリーナ箱根☎86−3300

16

だ

こう よう

10

毎年実施している防火ポスターコンクール
を、今年は町内の小学生を対象に行い、34点
の応募作品を審査した結果、次のとおり入賞
者が決定しました。（敬称略）
最優秀賞作品の中から丑尾田滉陽君の作品
を火災予防啓発用ポスターに採用し、町内の
事業所や観光施設などに配布し、火災予防に
役立てます。
照会先 消防本部予防課☎82−4505
お

11

防火ポスターコンクール
入賞者決定！

14

被害対策実施隊員
獣
に
鳥 委嘱状を交付
町
11

10

来年、年男・年女になる皆さん
から新年の抱負を募集します。
寄せられたメッセージは広報
「はこね」 月号に掲載しますの
で、人生の節目を迎える記念に寄
稿しませんか。
寄稿者には記念品として､1,000
円分の図書カードをプレゼントし
ます。
対 象 平成27年に年男または年
女になる町内在住の方（昭
和 年・18年・30年・42年・
54年／平成 年・15年生ま
れ）
寄稿内容 これまでの人生を振り
返って思うことや、未来の
自分へのメッセージなど
（ 200 〜280字程度）
募集人数
人（申込順）
申込方法 11月17日㈪までに電話
またはＥメールで申し込ん
でください。
※申し込みの時点では、原稿の提
出は不要です。原稿などの提出期
限については、別途通知します。
（12月中旬頃を予定)
その他
・寄稿者に決定した方には、個別
に依頼文などを送付します。
・原稿用紙と返信用封筒を送付し
ますが、Ｅメールによる提出で
も構いません。
・証明写真（上半身脱帽、自家用
カメラでの撮影可）を原稿と一
緒に提出してください。
申込・照会先 企画課☎85−9572
／ web̲kikakuka@town.ha
kone.kanagawa.jp
うし

平成27年 未年”の｢新年の抱負｣募集!
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2014.November
広報 はこね

