長寿夫妻に
記念品を
贈呈します

29

○結婚 年

洞爺湖と有珠山

39

25

60

素案閲覧場所 都市整備課およ
び出張所

東には、 万〜 万年前の噴火から今なお火山として生
き続け、昭和52年と平成12年に噴火があった有珠山がそ
びえており、内浦湾（噴火湾）にも面しています。

ての関係は変わらず︑提携以来︑双方の
中学生親善訪問をはじめ︑町議会や自治
会︑文化・スポーツ団体などが互いに交
流を図ってきました︒
また︑過去に2度起きた有珠山噴火の
際には︑町職員の派遣や見舞金の送付な
どの災害援助に取り組み︑これらの経験
を踏まえて︑平成 年に﹁大規模災害時
における相互応援協定﹂を締結するなど︑
新たな関係も築き︑より一層の絆を深め

平成20年にはＧ 首脳会議「北海道洞爺湖サミット」
が開催されました。

24

また、洞爺湖と有珠山を中心に、近隣 市町と共に構
成する「洞爺湖有珠山ジオパーク」として、平成20年に

ークに認定されており、大地の恵みはもちろん、縄文や

50

アイヌの人々の遺跡などのジオサイトも有しています。

26

日本ジオパークに、翌年の21年には日本初の世界ジオパ

洞爺湖町
×

は、その形から蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山が、そして南

ています︒
今年で姉妹都市としての提携が 年目

アイヌ語のトーヤ（湖の岸）に由来しています。

箱根町

約11万年前の火山活動により誕生した洞爺湖の北西に

を迎えるに当たり︑7月 日㈯に洞爺湖
町で記念式典が行われる予定です︒

合併により誕生した洞爺湖町ですが、「洞爺」の名は、

本町と北海道洞爺湖町︵旧虻田町︶は︑
年前の昭和 年7月4日︑観光姉妹都
市として提携を結びました︒
いずれも国立公園内にあり︑大きなカ
ルデラや豊かな湖を有する地形と︑火山

です。

の恵みである温泉が湧き出る観光地であ
る点がよく似ていることから︑姉妹都市
として︑提携に至りました︒
虻田町は平成 年に洞爺村と合併し︑
洞爺湖町となりましたが︑姉妹都市とし

麻しん
︵はしか︶の
予防接種は
済んでいますか

こつ
し

18

立公園区域にあり、総面積181㎢、人口9,600人余りの町
去に同検査を受けた方︑風しん
の予防接種歴がある方を除く︶
実施期間 平成 年3月 日㈫
まで
町内取扱医療機関 郷医院箱根
小涌園診療所︵二ノ平︶︑土屋
医院︵湯本︶
照会先 さくら館
☎85 0
―800

救急救命士の
処置範囲が
拡大されました！
現在︑救急車に乗車している
救急救命士は︑心臓または呼吸
が停止している方に対し︑医師
の指示を受け︑口からチューブ
などを入れて空気の通りを良く
する処置や︑点滴と薬剤の投与
を行う処置を実施していますが︑

照会先 消防署警備課救急係
☎82 4
―511

くなったと疑われる方の血糖値
を測定し︑低血糖の場合はブド
ウ糖液の投与を行います︒

法改正を受け︑必要な研修を受
対 象
けた救急救命士が医師の指示を
○１ 期 １歳〜2歳未満
受けて行う処置の範囲が︑ 月
○2 期 小学校就学前１年間
日㈫から次のとおり拡大され
●県では 風
「しん撲滅作戦 の
」
一環で︑風しんの抗体︵免疫 ) ました︒
消防署では︑ 人でも多くの
検査を無料で行っています︒
重症な傷病者が社会復帰できる
受検を希望する方は 神奈川
「
ように救急体制の充実を図って
県風しん撲滅作戦特設ページ ｣
いますので︑引き続き︑ご理解
︵
http://www.pref.kanagawa.
とご協力をお願いします︒
︶に掲載の医
jp/cnt/f420454/
拡大された処置内容
療機関に︑直接問い合わせてく
◎心臓が停止する前の点滴
ださい︒
血圧低下により状態が悪化し
対 象 妊娠を希望する女性︵過
ている方や︑体が物に挟まれる
などの事故で心臓が停止する可
能性が高い方に︑点滴を行いま
す︒
◎血糖値の測定および低血糖発
作を起こした方へのブドウ糖
液の投与
低血糖による発作で意識がな

名で、肥沃な土地はおいしい食材ももたらしています。
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洞爺湖町は、北海道中央南西部に位置する支笏洞爺国

今年は︑国内の麻しん患者が
増加しています︒麻しんは︑感
染力が非常に強く︑感染すると
重症化する場合もありますが︑
予防接種で防ぐことができます︒
定期接種の対象者は︑早めに
接種を受けましょう︒
費用は無料です︒
接種を希望する方は︑事前に
医療機関に申し込んでください︒
﹁(保健だより﹂参照 )

提出・照会先 〒250 0
―3
98 箱根町湯本256 箱根
町都市整備課／☎85 9
―56

美しい湖と海、緑の大地が広がり、温泉地としても有

50

6／ 85 7
―577／
web̲
seibi@town.hakone.kanagawa.
jp

FAX

現在︑本町を含めた県西部都
市圏︵2市8町︶では︑県西地

町
※ホームページにも掲載して
います︒
意見提出方法 所定の用紙に必
要事項を記入し︑直接または郵
送︑ファックス︑Ｅメールで提
出してください︒
用紙は閲覧場所で配布してい
る他︑町ホームページからもダ
ウンロードできます︒
募集期間 7月1日㈫〜 日㈬
︵8時 分〜 時 分︒土・日
曜日︑祝日を除く︶
30

域を一体と捉え︑社会情勢の変
化による今後の都市交通課題な
どに対応していくため︑その主
な計画となる﹁交通マスタープ
ラン﹂と︑これを実現するため
の﹁都市・地域総合交通戦略﹂
の策定に向けた検討をしていま
す︒
このプランおよび戦略の素案
について︑町民の皆さんから意
見を募集しますので︑奮って意
見を寄せてください︒

15

〜洞爺湖町ってどんな所？〜

芦ノ湖と富士山

箱根町と洞爺湖町は
姉妹都市提携50周年を迎えます

昭和 年9月 日から 年9
月 日までに結婚した夫妻
16

既
※に結婚 年または 年を過
ぎている夫妻で︑まだ一度も記
念品を受け取っていない場合も
該当しますので︑申し出てくだ
さい︒
申込方法 所定の用紙に必要事
項を記入し︑7月 日㈮までに
申し込んでください︒
用紙は健康福祉課︑出張所︑
さくら館で配布しています︒
訪問・贈呈予定日 9月下旬
照会先 健康福祉課
☎85 7
―790
50

17

31

60

9月 日の﹁老人の日﹂にち
なみ︑結婚 年または 年を迎
える夫妻の長寿を祝い︑記念品
を贈呈します︒
対 象 今年の9月1日まで引
き続き3か月以上町内に居住し︑
住民登録のある夫妻で︑次に該
当する方々
○結婚 年
昭和 年9月 日から 年9
月 日までに結婚した夫妻
16

﹁県西部都市圏交通マスタープラン﹂および
﹁都市・地域総合交通戦略﹂に関する意見を募集

50
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30

27

15

28 60

15

〜変わらぬ友好の先に〜
15

2

2014.July
広報 はこね
3

2014.July
広報 はこね

