町の許可を受けた一般廃棄物
収集運搬業者がトラックなどで
宣伝しながら回収することはあ
りません︒
また︑この法律では︑不用品
︵ごみ︶を排出する住民や事業

や遺族年金を受け取れない場合があり

ますので、速やかに申請してください。
●申請免除

前年の所得が一定額以下で、現在収

不用品
回収業者との
トラブルに注意！

トラブルの具体例
○回収を断ったのに︑しつこく

照会先 町チャレンジデー実行
委員会︵さくら館内︶
☎85 0
―800

初参加の﹁チャレンジデー﹂
金メダル を獲得！
町内各地で多くの方が運動や
スポーツに参加した︑5月 日
の﹁チャレンジデー﹂は︑参加
総人数9︐325人︑参加率 ・
8％という結果で︑金メダルを
獲得することができました︒
対戦相手の北海道洞爺湖町に

勧誘された︒
○無料だと思っていたら︑後で
手数料などを請求された︒
○高額だったためキャンセルし
ようとしたら︑暴力的な言動
で威圧され︑断れず支払った︒
トラブルに遭わないためには
無料回収をうたっていても︑

受付期間 7月7日㈪〜 日㈮
︵8時 分〜 時 分︒土・日
曜日を除く︶
その他 小学生および幼児対象
の水泳教室は︑8月下旬に開催
する予定です︒
申込・照会先 さくら館
☎85 0
―800

月は
﹁社会を明るく
する運動﹂
強化月間です
﹁社会を明るくする運動﹂は︑
全ての国民が︑犯罪や非行の防
止および罪を犯した人たちの更
生について理解を深め︑それぞ
れの立場で力を合わせて︑犯罪
や非行のない明るい社会を築こ
うとする全国的な運動です︒
子どもが非行に走る背景には︑
家庭環境や交友関係など︑多く
の要因が複雑に絡み合っていま
す︒非行防止には︑まずこうし
た問題を一つ一つ解決し︑非行
を誘発しないような社会環境を

将来、より多くの年金を受け取れる

者の皆さんにも︑責任を持って
処分することが求められていま
すので︑不用品や粗大ごみなど
はルールに従い処分しましょう︒

たり、死亡したりした際に、障害年金

70

保険料は追納を〜

スピーカーなどで広報しなが
ら不用品︵ごみ︶を回収してい
る業者に関するトラブルが︑全
国的に増えています︒
廃棄物の処理に関する法律で
も勝利し︑翌日から１週間︑互
いの健闘をたたえ︑役場本庁で

〜免除･猶予を受けた期間の
18

るためには︑本人の強い意思は
もちろん︑家庭や職場︑学校な
ど︑周りの人々の支援が欠かせ
ません︒
更生を図る活動に対する地域
の人々の理解と協力は︑犯罪や
非行の原因や背景への認識を深
めるとともに︑その防止にもつ
ながります︒
期間中は︑広報車による町内
各地域の巡回広報活動の他︑7
月1日㈫ 時から︑箱根湯本駅
前で街頭広報活動︵少雨決行︶
を行います︒
照会先 健康福祉課
☎85 7
―790

また︑非行に陥った子どもた
ちが︑更生し円滑に社会復帰す

照会先 保険年金課☎85−9564

料金を請求される場合がありま
すので︑注意してください︒

月〜翌年 月
学生納付特例の年度

月〜翌年 月
免除・猶予の年度
15

よう、申請後の追納もお勧めします。

また︑粗大ごみなどを出す場
合は︑事前に町に相談してくだ
さい︒

Ａコースはクロールで ｍ 完
泳を︑Ｂコースは背泳ぎ・平泳
ぎ・バタフライの習得を目指し
ます︒
夏休み期間中に泳げるように
なりたい小学生は︑ぜひ参加し
ましょう︒
日 時
︻ 月 日㈫︼
・Ａコース 9時 分〜 時
・Ｂコース
時 分〜 時
︻ 月 日㈬〜 月 日㈬︼
︵4日㈪を除く︶
時〜 時
・Ａコース
・Ｂコース
時〜 時
場 所 さくら館
対 象 小学生
定 員 各コース 人︵申込順 ︶
受講料︵8日間︶1︐500円
入
※場料が別に必要です︒︵1
回100円︒定期券可︶
受
※講料は開催日初日に支払っ
てください︒また︑支払われた
受講料は︑返金できません︒
申込方法 直接または電話で申
し込んでください︒

17

まにしておくと、万一、障がいを負っ

28

洞爺湖町旗を掲揚しました︒
当日はレイクアリーナ箱根に︑
黒岩県知事と︑チャレンジデー
大使の青島健太さんが激励に訪

いずれも年度ごとに申請し、承認を

30

は︑家庭から出た不用品︵ごみ )
を回収または処分する場合には︑
一般廃棄物収集運搬業の許可が
必要です︒
︵メーカーや販売店が︑
家電リサイクル法対象物﹇テレ
ビ︑エアコン︑冷蔵庫︑冷凍庫︑

受ける必要があります。

町に回収を依頼する場合は︑
※
環境センター︵☎83 6
―59
6︶に連絡してください︒

一定所得以下の方は、在学期間中、申

夏休みこども水泳教室に参加しよう

免除・猶予を受けるには

れ︑山口町長や町民らと一緒に
ニュースポーツで汗を流す姿も
見られました︒

ます。

7

入がなく、保険料を納めることが困難

照会先 環境課☎85 9
―565

定時制課程または通信課程の学生で、

さくら館温水プール

●学生納付特例
25

14 11

短くなります。また、年金を未納のま

を希望する方は︑次の窓口で請

30歳未満の方は、申請者本人および

29

のぼって申請できるようになりました。

求してください︒
詳細は︑ 月 日発行の回覧
﹁まちだより﹂に掲載していま
す︒
配付場所 観光課︑出張所︑社
会教育センター︑さくら館︑や
まなみ荘︑レイクアリーナ箱根
配付枚数 1人2枚まで︵1回
の入場ごとに１枚必要︶
配付期間 7月 日㈫から入場
券終了まで︵各施設の事務取扱
時間内︶

●納付猶予
30

ら 年を経過していない期間までさか
照会先 観光課☎85 7
―410

請した年度の保険料の納付が猶予され
つくることが大切です︒

後期高齢者医療保険証は
8月1日㈮から
水色にかわります
現在の保険証︵だいだい色 ︶
の有効期限は︑ 月 日㈭ま
でです︒
月 日㈮以降使用する新

☎85 9
―564

照会先 保険年金課

を過ぎても保険証が届かない
場合は︑連絡してください︒

しい保険証︵水色︶を 月中
に郵送しますので︑ 月 日

31

予されます。
6

14 11

16

の所得状況により、保険料の納付が猶
30 30

30

8

12

な方は、保険料の納付が免除されます。
7

の法改正により、保険料の納付期限か

郷土資料館職員と一緒に、箱根の歴史を刻んできた石造
物のリスト作りに参加しませんか。
路傍の道祖神や馬頭観音、石灯籠や石造の鳥居など、町
内にあるさまざまな石造物を現地で調べ、郷土資料館でま

毎 年
大好評
7

は猶予される制度がありますが、 月

洗濯機︑衣類乾燥機﹈またはパ
ソコンを引き取る場合を除く︶

23

25

15

な方に対し、保険料の納付が免除また

町内の石造物のある場所や形式、大きさなどを調べる調
査会を発足します。

6

国民年金保険料を納めることが困難

8月 日㈮〜 日㈰の3日間︑
大箱根カントリークラブで開催
される﹁CAT Ladies
2014﹂ゴルフ大会の無料入
場券︵ 日㈮・ 日㈯限定︶が︑
今年も主催者から町民の皆さん
に届きましたので︑無料入場券

〜ガイダンスを開催します〜

配偶者（未婚の場合は申請者本人のみ）
13 10

22

｢石造物を調べる会｣を発足！

申請が遅れると、申請できる期間が
とめて、石造物台帳を作っていきます。
調査内容などの説明と、今後の調査日程等を決めるガイ
ダンスを開催しますので、興味のある方は参加してくださ
い。
日 時
月11日㈮10時〜12時
場 所 郷土資料館学習室
照会先 教育委員会生涯学習課☎85−7601

国民年金保険料免除・
納付猶予･学生納付特例の
申請期間拡大！
「ＣＡＴ
222 Ｌａｄｉｅｓ
」
244
ゴルフ大会
無料入場券
プレゼント！

4

2014.July
広報 はこね
5

2014.July
広報 はこね

