現在︑原動機付自転車および
ミニカー用の箱根オリジナルナ
ンバープレートを交付していま
す︒

絵柄は﹁エヴァンゲリオン﹂
と﹁ＨＡＫＯＮＥ﹂の2種類で
す︒
新規登録および従来のナンバ
ープレートからの交換が可能で
す︒︵交換は無償︒滞納車両へ
の交付は不可︶
申請に必要なもの
・届け出者本人確認書類︵運転
免許証・パスポート・健康保
険証など︶
・所有者および使用者の印鑑 法(
人の場合は代表者印︶
新
※規登録の場合は販売証明書
または石刷り︑従来のナンバー
プレートからの交換の場合は︑
標識︵ナンバープレート︶およ
び標識交付証明書がそれぞれ必
要です︒

あなたの家は大地震に耐えられますか

無料耐震相談会

定期的に実施している無料耐震
相談会を利用し︑建築士に相談
しましょう︒

物全てが倒壊するというわけで
はありませんが︑耐震診断や耐
震改修を行っていない場合は︑

倍率が見直されました︒
本町でも︑首都圏直下地震や
東海地震などの巨大地震の発生
が予想されています︒
昭和 年以前に建てられた建

〜無料耐震相談会で自宅をチェック！〜
大地震はいつ起きるか分かり
ません︒自分︑そして大事な家
族の命を守り︑被害を最小限に
するためには︑日頃の備えが重
要です︒
平成7年に発生した阪神・淡
路大震災では︑ 千人を超える
尊い命が奪われました︒そのう
ちの ％以上は︑倒壊した木造
住宅の下敷きになり亡くなって
います︒
また︑この地震では︑昭和
年以前に建築された建物の約
日 時 6月 日㈭
時 分〜 時 分
※回の相談時間は約 分程度
50

事故によって一瞬であなたの人生が

％が被害を受けています︒
建物の耐震基準は︑昭和 年
に改正され︑必要な耐力壁の量︑
やスピードの出し過ぎは絶対にやめま

譲
※渡された車両に
ついては︑譲渡者の
居住地や前登録地で
の廃車状況により申
請書類が異なります︒

20

しょう。

概 要
◎間接差別の対象拡大
総合職の募集または採用に係
る転勤要件が改正され︑全ての
労働者の募集︑採用︑昇進︑職
種の変更の際に︑合理的な理由
なく転勤要件を設けることは︑
間接差別として禁止されます︒
◎性別による差別禁止の例追加
結婚していることを理由に︑
職種の変更や定年の定めについ
て︑男女で異なる取り扱いをし
ている例が追加されました︒
◎セクシュアルハラスメント︵セ
クハラ︶の予防・事後対応の
徹底など
事業主が職場におけるセクハ
ラ対策として講ずべき措置を定
めた指針に︑同性に対するセク
ハラも含まれること︑セクハラ
発生の背景に性別役割分担意識
に基づく言動が考えられること︑
被害者に対する措置例としてメ
ンタルヘルス不調︵精神的な疲
労やストレスなど︶への相談対
応の追加が明示されました︒
◎コース別雇用管理についての
指針の制定
コースなどで区分した雇用管
理を行う事業主の留意事項とし

なく、周りの人も辛く悲しい思いをす

て︑﹁コース等で区分した雇用
管理を行うに当たって事業主が
留意すべき事項に関する指針﹂
が制定されました︒
●説明会の開催
日 時 6月 日㈪ 時・ 時
から各 時間 分程度
場 所 横浜第2合同庁舎１階
会議室︵横浜市中区北仲通5 ―
︶

参
※加を希
望する方は︑
役場本庁舎
2階住民情
報コーナー
︵会計課横︶
で配布して
いるチラシ
を参照して

個人保証なしで金融機関から
融資を受けることや︑事業が破

経営者保証に関する
ガイドラインが
策定されました

中小企業・小規模事業の
経営者の方へ

ください︒
照会先 神奈川労働局雇用均等
室☎045 2
―11 7
―380

10

詳細は︑町ホーム
ページで確認してく
ださい︒

30 26

ーブ手前では減速し、無理な追い越し
50 23

です︒

○昭和 年以前に建築された
階建て以下の専用住宅または
併用住宅
○枠組壁工法︵ツーバイフォー
工法︶またはプレハブ工法で
ないもの

議室
対象の住宅 住民自ら所有し︑
かつ居住する木造住宅で︑次の
要件に該当するもの

場 所 役場分庁舎4階第 会
7

持ち物 建築年や建物の概要が
分かるもの︵建築確認通知書︑
平面図︑間取図︑写真など︶
図
※面などがない場合も︑診断
および相談は可能です︒
申込方法 電話で申し込んでく
ださい︒
申込・照会先 都市整備課
☎85 9
―566

営者保証に関するガイドライン ﹂
が︑中小企業庁・金融庁主導の
下︑策定されました︒
このガイドラインにより︑法
人と個人の資産・経理が明確に
分離されている場合などにおい
て︑個人保証が不要になります︒
また︑多額の個人保証を行っ
ていても︑経営が行き詰まる前
に︑早めに事業再生や廃業を決
断した際は︑一定の生活費など
が残せるようになります︒
照会先 中小企業基盤整備機構
関東本部
☎03 5
―470 1
―620

綻した場合に一定の生活費など
を残すことができるルール﹁経

ることを肝に銘じてください。

56
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箱根の道路は見通しが悪いため、カ
1

照会先 税務課
☎85 7
―750

方が大切な命を亡くしました。

70 56
運動が実施されます。

７月１日㈫から
﹁改正男女雇用機会均等法施行規則﹂
などが施行されます

す。県下一斉で交通安全意識を高める
を高める

2

月 日㈰〜10日㈫は「電波利用環境保護周知啓
発強化期間」です。
暮らしの中で欠かせない大切な電波は、ルールを
守り正しく使いましょう。
照会先 関東総合通信局
◎不法無線局による混信・妨害 ☎03−6238−1939
◎テレビ・ラジオの受信障害 ☎03−6238−1945
◎地上デジタルテレビ放送の受信相談 ☎03−6238−1944

係する交
町内では、オートバイの関係する交

6

56

私たちの生活の安心･安全を脅かす
不法電波をシャットアウト!

間」および「暴走族追放強化月間」で

30

変わります。そして、あなただけでは
14

月は「二輪車交通事故防止強化月

56

80

二輪車交通事故防止強化月間
＆
暴走族追放強化月間

1

通事故が多発しており、昨年は
は 人の
57

勤労者生活資金
融資制度を
活用しましょう！

簡易式の焼却炉、ドラム缶や一斗缶などで
ごみを焼却する行為は、野焼きと同様に法律

・居住する家屋の増改築費
・耐久消費財購入費
・住居用太陽光発電システム購
入費
融資限度額 1人につき100
万円以内
融資利率 年1・8％
照会先
□中央労働金庫小田原支店
☎0465 2
―4 3
―322
□中央労働金庫各支店
□観光課☎85 7
―410

を汚す原因になります。また、焼け残った灰
にも有害物質が含まれている可能性がありま
す。
ごみは自分で焼かずに、指定された収集日
に集積場所に出してください。
照会先 環境課☎85−9565

走って町をＰＲ
勤労者の生活の安定と向上に
必要な︑資金融資の円滑化を図
るため︑生活資金を融資します︒
融資条件
・町に住民登録があること
・町内に１年以上居住し︑同一
の事務所に１年以上勤務して
いること
・返済能力があり︑町税を滞納
していないこと
資金使途
・本人または同居の親族の冠婚
葬祭費︑医療費︑出産費︑教
育費
や県条例により禁止されています。
物を焼くと必ず煙が出ます。
特にビニールやナイロン系、プラスチック
系の物を焼くと、有害物質が煙となり、空気

箱根オリジナル
ナンバープレート
交付中！
屋外でごみを
屋
外でごみを
燃やさないで！
燃
やさないで！
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2014.June
広報 はこね
5

2014.June
広報 はこね

