4月1日㈫から︑消防法令の
他︑重要な建築構造などに関す

事前に必要となりますので︑申
請予定の１か月前に︑連絡して
ください︒
対象となる建物 地上3階建て
以上で収容人員 人以上のホテ
ル︑旅館など
マーク交付の条件 消防関係法
令に適合し︑かつ︑建築構造な
どにおける建築構造︑防火区画︑
階段が現行の建築基準法に適合
していること
受付期間
●湯本・湯本茶屋・須雲川・畑
宿・塔之澤・大平台地区
①5月 日㈫〜 日㈮
②7月 日㈪〜 日㈮
●底倉・宮ノ下・小涌谷・宮城

個人住宅の取得に
係る利子および
保証料を助成

対 象 住宅または土地を取得
などし︑金融機関から住宅資金
として 万円以上借り入れ︑そ
の際に融資保証料を支払った方
補助額 融資保証料に2分の1

か月以内
照会先 企画課☎85 9
―560

住宅用太陽光
発電システム
設置費補助金申請を
受け付けています
対 象 町内に存する住宅にシ
ステムを設置またはシステム付
き住宅を購入する個人の方︵店
舗や事務所などとの併用住宅は︑
電灯契約が個人の場合のみ対象 ︶
補助要件 設置工事の着手︵新
築の場合は基礎工事開始︶前︑
またはシステム付き住宅の購入
前までに申請し︑平成 年 月
日㈪までに工事が完了すること

補助額︵
当たり︶
万円 上(限3万5︐000円 )
照会先 企画課☎85 9
―560

健康増進のため︑ 歳以上の
方に︑はり・きゅう・マッサー
交付枚数 年間1人3枚
有効期限 平成 年3月 日㈫
自己負担︵1枚につき︶

対 象 平成 年3月 日㈫ま
でに 歳以上になる方

はり・きゅう・マッサージ
サービス券を交付

を乗じて得た額 限(度額5万円 )
交付方法 毎年度申請に基づき︑
町内に自ら居住する住宅また
5年間で分割交付
は土地の取得︵新築︑建替︑購
◎共通事項
入︑増改築および耐震診断調査
所得要件 前年の年収額︵自営
に基づく住宅耐震補強工事や土
業の場合は︑営業用の経費を差
地の購入︶などをする場合︑金
引いた年間所得額︶が800万
融機関︵スルガ銀行︑さがみ信
円以下であること
用金庫︑横浜銀行︑中央労働金
庫︑かながわ西湘農業協同組合 ︶ 申請期限 住宅資金借入日から
から借り入れた資金の利子や保
証料を助成します︒
個人住宅取得資金利子補給制度

3

ジサービス券を交付します︒
町が委託する治療院または医
療機関で利

サービス券
交付時に同

用できます︒
利用でき
る治療院な
どの一覧は︑

個人住宅取得資金融資保証料
補助金制度
金融機関から住宅取得資金を
借り入れた際に支払った融資保

27

金融機関から借り入れた住宅
取得資金の支払利子を補給しま
す︒
対 象 住宅または土地を取得
などし︑金融機関から住宅資金
として 万円以上借り入れた方
補給額 申請年度内に実際に支
払った利子額に2分の1を乗じ
て得た額︵金融機関から借り入
れた住宅資金のうち500万円

1
kw

○治療院
1︐500円
○医療機関 各医療機関による
申込方法 直接または電話︑郵
便で申し込んでください︒
申込・照会先 〒250 0
―3
98 箱根町湯本256 健康
福祉課／☎85 7
―790

︵

︶は前職
館長︶●消防署長＝杉本 毅︵消

◎は昇格

境整備部都市整備課長＝川口一
哉 総(務部財務課検査専任課長 )
◎環境整備部上下水道温泉課長
＝勝俣祐一︵環境整備部上下水
道温泉課副課長︶◎議会事務局
長＝勝俣 優︵総務部総務防災
課仙石原出張所長・仙石原公民

部健康福祉課副課長︶◎福祉部
子育て支援課長＝矢田 香︵福
祉部子育て支援課副課長︶●環

整理専任課長＝一寸木隆之︵総
務部税務課副課長︶◎福祉部健
康福祉課長＝八木美栄子︵福祉

◎福祉部長＝内田恭司︵福祉部
防署湯本分署分署長﹇第１係担
健康福祉課長︶◎環境整備部長
当﹈︶◎消防署湯本分署分署長
＝中村和弘︵議会事務局長︶●
︵第1係担当︶＝纐纈正晴︵消
消防長＝川口將明︵福祉部長︶
防署警備第2課警備課長︶
︻課長級︼
︻3月 日付定年退職者︼
●企画観光部観光課長＝吉田
●神戸富士雄︵消防長︶●鳥居
功︵福祉部子育て支援課長︶◎
富郎︵環境整備部長︶●本多久
総務部総務防災課仙石原出張所
義︵消防署長︶●清水 諭︵環
長・仙石原公民館長＝小野英敏
境整備部都市整備課長︶●勝俣
肇︵環境整備部上下水道温泉課
教育委員会生涯学習課副課長
)
(
長︶●長田 茂︵企画観光部観
◎総務部財務課検査専任課長＝
光課長︶●勝俣保夫︵総務部税
北村芳久︵環境整備部都市整備
務課長︶●安藤 譲︵総務部税
課副課長︶◎総務部税務課長＝
務課特別滞納整理専任課長︶●
勝俣雅幸︵企画観光部企画課副
加藤昌治 総(務部財務課副課長 )
課長︶◎総務部税務課特別滞納
●加藤雅明︵監査委員書記︶●

︻部長級︼

町職員人事異動︵4月1日付︶

封します︒

を限度︑かつ年利3％以内︶
交付期間 5年以内

16

50

証料の一部を補助します︒

oudo@town.hakone.kanagawa.jp
文化財ボランティア
活動内容 仙石原湿生花園植物
群落︵国指定天然記念物︶内の
ヨシ刈り︑元箱根石仏群︵国指
定史跡︶内の草刈り︑箱根旧街
道︵国指定史跡︶の清掃など
活動日 ヨシ刈りは６月上旬︑
その他未定
申込期間 5月1日㈭〜 日㈫
その他 当方でボランティア保
険に加入します︒
申込・照会先 教育委員会生涯

証明書の発行
●印鑑登録︑証明書の発行
●戸籍証明書の発行
照会先 総務防災課︵町民係︶
☎85 7
―160

27

31

31

70

る基準に適合している建物の情
報を利用者に提供する﹁表示制
度﹂︵マークの表示︶が開始さ

□箱根水道センター☎82−4306

70

野・木賀・二ノ平・箱根・元
箱根・芦之湯地区
①5月 日㈪〜6月6日㈮

30

☎045−345−1211

れます︒
この﹁表示制度﹂は︑申請に
基づく制度となっているため︑
次の日程で申請の受け付けを行

☎0570−005959（ナビダイヤル）

27

②7月 日㈪〜8月8日㈮
●強羅地区
① 月 日㈪〜 日㈮

27

います︒
なお︑申請日時などの調整が
月 日㈪〜 日㈮
② 月 日㈪〜 日㈮
●仙石原地域
① 月 日㈪〜７月 日㈮
② 月 日㈪〜 月 日㈮
13

受付時間
時〜 時 分／
時 分〜 時 分︵土・日曜日︑
祝日を除く︶
照会先 消防本部予防課

◎宮城野（二ノ平地区を除く）・仙石原地域

岩本邦彦︵環境整備部環境課環
境センター主査︶●阿部みね子
︵教育委員会学校教育課仙石原
小学校給食調理員︶

31

30

☎82│4505

4

□上下水道温泉課☎85−9569

6

30

25 23

22 27 13

9

11

郷土資料館ボランティア

FAX

◎湯本・温泉・箱根地域、二ノ平地区

学習課☎85 7601／ 8
―
5 7
―200／
kyoudo@town.
hakone.kanagawa.jp

月 日㈯
臨時窓口を開庁

FAX

15

9

30

活動内容 わらじ作り︑イベン
トスタッフなどの体験学習活動
補助︑資料整理など
活動期間 5月〜平成 年3月
日㈫ 活動日は別途調整 )
（
申込期間
月 日㈫〜 日㈬
︵申込期間を過ぎた場合は要相
談︶
その他 当館でボランティア保
険に加入します︒
申込・照会先 教育委員会生涯

連絡先

20

日 時 4月5日㈯
8時 分〜 時 分
17

14 13

28 26

11 23 9

25 30

16

郷土資料館・文化財の
ボランティアを募集！

早め（１週間前を目安）に連絡してください。

31

ますので、注意してください。

学習課郷土資料館☎85 7
―6
01／ 85 7
―200／
ky
当日の連絡では、対応できない場合もあり

博物館活動または文化財︑ボ
ランティア活動に興味︑関心の
ある方︑郷土資料館ボランティ
アや文化財ボランティアとして
活動しませんか︒
いずれも︑
電話︑ファッ
クスまたはＥ
メール 住
（所︑
氏名 ふ
［りが
な ︑
］年齢︑
連絡先を明記 )

る場合、または水道の利用をやめる場合は、

1

□県営水道お客様コールセンター

で申し込んで
ください︒

引っ越しなどに伴い、新たに水道を使用す

50

場 所 役場本庁2階総務防災
課町民係
取扱事務
●転入・転出などの住民異動届︑

30

5 11

6

6

8

6

8

30

ホテル・
旅館などに対する
表示制度 が
開始されます
引っ越しの際は
水道の手続きを

14

2014.April
広報 はこね
15

2014.April
広報 はこね

