衆議院議員総選挙に係る

総務大臣表彰
町選挙管理委員会委員長の勝
亦秀一さん︵仙石原︶が︑第
回衆議院議員総選挙において︑
迅速かつ正確に選挙を執行した
として︑総務大臣表彰を受賞さ
れました︒

○ヒブワクチン︵インフルエン
ザ菌ｂ型︶
対 象 生後2〜 か月 5(歳 )
の乳幼児

子どもの定期予防接種が
追加されます
定期の予防接種は︑対象とな
る疾病︑対象者︑接種期間が定
められていますが︑予防接種法
の改正により︑対象の疾病が次
のとおり追加されます︒
また︑既存の予防接種の一部
について︑接種期間が拡大され
ています︒
定期の予防接種を対象年齢中
に接種する場合は︑無料で受け
ることができますので︑対象の
方は︑早めに接種を済ませ︑病
気を未然に防ぎましょう︒
いずれも︑接種を希望する場
合は︑医療機関に事前の申し込
みが必要となります︒
接種回数などの詳細について
は︑保健だよりを参照してくだ
さい︒
● 定期接種に追加されたワクチン
次の3つのワクチンは︑昨年
度まで保護者や本人が判断して

けい

接種する任意の予防接種でした
が︑今年度から定期の予防接種
に変更されました︒

○小児用肺炎球菌ワクチン
対 象 生後2〜 か月 5(歳 )
の乳幼児
● 接種期間が拡大されたワクチン
○ＢＣＧ︵結核︶
対 象 生後0〜 か月 1(歳 )

住民異動の手続きは
済みましたか
次のとおり住民異動に係る窓
口を臨時に開庁します︒
日 時 4月6日㈯
８時 分〜 時 分

対 象 通常の対象者の他︑平
成7年4月2日〜 年4月1日
生まれの方については︑ 歳に

の乳児
○日本脳炎
照会先 総務防災課︵町民係︶
☎85 7
―160

・印鑑登録︑証明書の発行
・戸籍証明書の発行

災課町民係
取扱事務
・転入・転出などの住民異動届︑
証明書の発行

場 所 役場本庁舎2階総務防
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消防庁長官表彰
永年勤続功労章
町消防団副団長の中村克明さ
ん︵二ノ平︶が︑永年にわたり
消防の発展に寄与した功労が認
められ︑3月6日︑平成 年度
消防功労者消防庁長官表彰式に
おいて表彰されました︒

平成 年度
箱根町教育委員会表彰
教育の振興を図ることを目的
として︑町の教育に貢献のあっ
た個人および団体並びに他の模
範と認められる方を表彰してい
ます︒︵敬称略︶
◎金子義明︵宮ノ下︶

17

なるまでの間︑接種することが
できます︒
その他 改正される予防接種法
湯本地域自治会連合会では︑
地域のコミュニティ活動の充実

宝くじの助成金で
備品を購入

照会先 企画課☎85 9
―560

なる活性化が期待されます︒

式テーブル︑椅子などの備品を
購入しました︒
今回の整備により︑地域の更

助成事業﹂により︑宝くじの助
成金を受け︑テント︑折り畳み

ーが実施している﹁コミュニティ

を図るため︑㈶自治総合センタ

は4月に施行される予定ですが︑
対象年齢や接種期間など︑ここ
に記載した内容については︑変
更される場合がありますので︑
注意してください︒
照会先 さくら館
☎85 0
―800

普
※通救命講習Ⅰについては︑
事前に町ホームページ上で受講

新米ママ・パパ
出産育児教室

よく

もく

日 時 4月 日㈬
時 分〜 時
場 所 さくら館
内 容 赤ちゃんのお風呂︵沐
浴実習︶︑赤ちゃんと母親の食
事について
対 象 これから母︑父になる方
持ち物 母子健康手帳︑筆記用
具︑エプロン
申込方法 4月 日㈬までに電
話で申し込んでください︒
申込・照会先 子育て支援課
☎85 9
―595
16

○子宮頸がん予防ワクチン︵ヒ
トパピローマウイルス︶
対 象 小学6年生〜高校１年
生相当の女子

20

できる﹁ｅ ラ
―ーニング﹂もあ
ります︒ｅ ラ
―ーニングを受講
することにより︑実際に講習を
受ける時間を短縮できます︒
●普通救命講習Ⅱ︵ 時間︶
ＡＥＤを用いた心肺蘇生法︑
止血法を学び︑筆記と実技の効
果測定を行います︒
●普通救命講習Ⅲ︵ 時間︶
小児︑乳児︑新生児に対する
応急手当を中心とした講習です︒
●救命入門コース︵ 分︶
心肺蘇生法およびＡＥＤの取
り扱いを中心とした講習です︒
照会先 消防署警備課救急係
☎82 4
―511

30 24
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町体育協会役員および会長と
して︑協会の発展や社会体育の

せい

13

振興に寄与した功績

消防署が開催している応急手
当講習に︑普通救命講習Ⅲおよ
び救命入門コースの つが︑新
たに加わりました︒
普通救命講習Ⅰおよび普通救
命講習Ⅱと同様に︑定期的に開
催していきますので︑気軽に参
加してください︒
普通救命講習Ⅰ〜Ⅲの対象は︑
いずれも町内在住・在勤の中学
生以上の方が対象です︒
救命入門コースの対象は︑主
に町内在住の小学 年生以上の
方です︒
※月の講習予定については︑
ページに掲載しています︒
講習名・内容
●普通救命講習Ⅰ︵ 時間︶
そ

30

60

60
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90

月に施行される障害者総合支援法で、障
がい者の範囲に難病などの方が加わります。
新たに対象となる方は、身体障害者手帳の
有無に関わらず、障がい程度区分の認定や支
給認定などの手続きの後、必要と認められた
障がい福祉サービスを受けられるようになり
ます。
対 象 厚生労働省指定の 130 疾患に該当す
る方
申請方法 対象疾患に罹患していることが分
かる証明書（診断書または特定疾患医
療受給者証など）を持参し、支給申請
をしてください。
申請・照会先 健康福祉課☎85−7790

できました！

自動体外式除細動器 Ａ(ＥＤ )
を用いた心肺蘇生法︑止血法を
学びます︒

障がい福祉サービスの
対象が拡大されます

高齢者肺炎球菌ワクチン接種の
助成が始まります

※旧総務課の庶務係、職員係、町民係については、その
まま総務防災課に移行します。
照会先 企画課☎85−9560／総務防災課☎85−9561

なお︑高齢者の方を対象とし
た肺炎球菌ワクチンの接種は︑
個人の判断で接種するかどうか
を決める任意の予防接種です︒
接種を希望する方は︑かかり
つけ医と相談し︑副反応や有効
性を理解した上で︑接種してく
ださい︒
照会先 さくら館
☎85 0
―800

防災対策室
（防災全般に関する事務）

新たなコースが

24

防犯交通係
（交通安全、防犯などに
関する事務）
防災安全係

（新部署名）
総務防災課
（旧部署名）
総務課

応急手当講習に

24

月29日任期満了による町議会議員
選挙を次のとおり執行します。
告示日
月17日㈫
投票日
月22日㈰
照会先 町選挙管理委員会
☎85−7111（内線337）

「防災・減災」体制を強化充実することにより、町民
の皆さんの安全・安心の確保に向けた取り組みを効果的
かつ重点的に推進するため、総務課は「総務防災課」と
なります。
また、防災安全係を「防災対策室」と「防犯交通係」
に分割します。
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2013.April
広報 はこね
11

19

町議会議員選挙の
お知らせ
75

月から組織の一部が変わります

歳以上の方を対象に︑肺炎
などの感染症を予防するため︑
肺炎球菌ワクチン接種費用の一
部助成を予定しています︒
助成の開始時期は︑7月を予
定していますが︑助成金額など
の詳細については︑決まり次第︑
広報﹁はこね﹂等で周知します︒
助成が開始するまで︑接種費
用は自己負担となりますので︑
注意してください︒

総務課が
総務防災課に！
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