平成

年度決算における

財政の健全化判断比率
などを公表します
財政の健全化判断比率
﹁地方公共団体の財政の健全
化に関する法律﹂に基づき︑健
全化判断比率の4つの指標︵実
質赤字比率︑連結実質赤字比率︑
実質公債費比率︑将来負担比
率︶と公営企業会計に係る資金
不足比率を算定し︑公表するこ

財政運営に黄色信号がともった
とみなされ︑自治体の自主的な
改善努力による健全化を図るた
め︑財政健全化計画を策定し︑
ら︑今後とも健全な財政運営を
行っていきます︒

然として厳しいですが︑各比率
や他の財務諸表の推移を見なが

とが義務付けられています︒
指標の基準を超えると
早期健全化基準を超えた場合︑

県知事および総務大臣に報告し
なければなりません︒
照会先 財務課☎85 9
―563

滞納となっている税金を整理
するため︑県内の市町村と県税

市町村と県による
不動産共同公売

町の財政を取り巻く状況は依

また︑財政再生基準を超えた
場合は赤信号となり︑財政を自
力で改善することが困難である
とみなされ︑国の関与による確
実な再生を図るため︑財政再生
計画を策定し︑総務大臣に報告
しなければなりません︒
町の財政の健全度
平成 年度決算における町の
財政健全化判断比率は︑全指標
事務所が共同で不動産を公売し
ます︒差し押さえ中の物件を入
札で売却予定です︒入札には︑
一般の方も参加できます︒

物件の明細や入札参加方法な
どの詳細は︑問い合わせてくだ
さい︒町ホームページにも掲載
しています︒
日 時
月4日㈫
時〜 時 分
場 所 藤沢合同庁舎5階大会
議室︵藤沢市鵠沼石上2 7
― ―
1︶
︻公売物件①︼

建物構造 鉄筋コンクリート造

所在・対象 宮城野字臼井下8
19 1
―外の土地・建物
ぶき

ルーフィング葺4階建て︵保養
所︶
見積価格 2︐417万円
公売保証金 245万円
︻公売物件②︼
所在・対象 裾野市平松字拾三
塚368 ―の土地・建物
建物構造 軽量鉄骨造亜鉛メッ
キ鋼板葺2階建て︵店舗居宅︶
見積価格 476万円
公売保証金
万円
︻公売物件③︼
所在・対象 仙石原字唐沢５6
0 3
―の土地
登記地目 雑種地
見積価格 664万円
公売保証金
万円
照会先 税務課︵収納係︶
☎85 9
―573

毎年 月 日〜 日は

個人住宅の取得に
係る利子および
保証料の助成
町内に自ら居住する住宅また
は土地の取得︵新築︑建替︑購
入︑増改築︑耐震診断調査に基
づく住宅耐震補強工事︑土地の
購入︶などをする場合︑金融機
関から借り入れた資金の支払利
子や借り入れた際に支払った融
資保証料の一部を助成します︒
所得要件 前年の年収額︵自営
業の場合は︑営業用の経費を差
引いた年間所得額︶が８００万
円以下であること
金融機関 スルガ銀行︑さがみ
信用金庫︑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
6か月以内
個人住宅取得資金利子補給制度
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1︐000
万円を限度︑
かつ年利3％以内︶
交付期間 5年以内

場 所 小田原市民会館︵小田
原市本町1 5
― ―︶
照会先 ㈳小田原青色申告会
☎0465 2
―4 2
―612

個人住宅取得資金融資保証料
補助金制度
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
を乗じて得た額 ︵限度額 万
円︶
交付方法 毎年度申請に基づき︑
5年間で分割交付
申
※請書類や要件などは︑町ホ
ームページからダウンロードで
きます︒
照会先 企画課☎85 9
―560

高齢者のための
地域密着型
サービス事業者を
公募します

募集人数 5人︵申込順︶
掲載するもの 原稿︵200〜
280字程度︶︑顔写真1枚
応募方法
月 日㈪までに︑
電話またはＥメールで申し込ん
でください︒
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で早期健全化団体となる基準を
下回っています︒

﹁これはＤＶ？﹂
そう思ったら悩まずすぐに相談を！
―
税｢を考える週間 で｣す
国や地方公共団体の活動を支
える税の意義や役割について︑
周知しています︒今年のテーマ
は﹁ささえあい地方税 で｣す︒

ついては、10月23日から公費の対象となり

どのような行為がＤＶとなる
のかをあらためて考え︑男女が
対等なパートナーとして生きて
いけるよう︑この運動期間を一
つの機会として︑暴力のない社
会づくりをすすめましょう︒

の不活化ポリオワクチンの 回目の接種に

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字ではないため「−」で表示
※資金不足比率の対象である3会計（水道事業会計、下水道事業特別会計、
温泉特別会計）
は、
いずれも資金不足比率ではないため「−」で表示

照会先 企画課☎85 9
―560

26

原
※稿などの提出については︑
月中旬頃を予定しています︒
︵日程は各自別途調整︶
その他 寄稿者には１︐０００
円分の図書カードを差し上げま
す︒
申込・照会先 企画課☎85 ―

※ 月 日から接種を開始している、単独

配偶者や恋人︑以前にそうし
た関係にあった相手︑または家
族などからの暴力︵ＤＶ︶を受
けていませんか︒周囲にそうし
た暴力で悩んでいる人がいませ
んか︒
月 日㈪〜 日㈰は﹁女性
に対する暴力をなくす運動﹂実
施期間︵ 日は﹁女性に対する
暴力撤廃国際日﹂︶です︒

11

ける）

照会先

50

（初回接種終了後 か月以上の間隔を空

9572／
web̲kikakuka@
town.hakone.kanagawa.jp

・追加接種 12か月〜18か月の間に 回

12

15

照会先 さくら館☎85−0800

︶

︶

12

（20日〜56日の間隔を空ける）

28

ワクチンおよびポリオワクチン未接種の方

16

25 25

暴力は︑加害者と被害者の間
柄や性別を問わず︑決して許さ
れません︒その中でも︑女性に

※今年 月以降に生まれた乳児、三種混合

16

か月〜90か月（ 歳 か月）

年男または年女を迎える方か
ら︑広報﹁はこね﹂1月号に掲
載する新年の抱負を募集します︒
人生の節目となる一年の始ま
りに︑素敵な思い出を作りませ
んか︒
対 象 町内在住の巳年生まれ
の方︵昭和4年・ 年・ 年・
年・ 年・ 年︑平成元年・
年︶
64

ください。

︵国税庁ホームページ ［http://
︶
www. nta.go.jp/］
●年末調整説明会
日 時
月 日㈭
時 分〜 時
場 所 仙石原文化センター
照会先 税務課☎85 ７
―７５０
●第 回小学生の税の書道展
日 時
月 日㈮〜 日㈰
時〜 時︵ 日は
時まで︶

様）を「保健だより」で確認し、接種して

30 15

50

52

取扱医療機関（三種混合ワクチンと同

対する暴力︵性犯罪︑セクシュ
アル・ハラスメント︑ストーカ
ー行為︑売買春などを含む︶は︑

クチンに不活化ポリオワクチンを混合した、

女性への著しい人権侵害です︒
暴力を振るわれた女性は︑け

ります。

30

17

11月 日㈭から、これまでの三種混合ワ

13 40

き・破傷風・不活化ポリオ）の接種が始ま

17

13

50

70

11

23

18

介護が必要な高齢者の在宅生活を支える
ため、地域密着型サービスの事業者を公募
します。
サービスの種類
・定期巡回、随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス
公募期間 11月 日㈮〜30日㈮
事業者の選定 平成25年 月上旬（予定）
※詳細は、町ホームページに掲載の公募要
項で確認してください。
照会先 健康福祉課☎85−7790
ました。

がなどの身体的な影響だけでは
なく︑ＰＴＳＤ︵外傷後ストレ
ス障害︶などの精神的な影響を
受ける場合があります︒
また︑子どもがＤＶを目撃し
た場合︑その子どもの心身に悪
影響を及ぼす他︑そうした家庭
環境で育った子どもは︑感情表

か月〜12か月の間に 回
・初回接種

現や問題解決の手段として暴力

︶

標準的な接種年齢・回数

詳細は、広報「はこね」10月号で！
生涯学習フェスティバル開催中！
7

を用いればよい︑と誤った学習
をしてしまう可能性もあります︒
女性への暴力は近年︑若年層
の間でも被害が広がっています︒

四種混合ワクチン（ジフテリア・百日せ

13 12

13 11

25

10

11

20.00
30.00
35.00

●身体的暴力
・殴る、蹴る、物を投げつけるなど
●精神的暴力（心ない言動で心を傷つける）
・｢生活できるのは誰のお陰だ｣などの暴言
・人との付き合いの制限（電話なども含む）
・命令口調でものを言う 、または無視する
・大切にしているものを壊す、捨てる
・子どもに危害を加えると言って脅す
・暴力を振るうふりをして脅かす
●性的暴力
・性的行為や中絶を強要する、
避妊に協力しない

《県のＤＶ相談窓口》
□かながわ県民センター窓口
☎045−313−0745
受付時間 月〜金曜日の 時〜21
時（来所相談は17時まで。
祝日の金曜日は休み）
□かながわ女性センター窓口
☎0466−27−9799
※まずは電話で相談してください。
受付時間 火〜日曜日の 時〜12
時／13〜17時
（祝日を除く。木曜日は12時
まで。金・土・日曜日が祝
日の場合は開館し、次の火
曜日などが休館）

DVとされる３つの暴力（一例）

11

11

31

子どもの予防接種に
四種混合ワクチン"が
追加されます

財政再建
基
準
箱根町
早期健全化
※
（ ）
は平成
基
準
22年度数値
実質赤字比率
−
14.28
連結実質赤字比率
−
19.28
実質公債費比率
9.0(9.1)
25.00
将来負担比率
119.0(124.3)
350.00
資金不足比率
−
20.00
比率
（％）

23

23

12

25

新 巳
年 年
の 生
募抱皆ま
集負され
しをんの
ま か
す ら
！
対象年齢
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