〜ルールを守って排出を〜
6︐000円となりました︒
◎工事請負契約の締結
消防指令システム設備工事の
請負契約をＮＥＣネッツエスア
イ㈱神奈川支店と1億2︐60

正予算︵第１号︶
歳入歳出に832万6︐00
0円を追加し 億5︐532万
証明書などの交付等に係る事
務委託に関し︑松田町とは新規
に︑3市町については一部改正
について協議するための議案が
いずれも可決されました︒

◎小田原市︑
南足柄市︑
大井町と
箱根町との証明書などの交付
等に係る事務の委託に関する
規約の一部改正に関する協議

◎平成 年度箱根町一般会計補

町議会6月定例会は︑6月8

0万円で締結することになりま

6月定例会
日から 日までの会期で開催さ
れ︑議案の審
議や 人の議
員から一般質
問が行われました︒
︿報告案件﹀
◎平成 年度箱根町一般会計予
算繰越明許費の繰り越し
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●平成 年度箱根町一般会計補
正予算︵専決第3号︶
き続き選任することが同意され
ました︒
◎松田町と箱根町との証明書な
どの交付等に係る事務の委託

した︒
◎監査委員の選任
小嶋章司さん︵宮城野︶を引

る条例の制定
選挙公報を発行するため︑新
たな条例が制定されました︒
◎箱根町交通傷害保険条例およ
び箱根町印鑑条例の一部改正
外国人登録法が廃止されたた
め︑現行条例の一部が改正され
ました︒
◎箱根町町税条例の一部改正

新米ママ・パパ
出産育児教室
日 時 7月 日㈬
時 分〜 時
場 所 さくら館
内 容 お産の進み方︑赤ちゃ
んと母親の歯のこと︑赤ちゃん
との過ごし方
対 象 これから母︑父になる方
母子健康手帳︑筆記用具

申込方法 ７月 日㈬までに電
話で申し込んでください︒

持ち物

例の廃止
記号式投票から自書式投票に
申込・照会先 子育て支援課
☎85 9
―595

退職金共済制度に加入してい
る事業所に対し︑掛け金を補助
しています︒︵今回は平成 年

補助金申請受け付け中

退職金共済制度加入奨励

変更するため︑現行条例が廃止
されました︒

地方税法施行規則が改正され
たため︑現行条例の一部が改正
されました︒
◎箱根町記号式投票に関する条

に関する協議

降雪が多かったことから関係
経費の補正予算を専決処分した
ことについて承認されました︒
◎箱根町選挙公報の発行に関す

︿町長提出議案﹀
◎専決処分の承認

10

できていますか
容器包装プラスチックの分別
ごみの集積
場所の排出状
況を調査した
結果︑容器包
装プラスチッ
ク︵容器プラ︶
について︑現
在もルール違
反が数多く見
受けられます︒
ルール違反
はカラスや小
動物による散
乱被害の原因
となって美観を損ねたり︑異物
除去に多大な労力が必要となり
リサイクルに支障をきたしたり
する恐れがあります︒

ごみを正しく分別し資源化す
ることによって︑地球温暖化防
止や資源の有効活用を図るとと
もに︑より良い未来を次の世代
に残していきましょう︒
照会先 環境課☎85 9
―565

国民年金保険料免除・
納付猶予制度
◎納付猶予
歳未満の方は︑申請書を提
出し承認されると︑本人と配偶
者︵結婚していない場合は申請
者本人のみ︶の所得状況により
保険料が猶予されます︒
◎学生納付特例
一定所得以下の学生は︑申請
書を提出し承認されると︑在学
期間中︑保険料が猶予されます︒
︵毎年4月に届け出が必要︶
昼
※間部︑夜間部︑定時制課程︑
通信課程の学生が対象です︒
免除・猶予を受けた期間の
保険料は追納しましょう
国民年金保険料の免除や納付
猶予︑学生納付特例を受けてい
た期間は︑年金額には反映せず︑
満額の年金額とはなりません︒
しかし︑これらの期間はその
月から 年以内であれば︑さか
のぼって納めることができ︑こ
れを﹁追納﹂と言います︒
将来︑より多くの年金を受け
られるよう︑保険料を追納しま
しょう︒

度前期 1
［月〜6月 分
］︶
対象共済制度
・中小企業退職金共済制度
・小田原箱根商工会議所特定退
職金共済制度
・箱根温泉観光産業従業員退職
金共済制度
補助要件
・町内で1年以上継続して事業
を営むものであること
・町税を完納していること
補助額 1
（か月あたり／1人 )
・掛金2︐000円未満の場合
150円
・掛金2︐000円以上の場合
300円
申請方法 観光課または出張所
にある申請用紙に記入︑押印し︑
7月 日㈮までに提出してくだ
さい︒
申込・照会先 観光課
☎85 7
―410

◎︵公財︶箱根町文化・スポー
ツ財団経営状況の報告

◎㈶箱根町観光協会経営状況の
報告
◎箱根町土地開発公社経営状況
の報告
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―親子でモビールを作ろう！―

汚れている容器
プラをそのまま
出す

汚れを洗い流してから出す
※汚れが残ったものは、に
おいや虫の発生の原因とな
り､リサイクルできません。
（汚れが落ちないものは
「燃せるごみ」に出す）

照会先 保険年金課
☎85 9
―564

2012.July

子育て支援センターだより

「ペットボトル｣や｢その他
紙｣は､｢ペット・古紙類(新
聞やダンボールなど)の日｣
に出す

10

広報 はこね
11

夏の風をつかまえて、ゆらゆら動く
モビール（つり飾り）を作りましょう。
日 時
月27日㈮10時〜12時
場 所 さくら館 階訓練室
対 象 未就園児と保護者
持ち物 着替え、タオル
照会先 仙石原子育て支援センター
☎85−2300
熱中症を予防して、さわやかに夏を過ごしましょう。

16

｢容器プラの日｣
に｢その他紙｣や
ペットボトルを
出す

87

30 25

18

照会先 さくら館☎85−0800
●熱中症に注意！
熱中症は、予防と早期の適切な処置が大切です。
夏本番を迎える前に熱中症を正しく理解し、この夏の暑さに備えましょう。
熱中症に気をつけなければいけないのは、暑い日だけとは限りません。
同じ気温でも個人の体調や体質によって、熱中症にかかりやすくなる場合や、気温が高くない日でも湿度
が高い室内でじっとしていることにより、体温調節が上手にできなくなり、熱中症にかかる場合があります。
特に、体温調節機能が未熟な子どもや暑さを感じにくい高齢者は、熱中症にかかりやすいため、十分な注
意が必要です。
また、健康な労働者であっても、夏場の作業中は水分や塩分が不足しやすく、
県内では昨年 人の労働者が熱中症で亡くなっています。
熱中症の第一の予防は「水分・塩分の補給」と「暑さを避ける」こと
暑くなく、のどが渇いていなくても、水分や塩分をこまめに取りましょう。
また、適宜休憩を取ることも大切です。
もし熱中症にかかったら
めまい、失神、筋肉の硬直、発汗、頭痛、吐き気、意識障害といった症状がみら
れる場合は、涼しい場所に移動して体を冷やし、できるだけ早く体温を下げます。
また、自力で水分が取れない、意識がないなどの場合は、救急車を呼んでください。

〈ルール違反の例と正しい出し方〉

24

13

くり・食育ひろば
づ
康
健

マークがないプラスチッ
ク製品は｢燃せるごみの日」
に出す

10

24

｢容器プラの日」
に マークがな
いプラスチック
製品を出す

｢容器プラの日｣にペットボトル
などを出してはいけません

23

20

―正しい出し方―

汚れがついている容器プラは、
そのまま出さずに、必ず洗って
出すようにしましょう

―違反例―

後期高齢者医療制度に加入している皆さん
が現在使っている保険証（水色）の有効期限
は、 月31日㈫までです。
月 日㈬以降使うことになる新しい保険
証（だいだい色）は、 月中に郵送します。
もし 月 日㈬を過ぎても保険証が届かな
い場合は、連絡してください。
照会先 保険年金課☎85−9564
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知って
いますか
国民年金第
1号被保険者
︵自営業者な
ど︶で︑保険
料を納めるこ
とが困難な方
に対し︑保険料の納付が免除ま
たは猶予される制度があります︒
◎法定免除
障害年金や生活扶助を受けて
いる方は︑届け出により全額免
除されます︒
◎申請免除
前年の所得が一定額以下で現
在収入がなく︑保険料を納める
ことが困難な方は︑申請し承認
されると保険料が免除されます︒

月 日㈬から後期高齢者
医療保険証が新しくなります

