募集する住宅

が必要となりました。

る費用、選挙運動用ビラ作成
・前田

町営住宅入居者募集

令和 年度 箱根町教
育委員会表彰受賞
に係る費用、選挙運動用ポス
・ 第２上河原 ３戸（世帯向け）

同一の学校に在学されてい

健康増進のため 歳以上の方

１戸（世帯向け）
日㈮

☎85 7790

照会先 福祉課

てください。

「募集のしおり」を参照し

さくら館で配布している

※詳細は、福祉課、各出張所、

４月 日㈪〜

申込期間



象として未婚のひとり親が追

保険料の納付が猶予される「学

る方は、このハガキに必要事

に、はり・きゅう・マッサージ



選挙管理委員会
☎85 7111
内線337

例の申請について
加されることになりました。

生納付特例制度」があります。

項を記入して返送することに

サービス券を交付します。

町が委託する治療院または



照会先

ご覧ください。

※詳し
 くは町ホームページを

選挙運動用自動車使用に係

③選挙公営の拡大

文部科学大臣表彰受賞
箱根町の教育に貢献のあっ
議会議員選挙を次のとおり執
ター作成に係る費用について、
・仙石原

町議会議員選挙の
おしらせ

社会教育委員の辰原まさみ
た個人および団体並びに他の
行します。
公費負担の対象となりました。

日任期満了による町

さん（仙石原）が、永年にわ
模範と認められる方を表彰し、
【告示日】９月７日㈫
なお、公職選挙法の一部改

９月

たり町の社会教育の振興に
教育の振興を図ることを目的
【投票日】９月 日㈰

今回表彰された方とその功

２種類以内、1 600枚

①選挙運動用ビラの頒布解禁

おり変更となりました。

選挙運動等について、次のと

正等により、議会議員選挙の

和子（大平台）

績は、次のとおりです。（敬
称略）
◎鈴木
永年にわたり地域の文化・
芸術の普及に寄与した功績
まで頒布可能となりました。

弘恭（宮ノ下）

◎金子
②供託金制度の導入
立候補の際に 万円の供託

◎安居院 千春（湯本）
永年にわたり青少年指導員
として青少年の健全育成に寄

学生納付特例制度により、
また寡夫についても併せて対

に相談してください。

れば、学生も加入しなければ

対象となる方は、学校教育
より、令和３年度の申請がで

なりません。

法に規定する大学（大学院）、
きます。（この場合、在学証

無料お困りごと相談会
（事業者サポート）
新型コロナウイルス蔓延等
の影響により、売上が減少し

た詐欺や投資詐欺など、金融

新型コロナウイルスに乗じ

で相談できる相談会を実施し

ディネーターにワンストップ

業者に対し、経営専門コー

たり、経営にお困りの町内事

犯罪の被害が多発しています。

ます。
分〜

時

分

「おかしいな」と思ったらす

時

９時

日時 ４月 日㈫
時、

対象 町内事業者の方

２会議室

場所 役場本庁舎４階第１・

〜

ぐに警察に相談してください。
※警察以外の相談窓口
財務省横浜財務事務所理財課

☎045 285 0981
◦多重債務相談窓口

公的機関の窓口で「専門の

債務専用ダイヤル）

産業振興センター

照会先
小田原市消費生活センター
では、専門の相談員が消費生

☎045 633 5201
観光課

☎85 7410
じています。

ださい。なお、予約なしに

前にお電話にて予約してく

※参加を希望される方は、事
申込方法

小田原市消費生活センター

当日お越しいただくことも

申込・照会先

直接または電話、
郵送により申し込んでください。

☎0465 33 1777

可能ですが、進行状況に

照会先

総務防災課
（町民係）

〒250 0398
☎85 7790

箱根町湯本256
福祉課

ともあります。

よってはお待ちいただくこ

活に関するあらゆる相談に応

公益財団法人神奈川
☎045 633 2335

神奈川県よろず支援

内容 資金繰りや雇用等、経

利用できる治療院等の一覧

営全般のお困りごと相談

医療機関で利用できます。

１戸（世帯向け）

尽力された功績が認められ、
としています。

神奈川県青少年育成
活動推進者表彰受賞

みゆき（仙石原）

君代（仙石原）

与した功績
◎勝俣

青少年指導員の大場征広さ
ん（箱根）が、永年にわたり
◎神山
永年にわたりスポーツ推進

町の青少年の健全育成に尽力

委員として町民のスポーツ振

志ず子（小涌谷）

２年度神奈川県青少年育成活

◎千賀

動推進者として表彰されまし
興に寄与した功績

された功績が認められ、令和

た。
◎大平台姫太鼓（大平台）
永年にわたり民俗芸能の伝
承と普及に寄与した功績

令和２年度に保険料納付を猶
象に加えられます。

◦金融犯罪相談窓口

金保険料の申請全額免除の対

予されている方で、令和３年
照会先 小田原年金事務所

◆国民年金保険料学生納付特

度も引き続き在学予定の方へ、

☎0465 22 1391

金融犯罪・多重債務
相談窓口のご案内

基礎年金番号等を印字された

短期大学、高等学校、高等専
明書または学生証の写しの添

一人で悩まず、まずは気軽

しかし、学生の方は一般的に

ハガキ形式の学生納付特例申

歳以上であ

所得が少ないため、本人の所得

請書が送付されます。

国民年金は、

が一定額以下の場合、国民年金

門学校、専修学校及び各種学
付は不要です。）

相談員」が借金整理のアドバ

なお、令和３年度は学生納

は、サービス券交付時に同封

課程）に在学する学生等で、

します。

相談員

付特例制度を利用せず、保険

イスや情報を提供します。

本人の前年所得が次の計算式

拠点コーディネーター

対象者

財務省横浜財務事務所（多重

料の納付を希望する場合は、

でに 歳以上になる方
交付枚数 年間一人３枚
日

650円）

30

は り・ き ゅ う マ ッ サ ー ジ
サービス券の交付について

校（修業年限一年以上である

議会議員選挙
ホームページ

☎85 7160

円
（医療機関は1

１枚につき1 500

31

令和４年３月 日ま

で計算した金額以下であるこ

納付書を作成して送付します。
お手数をおかけしますが、近

有効期限 令和４年３月

とが条件です。
所得の目安

くの年金事務所までお問い合

128万円＋

（扶養親族等の数× 万円）

町助成額
照会先

23
―
― ―

31

わせください。

月から翌年３月までとなります

☎0465 22 1391

学生納付特例の承認期間は４
が、承認を受けた次の年度も在

小田原年金事務所

学予定である場合は、４月初め

に再申請の用紙が届きます。

国民年金保険料、未婚ひとり
親の申請全額免除基準追加
未婚のひとり親に対する税

引き続き、学生納付特例制

度の申請を希望する場合は、

制上の見直しに伴い、令和３
年４月１日より新たに国民年

16

27

30

―
70

12

―

国民年金保険料学生
納付特例制度のご案内

場

表彰」として表彰されました。

「令和２年度社会教育功労者

2

必要事項を記入の上、返送し

てください。

―
―

70

10
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11

―

13

,

15

日

時 ４ 月 ７ 日㈬・21日㈬
17時15分〜19時15分
４ 月 ３ 日㈯
８ 時30分〜17時15分
４ 月11日㈰
８ 時30分〜12時
所 役場本庁舎 ２ 階総務防災課町民係
,

―

―

―

,

―

―

―

―

38

12

夜間・休日窓口開設

―

取扱事務
◎マイナンバーカードの受け取り・申請（顔写
真撮影＋オンライン申請＋郵送受け取り可）
◎電子証明書の更新・再発行
◎マイナポイント予約支援
◎転入・転出などの住民異動届、証明書等の
発行
◎印鑑登録、証明書の発行
◎戸籍証明書の発行
※住民異動届（転入出等）や各種証明発行の
手続きができるのは、 ４ 月 ３ 日（土）だけ
です。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い、マイナンバーカードの申請・受け取
り・電子証明書の更新・マイナポイント予
約等の手続きに際し外出が不安な方は、ま
ずはお電話でお問合せください。
照会先 総務防災課（町民係）
☎８５ - ７１６０

12

29

住民異動、マイナンバーなどの
手続きができます！
―

20

―
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