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申申し込み先　問問い合わせ先　 FAX ファックス　 Eメール　HPホームページアドレス

もえるごみデータ
3月分収集量

※収集量は昨年同月比約4%増となり、収集運搬費は約10万7千円
　（今年度収集単価換算）増となりました。
　ごみの分別にご協力をお願いします。

※毎月納付以外のものを記載しています。 

・固定資産税（1期）　・軽自動車税（全期）

・上・下水道使用料（1期）

・固定資産税（1期）　・軽自動車税（全期）

・上・下水道使用料（1期）

人口と世帯　4月１日現在（　）内は前月比
～平成27年10月1日に国勢調査が実施されます～

安全データ　3月分（　）内は1月からの累計    

降　水　量　3月分（　）内は昨年3月分

◆人　口　16,955人（△11）

　男　　　 8,258人（△2）

　女　　　 8,697人（△9）

◆交通事故件　5件（6）

　死亡　0人（0）

　重傷　0人（0）

　軽傷　5人（8）

◆降水量　136㎜（229.5㎜）

◆世帯数　6,245世帯（27）

◆出　生　　　 11人
◆死　亡　　　 15人
※平成22年国勢調査からの推計です。

◆火災発生件数

　　　　　　　　　0件（0）

◆救急出動回数

　　　　　　　44件（155）

◆雨　13日（12日）

6月1日㈪

当番期間 漏水当番水道業者

5/  1～5/  5 ㈲草柳設備

5/  6～5/12 ㈲矢口水道工業

5/13～5/19 ㈲コーユー

5/20～5/26 ㈲鈴木設備

5/27～5/31 ㈲西湘設備工業

　５月11日（月）～５月20日（水）の10日間は春の全国交通安全運動が実施
されます。交通ルールを守り、交通事故に遭わないようにしましょう。

　自動車に乗る時は、どの座席でも
必ずシートベルトを着用しましょう。６
歳未満の子どもには、必ずチャイル
ドシートを使いましょう。

　 どの席でも必ずシートベルトを

　次代を担う大切な子どもたちの命を社会全体で交通事故から守りましょう。
また、高齢者は交通事故死者数全体の約半数を占めています。交通事故
ゼロを目指しましょう。

　 やさしい運転で事故をなくそう

①自転車は車道が原則、歩道は
　例外です。
②車道は左側通行です。
③歩道は歩行者優先で、車道寄り
　を徐行です。
④安全ルールを守りましょう。
⑤子どもはヘルメットを着用しましょう。

　 自転車は車の仲間
　 自転車安全利用５則を守ろう

　わずかな量でも、お酒は判断能
力を鈍らせる恐れがあります。「運
転するなら飲まない、飲んだら運転
しない、させない」を徹底しましょう。

　 お酒を飲んだら
　 運転しない、させない

☎82-6323

☎82-2656

☎85-3108

☎83-7900

☎82-9916
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約243t（約233t）
　（　　）内は昨年3月分

収集運搬費　約259万円（4月からの累計約3,140万円）

道路などで漏水を発
見したら、役場又は
次の指定業者に連絡
してください。

春の全国交通安全運動

お知らせ 募　　集

瀬戸俊雄さん（新任）

訂　　正

氏　　名 性別 保　護　者 地　区

　 　
　

氏　　名 性別 保　護　者 地　区

3月16日から4月15日までに届け出のあった方で
希望された方のみ掲載しています。　　　（敬称略）
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●問　環境防災課　☎84－0314

行政相談委員の再任・新任

　行政相談委員として瀬戸悦子（再
任・２期目）さん、瀬戸俊雄（新任）さん
が、平成27年４月１日付けで総務大
臣から委嘱されました。任期は、平成
29年３月31日までの２年間です。

　行政相談委員は、国や県をはじめ
とする行政機関の仕事について、皆
さんが困っていることや要望したいこ
とについて、相談に応じ、その解決の
手助けをすることが主な役割です。
　相談は無料で、秘密は守ります。気
軽にご相談ください。
【行政相談】
日時　毎月第２水曜日
　　　９時30分～11時30分
場所　開成町民センター
　　　２階会議室
※行政相談は、人権相談と同時に
　行っています。
㊟相談日が変更になる場合は、おしら
　せ版で案内します。
●問福祉課　☎84-0316

国際協力レポーター2015の
参加者募集

　日本が海外で行っている国際協力
の現場を、直接自分の目で視察できる
「国際協力レポーター2015」の参加者
を募集します。全国の20人にレポータ
ーとして、国際協力の最前線（ザンビア
またはインドネシア）を視察し、日本の国
際協力の様子を伝えてもらいます。

派遣国・派遣人数・日程
・ザンビア　10人　８月29日～９月６日
・インドネシア　10人　９月６日～９月12日
・事前研修　８月１日㈯、２日㈰
・事後研修　９月26日㈯
内容　国際協力の現場等の視察、
　　　現地の方との座談会・交流等
応募資格　日本に在住し、日本国籍
　　　　　を有する満18歳から69
　　　　　歳までの健康な方（４月１
　　　　　日現在）

※20歳未満の方は保護
　者の同意が必要。

締切　６月４日㈭必着
応募方法　次のURLを参照。
http://www.joca.or.jp/activites/
japan/jicakaihatsu/reporter.html
●問〒102‐0082　東京都千代田区一
　番町23‐3　日本生命一番町ビル5階
　（公社）青年海外協力協会内国際
　協力レポーター2015運営事務局
　☎03‐3556‐5926

　※受付時間は平日９時30分～
　17時45分
　　　 03‐6261‐0249
　　　 jica.reporter@joca.or.jp

「いきいきいきもののんびり観察　新緑
の箱根でわくわく体験」自然観察会
参加者募集

　箱根パークボランティアの案内で、
箱根の自然とふれあい、楽しく歩く観察
会を開催します。

日時　６月13日㈯10時～15時
雨天中止。なお、当日の静岡県東
部の降水確率の午前・午後いずれ
かが40％以上の場合は中止。主
催者からは連絡しないため、NTT
朝５時の天気予報（☎0559-177）
で各自で確認してください。
定員　50人（定員を超えた場合は
　　　抽選）
締切　６月３日(水)必着
集合・解散　箱根ビジターセンター
費用　100円（保険代）
持ち物　リュック、弁当、飲み物、筆記

用具、野外活動ができる服
装、帽子、軽登山靴、雨具、
レジャーシート、保険証

●申行事名、参加希望者全員の住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を記載
し、往復はがき、ファックス、メールで。
〒250‐0522　足柄下郡箱根町元箱
根旧札場164　箱根ビジターセンター

　　　 0460‐84‐5721
　　　 hakone-vc@kanagawa.email.ne.jp

●問箱根地域自然に親しむ運動
　実行委員会
　（環境省箱根自然環境事務所）
　☎0460‐84‐9981

　４月号の「まちかどトピックス」の記
事に次のとおり誤りがありました。お詫
びして訂正します。

「自治会加入促進の協定を締結」
誤：（公財）神奈川県宅地建物
　  取引業協会小田原支部
正：（公社）神奈川県宅地建物
　  取引業協会小田原支部

「第69回足柄上地区一周駅伝競走
大会」
誤：第２区 鈴木彩友さん（円中）
正：第２区 松田彩花さん（円中）
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