ごみに関するお問い合わせは、環境上下水道課 TEL 84 ー 0314

●申請方法

●申請方法

※車両ナンバーの控えと印鑑が必要です。
※5点以上（分別早見表換算）が対象 ※先着順

（搬入日の1ヶ月前から申請受付開始）

※車両ナンバーの控えと印鑑が必要です。
※5点以上
（分別早見表換算）が対象 ※先着順
環境上下水道課で手続きしてください。

環境上下水道課で手続きしてください。
（搬入日の1ヶ月前から申請受付開始）

10時～15時

事前予約で足柄西部環境センターにごみを直
接搬入することができます。 10時～15時

開成町民センター入口
福祉会館正面入口
開成町民センター入口
福祉会館正面入口

生活環境

事前予約で足柄西部環境センターにごみを直
接搬入することができます。

環境衛生（ごみと資源の分け方、出し方）

生活環境
生活環境
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生活環境

環境上下水道課 TEL 84 ー 0314

環境衛生

上下水道・道路・水路

し尿（くみ取り便槽）

●清掃
浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取る作業を行いま

●申し込み方法
環境上下水道課に事前申込が必要です。申込書は、環
境上下水道課窓口で配布又は町のホームページからダウ

す。毎年 1 ～ 2 回の清掃が必要です。
・申し込み 町許可掃業者
（有）共和衛生工業

ンロードしてください。申込書に必要事項を記入してくだ
さい。
トイレを水洗式に改修するとき、世帯人数や住所を変
更するときなどは、事前に環境上下水道課へご連絡くだ
さい。
●処理手数料

従量制

TEL 0465 － 82 － 0030
●浄 化槽については神奈川県が管轄していますので、不

●申込内容を変更する場合

定額制

一般家庭

1 人月額

月 1 回くみ取り

360 円（税抜き）

工事現場などの

36L につき

仮設トイレ

360 円（税抜き）

明点等は下記にお問合せください。
◆神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター
TEL 0465 － 83 － 5111

ペット
●犬の登録と狂犬病予防注射
犬を飼うときは、狂犬病予防法により、登録手続き（生
涯 1 回、登録手数料 3,000 円）と狂犬病予防注射（年 1
回、注射料金＋注射済交付手数料550 円）が義務づけら
れています。狂犬病予防注射は、町で行う集合注射また

浄化槽

は動物病院で受けてください。
また、犬が死亡したときや飼い主の変更、住所の移動

●法定検査
浄化槽設置後 3 か月から 8 か月までの間に検査を受け
ましょう。以降は、1 年に 1 回受けることが法律で義務付
けられています。
TEL 0463 －73 － 0511
●保守点検
機械の点検や補修、消毒剤の補充などを行います。年
に 3 ～ 4 回を目安に点検を受けてください。
・申し込み 県知事登録の点検業者へ
主な浄化槽保守点検業者一覧
( 足柄上地区浄化槽対策連絡協議会会員 )
称

電話番号

あしがら環境保全（株）

0465 － 74 － 0056

南足柄衛生（有）

0465 － 74 － 0255

などがあった場合は、環境上下水道課に届出が必要です。
●動物（犬・猫・鳥等）に関する連絡先
神奈川県動物愛護センター

野生動物を見つけたとき

又は

野犬を見つけた場合

事務所足柄上センター

神奈川県小田原保健福祉

野良猫の被害相談
犬の放し飼い・鳴き声で
困った場合
犬に咬まれたとき

事務所足柄上センター

犬や猫を譲ってほしいとき 神奈川県動物愛護センター

（有）松田衛生社

0465 － 82 － 0511

大量に死亡した野鳥を

神奈川県県西地域県政総合

新生実業（有）

0465 － 83 － 6888

見つけたとき

センター環境部環境調整課

（有）共和衛生工業

0465 － 82 － 0030

（株）浄化槽管理センター

0465 － 32 － 8853

サーヴ住設（株）

0465 － 37 － 6001

（株）ソウマ

0467 － 54 － 6414

（株）エコ・クリエイティブ・ジャパン

0463 － 34 － 5185

◆神奈川県動物愛護センター
TEL 0463 － 58 －3411
◆神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター

042 － 761 － 2368

大阿蘇水質管理（株）

048 － 974 － 8011

中央フジクリーン

0463 － 75 － 4152

環境部環境調整課

03 － 3452 － 4444

TEL 0465 －32 － 8000
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●水道の利用

●水道工事

水道利用の開始・中止は、事前に届出が必要です。

給水装置の新設、改造、増径、撤去などの工事は、町

（手数料 700 円がかかります）

の給水装置指定工事店にお申し込みください。
（町へ登

届け出は環境上下水道課で受け付けています。

録していない工事業者に工事を依頼することはできませ

【こんなときには届出を】

ん。
）その際、工事の内容や費用について十分な説明を

（ 1 ）引っ越しをするとき

受けるようにお願いします。

（ 2 ）新しく家を建てるとき

※町の給水装置指定工事店について、不明なときは街づ

（ 3 ）名義を変更するとき

くり推進課へお問い合わせください。
（ホームページ参

（ 4 ）長期間水道を使用しないとき

照）

（ 5 ）その他変更があるとき
●水道料金
水道料金は 2 か月に1 回、使用水量を計量し料金を計

●漏水の修理
・宅地内で漏水を発見したとき
ご自宅の水道工事を施工した業者など、町の給水装

算します。水道料金は、基本料金に超過料金を加えた合

置指定工事店に直接依頼をしてください。また、マ

計額です。

ンションなどの場合は管理人
（管理会社）
へ連絡してく

●公共下水道の役割

ださい。宅地内漏水（水道メーターの回る漏水）にお

・生活環境の改善

ける修理費用は、利用者の負担になります。宅地内

側溝などからの悪臭や害虫の発生を防ぎ、衛生的で

漏水で、発見し難い地下漏水の場合は、上下水道料

美しい街並みを保ちます。

金の減免制度があります。
（環境上下水道課）

・水質の保全
て、川や海をきれいにします。
・浸水の防御
生活排水と雨水を分離することで浸水を防止し、暮
らしを守ります。
●公共下水道使用料

※漏 水の修理も町へ登録していない工事業者に修理
を依頼することはできません。
（ホームページ参照）
・道路上で漏水を発見したとき
街づくり推進課へご連絡をお願いします。
●下水道の接続工事
公共下水道が整備された区域
（処理区域）の建築物の所
有者は、生活雑排水（トイレ・風呂場・台所）などの汚水
を公共下水道に接続して流さなければなりません。この

て計算し、水道料金と一緒に納めていただきます。

接続工事は、町の排水設備指定工事店にお申し込みくだ

●工事費用の融資制度

さい。
（町へ登録していない工事業者に工事を依頼するこ

下水道の供用開始から３年以内に下水道接続工事をさ

とはできません。
）その際、工事内容や費用について十分

れる方で、町が協定を結んでいる金融機関から融資を受

な説明を受けるようにお願いします。

けた場合、その利子分を町が負担する制度があります。

※町の排水設備指定工事店について、不明なときは街づ

融資のあっ旋には要件がありますので、環境上下水道
課へお問合わせください。

くり推進課へお問い合わせください。
（ホームページ参
照）
●その他
道路上のマンホールからの悪臭や詰まりを発見した場
合は、街づくり推進課へご連絡ください。

TEL 0465 － 83 － 5111

日立化成メンテナンス（株）

（株）西原ネオ

街づくり推進課 TEL 84 － 0321

一般的な下水道使用料は、水道の使用水量等に基づい
神奈川県小田原保健福祉

上下水道の工事

環境上下水道課 TEL 84 － 0314

生活排水による汚濁から公共用水域の水質を改善し

飼えなくなった動物の相談
病気やケガをした

上下水道の利用

生活環境

生活環境

・申し込み （一社）神奈川県保健協会西湘支所

名

生活環境

◆神奈川県県西地域県政総合センター
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道路・水路の占用等
街づくり推進課 TEL 84 － 0321
●道路の占用
建築工事の仮設足場や上下水道管などの構造物を道路
に設置するときは、関係図面などを添えて、事前に街づ
くり推進課へ申請し、許可を受けてください。
●水路の占用
宅地への進入路確保のために水路の上に橋などを架け
るときは、関係図面などを添えて、事前に街づくり推進
課へ申請し、許可を受けてください。
※占用が許可されたときは、占用料を納めていただく場
合があります。
●境界確定
道路・水路・河川に隣接している土地の境界を確定し
たい場合は、街づくり推進課へ申請してください。なお、
境界立会いから確定までの費用は申請者負担となります。
また、境界が確定済みであるかなどを確認したい場合
も、街づくり推進課へお問い合わせください。

生活環境
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