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全国防犯連合会表彰及び
松田警察署長感謝状

彰

全国社会福祉協議会
優良活動表彰

募

男女共同参画
シンボルマークの募集

松田警察署
防犯指導員副会長

社会福祉法人

久本

開成町社会福祉協議会

集

町では、町内の中小企業を経営
しているかたがたの資金融資を円

（円中）

法の制定１０周年を迎えることか

滑にし、その育成振興を図るため、

ら、多様性を尊重した「男女共同

開成町中小企業小口融資制度を設
けています。

長年にわたり地域の防犯活動に

参画」の新たなステージを象徴す
るような明るく躍動感あふれるシ

積極的に取り組まれた業績が認め

に貢献した功績が認められての受

ンボルマークを募集しています。

られ、全国社会福祉協議会会長か

賞となり、松田警察署長からも感

ら表彰されました。

謝状が贈呈されました。

募集内容

お知らせ
医療関係者のかたは届出を

けるためのシンボルマーク
募集期間
１２月２６日（金）必着

今年は「医師・歯科医師・薬剤

保育事業従事者に対する
厚生労働大臣表彰

師調査」および「業務従事者届」
の実施年です。
１２月３１日現在の状況の届出が
必要です。

社会福祉法人
はぐくみ福祉会
酒田保育園長
あきこ

露木 省子さん
（円中）
永年にわたり地域の総合的な保
育事業に積極的に従事し、その功

医師・歯科医師・薬剤師

所定の応募用紙で、電子メール
または郵送により提出してくださ
い。詳しくは

の「男女共同参

画シンボルマーク募集要項」をご

大原

５位

五ノ井定夫さん（下島）

克美さん（下島）

女子の部／
３位

加藤

和子さん（円中）

資格 町内に店舗または工場など

２００８年 少林寺拳法全国大会

件を満たすかた
以上同一事業を継続して営んで

日程 １１月２日（日）
場所 岡山県総合グラウンド

いること。
②町税の納税義務者であって、町
税を滞納していないこと。

結果
中学生団体の部

優秀賞

少林寺拳法連盟足柄支部

は就業地の届出先へ、従事してい

月に開催予定の公開選考会で入賞

その他

ないかたは住所地の届出先へ

作品（最優秀賞など）が表彰される

①１人以上の保証人が必要です。

下山 智也さん（金井島）

歯科衛生士・歯科技工士・保健

予定です。

②神奈川県信用保証協会の信用保

山室 陸さん（河原町）

師・助産師・看護師・准看護師

申

証が必要です。ただし保証料は

鳥越タケルさん（円中）

医療関係職に従事しているかた

内閣府男女共同参画局

１月１５日（用紙は各届出先で配

東京都千代田区永田町１－６－１

布）

☎０３－５２５３－２１１１
（代表）

届出先

☎０３－３５８１－２０２２
（直通）

県各保健福祉事務所、横浜市各

０３－３５８１－９５６６

区福祉保健センター、川崎市各

http://www.gender.go.jp/

区保健福祉センター、横須賀市

symbol/symbol_bosyu.html

県足柄上保健福祉事務所
管理企画課☎８３－５１１１内線４１４

人になっていないこと。

体育館（桃太郎アリーナ）

内閣府の選考後、平成２１年２

・相模原市・藤沢市の保健所
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優勝

医療関係職に従事しているかた

〒１００－８９１４

広報かいせい

７年以内

④この制度による資金融資の保証

総務課広報啓発係

以上従事されました。

８００万円以内

③返済能力があること。

届出期限

調査員として統計調査に１５年

５年以内

審査

は就業地の届出先へ

小松 美露さん
（下島）

第１
４回 パークゴルフ全国大会

男子の部／

・設備資金および運転設備併用資金

申請により町が負担します。

Eメール

ホームページアドレス

●統計かいせい
人口と世帯

11 月 1 日現在
（ ）内は前月比
16,225 人（20）
7,956 人（3）
8,269 人（17）
5,668 世帯（7）

◆人

口
男
女
◆世帯数

※平成 17 年国勢調査からの推計です。

・運転資金

覧ください。

厚生労働大臣から表彰されました。

みつゆ

☎８４－０３１７

スポーツ大会の結果

結果

①町内に１年以上居住し、かつ１年

績が特に顕著であると認められ、

平成20年度神奈川県
統計功績者表彰

19

応募方法

産業振興課

限度額および返済期間

を有する中小企業者で、次の要

どなたでも応募できます。

☎８２－２３９１

日程 １１月９日（日）

利率 ２.３％

応募資格

申さがみ信用金庫開成町支店

場所 水辺スポーツ公園

５００万円以内

男女共同参画推進を広く呼びか

喜之さん

開成町中小企業小口資金融資

内閣府男女共同参画局では、平

尽力され、安全で安心な街づくり

ファックス

さがみ信用金庫または

成２１年に男女共同参画社会基本

自治会福祉活動への支援を中心

藤沼

内

昌則さん

として福祉コミュニティづくりに

開成町
社会福祉協議会
会長

案

問 問い合わせ先
●

足柄支部の一員として開成町か
ら３人が出場
ともや

りく

安全データ
（

10 月分
）内は 1 月からの累計

◆交通事故件数 7 件（58）
死亡 0 人（0）
重傷 0 人（0）
軽傷 7 人（70）
◆火災発生件数 1 件
◆救急出動回数 37 件（376）
降 水 量 10月分（ ）内は昨年 8 月分
◆降水量 108.5 ｍｍ（109）
◆降雨日 8 日（8）
ご み の 量 10 月分（ ）内は昨年10月分
◆もえるごみの量 259ｔ
（270）

●納期 12 月 25 日（木）
・固定資産税（3 期）
・国民健康保険税（7 期）
・介護保険料（7 期）
・下水道受益負担金（3 期）
・し尿処理手数料（10,11 月分）
12 月 31 日（水）
・後期高齢者医療保険料（6 期）
※ただし、口座振替は 1 月 5 日（月）

●漏水当番

道路などで漏水を発見したら、
役場または次の指定業者に連絡
してください。

当番期間

漏水当番水道業者

12/1〜12/2 (有) 草柳設備

82-6323

12/3〜12/9 (有) 矢口水道工業

82-2656

12/10〜12/16 (有) コーユー

85-3108

12/17〜12/23 (有) 鈴木設備

36-1582

12/24〜12/27 (株) 西湘設備工業

82-9916

12/28

(株) 神成工業

74-0393

12/29

(株) キタムラ

82-0721

12/30

(有) 共和衛生工業

82-0030

12/31

(有) 草柳設備

82-6323

広報かいせい
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