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十文字橋復旧プロジェクトチーム

平成１９年９月の被災直後から調
査・設計、関係機関との調整等に
精力的に従事し、十文字橋の早期
復旧への貢献が大きかったことに
対して神奈川県知事から表彰され
ました。

神奈川県内広域水道企業団では、
酒匂川水系の水質事故を防止し、
水質保全を図るため、酒匂川水系
流域に居住する皆さんに酒匂川お
よびその支川・水路などの水質異
常に関する情報を提供していただ
く水源監視モニターを募集します。

応募資格 小田原市、南足柄市、
大井町、松田町、山北町および
開成町の酒匂川水系流域に在住
する満２０歳以上のかた

募集人数 ３０人（選考）
任期 ４月１日～平成２３年３月

３１日の２年間
活動内容

ぜき

�飯泉取水堰より上流の河川、
用水路などを週２～３回、昼
間に１時間程度巡視し、水質
異常があった場合の通報

�巡視記録の報告（３か月に１
回）

�モニター会議３回および施設
見学会１回への参加

謝礼 年間６，０００円、その他モニ
ター会議および施設見学会の参
加のかたに交通費相当として１
回１，０００円

応募方法

応募用紙（神奈川県内広域水
道企業団ホームページからダウ
ンロード可。上下水道課でも配
布）に住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、職業、巡視できる区
域、応募の動機など必要事項を
記入し、２月２７日（金）までに郵
便、ＦＡＸまたは電子メールで
申し込み
※選考結果は、３月３１日（火）まで
に応募者全員に通知します。
�申●問神奈川県内広域水道企業団飯

泉取水管理事務所
〒２５０‐０８６３ 小田原市飯泉８８４
�４８－１８４９
FAX ４８－３２３５
iizumi‐suishitsu@kwsa.or.jp
http : //www.kwsa.or.jp/

総務省では、電気通信サービス
のご意見、ご要望を行政に反映さ
せるため、平成２１年度電気通信サ
ービスモニターを募集します。

対象 電話、インターネットなど
の電気通信サービスに関心のあ
る満２０歳以上のかた（ただし、
総務省および電気通信事業者に
勤務経験のあるかたとその家族
は除く）
内容

・アンケート調査への回答（年
２回・全員）
・会議への出席（年１回・別途）

期間 ６月１日から１０か月間
謝礼 お支払いします。

募集人数 １５０人
応募方法

３月２日（月）から４月３日（金）
までに、郵便番号、住所、電話
番号、氏名（ふりがな）、性別、
年齢、職業、応募の動機、メー
ルアドレス（任意）を記入して、
はがき、封書、ＦＡＸまたは電
子メールで応募
選考結果の連絡

採用者には５月末までに委嘱
状を送付します。なお、採用さ
れなかったかたへの通知は行い
ません。
�申●問総務省関東総合通信局

電気通信事業課モニター担当
〒１０２‐８７９５ 東京都千代田区
九段南一丁目２番１号
九段第３合同庁舎２３階
�０３－６２３８－１６７６
FAX ０３－６２３８－１６９８
monitor－kanto@rbt.
soumu.go.jp

町民が国内で起こった交通事故
で死亡、入院をした場合、開成町
交通災害見舞金条例により見舞金
を支給します。

対象 被害当時、開成町に住所を
有し、次に該当するかた、また
はその遺族
�交通事故で死亡したとき（事
故発生後３０日以内の当該事故
を原因とする死亡を含む）
�交通事故で傷害を受け治療の
ため入院したとき

支給額

�死亡 １００，０００円
�入院１日につき３，０００円
（入院１５日を限度）

請求方法

環境防災課にある申請書に交
通事故証明書（自動車安全セン
ター発行）と死亡診断書（死亡
見舞金の場合）、入院証明書（傷
害見舞金の場合）を添えて提出

※交通事故発生から１年を経過し
ている場合は請求できません。

�申●問環境防災課 �８４－０３１４

神奈川県では、体外受精および
顕微授精（特定不妊治療）による
不妊治療を受けられた夫婦に対し、
治療費の助成を行っています。治
療終了後、お早めに居住地を所管
する県保健福祉事務所（開成町に
居住のかたは足柄上保健福祉事務
所）へ申請してください。

対象 県内（横浜・川崎・横須賀
・相模原市を除く）に居住し、
夫婦合算の平成１９年度分の所得
が７３０万円未満で、県指定の医
療機関で平成２０年４月～２１年３
月に特定不妊治療による不妊治
療を受けたかた

申請期限 ３月３１日（火）まで（た
だし、２月・３月に治療を終了
したかたは、５月末までに申請
期限を延長します）

助成額

１回の治療につき１０万円を上限
とし、１年度あたり２回まで支
給。（通算５年度まで）

●問神奈川県健康増進課
�０４５－２１０－４７８６

恩給欠格者、戦後強制抑留者、
外地などからの引揚者のご本人に
内閣総理大臣名の「特別慰労品」
を贈呈しています。
過去に内閣総理大臣名の書状な

どを受けたかた、書状を受ける資
格があったにもかかわらず、請求
されていないかたも対象です。未
請求のかたは早急に申請してくだ
さい。
・ご遺族のかたは対象になりません。
・引揚者は、終戦の日まで引き続
き１年以上外地で生活していて
戦後引き揚げてきた家族全員が
対象です。

請求期限 ３月３１日（火）まで（申
請用紙は福祉課にあります）

�申●問独立行政法人
平和祈念事業特別基金

〒１６２‐８６７２ 東京都新宿区
若松町１９‐１
�０１２０－２３４－９３３
http : //www.heiwa.go.jp

日程 １月３日（土）
場所 南足柄市、足柄上郡内
結果 優 勝 南足柄市

準優勝 大井町Ａ
３ 位 中井町
４ 位 山北町
５ 位 松田町
６ 位 開成町
７ 位 大井町Ｂ

神奈川県（県土整備部・松田土木事務
所）、松田町、開成町の職員１３人で構成

●統計かいせい
人口と世帯 １月１日現在

（ ）内は前月比
◆人 口 １６，２３４人（△１１）

男 ７，９６１人（△７）
女 ８，２７３人（△４）

◆世帯数 ５，６６７世帯（△９）
※平成１７年国勢調査からの推計です。

安全データ １２月分
（ ）内は１月からの累計

◆交通事故件数 ７件（７０）
死亡０人（０）
重傷０人（３）
軽傷８人（８５）

◆火災発生件数 ０件
◆救急出動回数 ４０件（４５９）

降 水 量 １２月分
（ ）内は昨年１２月分

◆降水量 ５７�（１１０）
◆降雨日 ６日（７）

ご み の 量 １２月分
（ ）内は昨年１２月分

◆もえるごみの量２８９ｔ（２７７）

●納期３月２日（月）
・固定資産税（４期）
・国民健康保険税（９期）
・介護保険料（９期）
・し尿処理手数料（１２、１月分）
・後期高齢者医療保険料（８期）
※毎月納付以外のものを記載しています。

●漏水当番

当番期間 漏水当番水道業者

２／１～２／３ �矢口水道工業 �８２‐２６５６

２／４～２／１０ �コーユー �８５‐３１０８

２／１１～２／１７ �鈴木設備 �３６‐１５８２

２／１８～２／２４ �西湘設備工業 �８２‐９９１６

２／２５～３／３ �神成工業 �７４‐０３９３

恩給欠格者、戦後強制抑留者、
引揚者の皆さんへ表 彰

県知事表彰

平成２０年度神奈川県特定不妊治
療費助成事業（申請期限の延長）

募 集

酒匂川水系水源監視モニター
募集

案 内
電気通信サービスモニター募集

開成町交通災害見舞金制度

スポーツ大会の結果

第６３回足柄上地区一周駅伝競走大会
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