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『子ども手当』 申請手続きと現況届
平成22年４月から「児童手当」が「子ども手当」に変わり、所得に関係なく、０歳〜中学校を卒業するま
での子ども１人につき月額13,000円の支給を６月より開始しています。
子ども手当を受給するには、申請手続きが必要です。また、申請手続きが不要な方でも現況届の提出が必
要です。詳しくは下記をご確認の上、提出をお願いします。

「申請手続き」について

「現況届」について

４月下旬に、町より申請書（青色・緑色・赤色の

４月下旬に、町より申請書（青色・緑色・赤色の

いずれか）を送付していますので、期限内に提出

いずれか）が送付されていない方は、申請手続きは

してください。

不要ですが、
「子ども手当現況届」
の提出が必要です。

【申請手続きが必要な方】
■平成22年３月まで児童手当を受給していなかっ
た方

ています。６月30日が提出期限となっていましたが、
まだ提出されていない方は、
早急に提出してください。

■現在、
中学２〜３年生の子どもを養育している方
【提出期限】

現況届は、５月末に町より対象となる方へ送付し

平成22年９月30日（木）

※提出期限を過ぎると、平成22年４月分〜申請
した月分までの手当は支給されません。

【現況届の提出が必要な方】
■平成22年３月まで児童手当を受給し、現在０歳〜
中学１年生の子どもを養育している方
※現況届を提出しないと、６月分以降の手当は支
給されません。

問 子育て健康課子育て支援班 ☎
（81）5546

倒産・解雇などで失業した方の国民健康保険税が軽減されます
倒産・解雇など一定の理由により失業した方の国民健康保険税の負担を軽減するため、平成22
年度から保険税軽減制度が実施されます。この制度により軽減を受けるには、申請が必要です。
対象者／

軽減期間／離職日の翌日から翌年度末までの期間

①雇用保険の特定受給資格者

※平成21年３月30日以前に離職された方は、本制

②雇用保険の特定理由離職者

度の対象となりません。平成21年３月31日〜平

※具体的には、雇用保険受給資格者証の離職理由

成22年３月30日までに離職された方は、平成22

が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」

年度分のみ軽減されます。届け出が遅れても、

に該当する方で離職時の年齢が65歳未満の方

さかのぼって軽減を受けることができます。

軽減額／
国民健康保険税は、前年の所得により算定され

申請場所／町民課保険年金班
申請に必要な物／

ますが、前年の給与所得を30/100とみなして算

・雇用保険受給資格者証

定します。

・国民健康保険被保険者証

・印鑑

問 町民課保険年金班 ☎
（81）
1114
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＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

育児相談
妊娠中のこと、育児に関する相談
を保健師・栄養士がお受けします。
時 ８月19日
（木）９：30～11：00
場 保健福祉センター３階集会室
対象／妊婦さんとその家族。就学前
の親と子。※相談のない方にも、交
流・仲間づくりの場として《わきあ
いひろば》を併設していますのでご
利用ください。
申 問 前日までに子育て健康課健康づ
くり班 （81）
5546へ。

健 康
３〜４か月・７か月児健康診査
時 ８月４日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター２階診察室・
集団指導室ほか
内容／内科健診、栄養・育児相談
対象／３～４か月児：平成22年３月
３日から５月４日生まれ
７か月児：平成21年12月・平成22年
１月生まれ
持ち物／母子健康手帳 申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

わかくさ会
第２回
健康づくりレクダンス
なつかしい歌、楽しい曲、リズム
にのって体を動かし、心身ともにリ
フレッシュしてみませんか。
時 ７月28日
（水）9：00～11：30
場 保健福祉センター3階集会室
内容／レクリエーションダンス、歌
講師／諏訪部淳子氏、武井光代氏
費用／無料
持ち物／飲み物、タオル ※運動の
できる服装でお越しください。
申 問 ７月25日
（日）
までに市川
（わか
くさ会） （81）
1398へ。

骨粗しょう症予防講座
骨の密度
（骨密度）
が減少すると骨
が弱くなります。骨密度が少ない状
態を骨粗しょう症といいますが、骨
折して初めて気づく方も少なくあり
ません。あなたの骨密度はいかがで
すか。
この機会に確認してみましょう。
時 ９月６日
（月）
９：30～11：30
13：30～15：30
場 保健福祉センター
□
内容／骨密度測定および結果説明、
予防に関する講話、個別相談
対象／町内在住の20～64歳までの方
費用／無料
定員／
各30名
（先着順） ※託児
を希望の方はお申し出ください。
申 問 ８月10日
（火）
までに子育て健康
課健康づくり班 （81）
5546へ。

幼児歯科教室・
幼児歯科健康診査
●共通事項
時 ８月11日
（水）
受付9：00～9：15
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
●幼児歯科教室
対象／1歳児
（平成21年７月・８月生まれ）
場 保健福祉センター３階集会室
内容／歯磨き指導、栄養・育児相談
●幼児歯科健康診査
対象／２歳児と２歳６か月児
（平成20年７月・８月生まれ）
（平成20年１月・２月生まれ）
場 保健福祉センター２階診察室・
集団指導室ほか
内容／歯科健診、歯磨き指導、
エプロンシアター
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

スポーツ
テニスコート
利用団体会議
９月から11月の土・日・祝祭日（ナ
イターは除く）にテニスコートを利
用する団体の仮予約を受け付けます。
利用を希望する団体は出席してくだ
さい。
※テニスコートを利用するためには、
毎年度「団体登録」が必要です。詳
しくは下記へお問い合わせください。
時 ８月４日
（水）19：00～
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
問 生涯学習課スポーツ班
（81）
3907

第10回自治会親善
パークゴルフ大会
男女を問わず幅広い年齢層の方が
気軽に楽しむことができるパークゴ
ルフ大会を次のとおり開催します。
時 ８月22日
（日） 小雨決行
※中止の場合は、7：30に防災無線で
放送します。
場 中央公園パークゴルフ場
参加方法／20歳以上の男女各２名計
４名で１チームとし、１自治会２チ
ーム以内とする。
費用／無料
申 各自治会で取りまとめ、参加申込
書を下記へ提出。
その他／組合せ、スタート時間は抽
選とさせていただきます。
問 生涯学習課スポーツ班
（81）
3907 FAX（81）
5145
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時 ＝日時

募 集
中井町職員の募集
募集職種と採用予定人員／
●一般事務職
２人程度
●土木技術職
１人程度
●保育職
１人程度
申 ９月６日
（月）～10日（金）の9：00
～17：00に受験者本人が提出書類を
直接下記へ持参。郵送や代理人によ
る提出は不可。申込書は総務課で配
布しており、郵送による請求もでき
ます。
（返信用封筒と送料が必要です）
１次試験／10月９日
（土）
２次試験／11月19日
（金）
採用年月日／平成23年４月１日
※その他詳細は「平成22年度中井町
職員採用試験案内」を確認の上、応
募してください。
問 総務課管理班 （81）
1111

場 ＝場所

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

育英奨学生の募集

夏休み高校生保育ボランティア

対象／平成22年７月現在、公・私立
高等学校在学者で、学業成績および
操行優良な方であって、経済的理由
により就学が困難な町内在住者。
募集人員／１～３年生各１名ずつ
申 ７月30日
（金）
までに教育課で配布
の奨学生願書と在籍校からの成績証
明書を提出してください。
注意事項／この奨学金を受けると、
特別な場合を除いて、母子福祉資金
の貸付けが受けられなくなります。
母子福祉資金については、
足柄上保健
福祉事務所生活福祉課 （83）
5111
へお問い合わせください。
その他／奨学生の採用は、育英奨学
生選考委員会により決定されます。
問 教育課庶務班 （81）
3906

時 ８月18日
（水）～24日（火）で参加

１市４町青少年交流キャンプ

可能な日の9：00～16：00
（※土・日を除く）
場 木之花保育園
対象／足柄上郡・秦野市・二宮町に
在住の高校生 定員／１日６名
主催／中井町社会福祉協議会
参加費／無料
その他／送迎と昼食の用意は町社会
福祉協議会で行います。
申 問 ７月30日
（金）までに、参加希
望日等を中井町社会福祉協議会
（81）
2261へ。

相 談
「スマイル出張相談」
〜障害のある方や
そのご家族の相談室〜

秦野市・二宮町・中井町・大井町・松
田町の小学生が、自然豊かな表丹沢
生活上の悩みや困っていること、
神奈川県医療通訳ボランティア
で合同キャンプを行います。共同生
各種制度や障害福祉サービスの利用
活を通じて市町間の交流を深め、楽
日本語を母語としない外国籍患者
に関することなど、さまざまな相談
しい思い出を作りましょう。
が安心して医療を受けられるよう、
をお受けします。
時 ８月24日
（火）
～25日
（水）
の
時 ８月３日
医療機関において通訳を行うボラン
（火）14：00～16：00
１泊２日
場 保健福祉センター２階集団指導室
ティアを募集します。
場 表丹沢野外活動センター
募集言語／ベトナム語、カンボジア
内容／「自立サポートセンター ス
マイル」の専門相談員による相談
語、ラオス語、タガログ語、タイ語、 （秦野市菩提2046－5）
定員／町内在住の小学４年～６年生
申 不要
ポルトガル語、スペイン語、中国語、
費用／無料 □
10名 ※先着順
問 福祉介護課福祉推進班
英語
費用／2,000円
（81）
5548
募集人員／60名
内容／表丹沢での夕食づくり、キャ
選考方法／応募者は研修の後、選考
ンプファイアー、フィールドアスレ
します。
健康相談
チック、中井中央公園でのパークゴ
申 ７月31日
（土）までにメールか郵
病気の予防や健康づくりに関する
ルフ対決等
送でMICかながわへ。応募用紙は下
申 生涯学習課で配布の申込書に必要
相談を保健師・栄養士がお受けします。
記ホームページまたは郵送により請
時 ８月18日
（水）９：30～11：30
事項を記入の上、
８月５日
（木）
までに
求できます。
（宛先を明記した返信用
場 保健福祉センター２階集団指導室ほか
直接下記へ。
（
※土
・
日
・
祝祭日を除く）
封筒と送料が必要です）
問 生涯学習課スポーツ班
申 問 前日までに子育て健康課健康づ
問 ＭＩＣかながわ 045
（314）
3368
（81）
3907
くり班 （81）
5546へ。
〒221－0835 横浜市神奈川区鶴
屋町3－30－1－503
広報７月１日号８ページ「平成22年度公共施設無料
広報７月１日号
チケット対象施設」の中で、備考欄に以下の誤りがあ
http://mickanagawa.web.fc2.com/
のお詫びと訂正
りました。お詫びして、
備
考
または
訂正します。
開成町
神奈川県国際課 045
（210）
3748
開成水辺スポーツ公園
パークゴルフ場
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（誤）※小学生は、中学生以上の
人が同伴してください。
※小学２年生以下は利用で
きません。

（正）

※小中学生は、高校生以上
の人が同伴してください。

時 ＝日時

場 ＝場所

申＝申し込み

＝ホームページアドレス

問 ＝問い合わせ

＝メールアドレス

講 座
フラダンス教室
ハワイアンの軽やかなリズムで踊
ってみませんか。年齢・性別を問わ
ず楽しんでいただけます。
時 ７月30日、８月６日・20日
いずれも金曜日10：00～11：30
場 井ノ口公民館講堂
定員／30名
申 問 ７月26日
（月）
までに井ノ口公民
館 （81）
3311へ。

囲碁教室
囲碁のルール、対局の始め方や陣
地の作り方を学びましょう。
時 ８月２日・３日・４日・５日

10：00～12：00
場 井ノ口公民館研修室
定員／20名 対象／児童・生徒・
一般 費用／無料
申 問 ７月28日
（水）
までに井ノ口公民
館 （81）
3311へ。

木工教室
木材を使って自由に工作し、道具
の大切さ・手づくりの楽しさを学び
ましょう。
時 ８月16日
（月）10：00～12：00
場 井ノ口公民館工芸室
定員／20名 費用／無料
申 問 ７月30日
（金）
までに井ノ口公民
館 （81）
3311へ。

畜産交流教室
大野山の自然に触れ、酪農・畜産
業への理解を深めましょう。
時 ８月18日
（水）

催 し
わくわく＆すくすくタイム
親子一緒に砂場で遊ぼう！
時 ７月23日
（金）
・29日
（木）

８月６日（金）
・20日（金）
・27日（金）
いずれも10：00～11：30雨天中止
場 井ノ口幼稚園
対象／町内在住の１歳半～３歳の子
どもとその保護者 持ち物／帽子、
着替え一式、タオル、水筒 申 不要
問 中井町子育て支援センター
（81）
3365

場 大野山乳牛育成牧場

行程／8：40公民館出発 ⇒ 8：55役場
駐車場出発 ⇒ 9：30～15：00体験 ⇒
15：50役場駐車場帰着 ⇒ 16：00公民
館帰着
定員／小学生以上20名 費用／無料
※小学１～３年生は保護者同伴
その他／昼食は各自持参
申 問 ８月６日
（金）
までに井ノ口公民
館 （81）
3311へ。

町 内 の 主 な 公 共 機 関
＊中井町役場
(81) 1111
＊井ノ口公民館
(81) 3311
＊子育て支援センター
(81) 3365
＊足柄消防組合中井分署
(81) 0858
＊中村駐在所
(81) 0228
＊井ノ口駐在所
(81) 0224

足柄上地域県政総合センター県民の声・相談室
＊県のしごと相談 (電話相談可)
月～金曜日8：30～12：00・13：00～17：15
＊法律相談 (電話相談不可)
木曜日13：00～16：00 (予約制)
＊交通事故相談(電話相談可)
第４金曜日9：00～12：00・13：00～16：00
＊暴力相談 (電話相談可)
火・水曜日9：00～12：00・13：00～16：00
(83) 5111 内線250

編集・発行／中井町役場企画課
〒259−0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
☎ 0465−81−1112 FAX 0465−81−1443

案 内
飲料水水質検査

結果

５月18日に実施した飲料水水質検
査の結果は、すべて水質基準に適合
していました。
詳細は、
町のホームペ
ージか下記へお問い合わせください。
問 上下水道課業務班 （81）
3903

南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)
＊悪徳商法等のご相談
月・火・水・金曜日 9：30～12：00・13：00～16:00
(71) 0163

休 日 急 患 の 診 療
＊足柄上地区休日急患診療所
日祭日 9：30～16：30
(83) 1800（開成町）

家庭ゴミの直接搬入 申込み・問合せ
＊足柄東部清掃組合
平日 9：00～11：00・13：00～16：00
第１・第３土曜日9：00～11：00 (祝日は休み)
(83) 1554（大井町）

kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
http://www.town.nakai.kanagawa.jp/

古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

