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水と緑、人がきらめく

生 活 交 通

に関するアンケートへご協力ください
2

町では、公共交通の現状や今後のあり方につ
いて、広く意見を伺うためアンケート調査を実
施します。
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No. 598

住んでみたいまち

企業（就業者）アンケート

町内の企業に就業している方を対象に、公共交通
の利用状況や交通行動、今後の利用動向などを把握
します。

町民アンケート

3

町民の皆さんの公共交通の利用状況や交通行動、
今後の利用動向などを把握するため、15歳以上の
方から1,000人を無作為に抽出して実施します。
※９月26日（月）までに同封の返信用封筒に入れて
投函してください。

企業（事業所）アンケート

就業者用駐車場や就業者用送迎バスの有無など企
業の対応状況を把握します。企業アンケートは町内
の企業から15社程度を選定し、１社あたり50〜
100人の方を対象に実施します。
※９月30日（金）までに就業者アンケートと事業所
アンケートを取りまとめの上、返信用封筒にて
ご返送くださるか下記へご連絡ください。

※回答いただいた内容については、統計的に処理し、調査
以外の目的で使用することはありません。対象者にはす
でに郵送でお送りしていますので、調査にご協力をお願
いします。詳細またはご不明な点については町ホームペ
ージをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
問 企画課政策班 ☎
（81）1112

時 ＝日時

催 し
第47回足柄上地区交通安全
総ぐるみ推進大会
街頭キャンペーン
交通事故から子どもやお年寄りを
守るために、また一人ひとりが交通
安全について考え、交通ルールの順
守と交通マナーの向上に取り組むた
めに、秋の全国交通安全運動期間中
に街頭キャンペーンを行います。
時 ９月30日
（金）15：10～16：00
※雨天決行。
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場 ＝場所

啓発物品がなくなりしだい終了。
場 スリーエフ中井店

ファミリーマート中井井ノ口店
※啓発物品
（ファイルケース等）
を配
布します。また同日に足柄上地域
で交通パレードも行います。
問 総務課防災交通班 （81）
1111

募 集
町民文化祭作品
11月５日（土）～６日（日）に行う
「第37回町民文化祭」に、あなたの

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

作品を展示しませんか？
町内在住か在勤であれば、どなた
でも出品できます。団体
（サークル）
、
個人単位で受け付けますので、ぜひ
お申し込みください。
申 ９月15日
（木）
から、農村環境改善
センター、井ノ口公民館窓口で配布
の所定の申込用紙に、必要事項を記
入の上、10月14日
（金）
までに下記へ。
※詳細については、申込用紙に添付
の要項をご覧ください。
問 生涯学習課生涯学習班
（81）
3907

＝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 10月20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」を併設します。
申 問 前日までに子育て健康課健康づ
くり班 （81）
5546へ。

費用／無料
申 問 ９月26日
（月）
までに下記ホーム
ページまたは電話にて
ASHIGARAアートプロジェクト
推進室 045
（664）
3731へ。
http://ashigarart.jp/

肝臓疾患講演会
時 10月４日
（火）14：00～16：00
場 小田原合同庁舎３階ＥＦ会議室

内容／Ｂ型・Ｃ型肝炎の最新治療に
ついて
講師／加川 建弘 先生（東海大学医
学部付属病院消化器内科）
対象／Ｂ・Ｃ型肝炎治療者とその家
族、地域住民
統合失調症を知ろう
費用／無料
〜病気の症状・経過について〜
申 問 電話またはFAXで、
足柄上保健福祉事務所保健予防課
精神障害者についての理解を深め、
（83）
5111 内線433
精神障害者の社会復帰、地域生活へ
FAX
（82）
8408へ｡
の支援・協力の促進を目的にセミナ
ーを開催します。
アルコール依存症で
時 ９月22日
（木）14：00～16：00
困っているご家族へ
場 足柄上合同庁舎２階大会議室
〜家族みんなで回復しよう〜
講師／精神科医 春日 武彦 先生
（成仁病院顧問）
アルコール依存症は、飲酒問題の
主催／足柄上地区１市５町、
ある人の健康や生活に支障をきたす
足柄上保健福祉事務所
だけでなく、ご家族や周囲の人も巻
費用／無料
き込んでしまいます。
申 問 福祉介護課福祉推進班
しかし、断酒することにより回復
（81）
5548
できる病気です。病気との付き合い
足柄上保健福祉事務所保健予防課
方や回復方法について、一緒に考え
（83）
5111 内線433
てみましょう！

催 し

時 10月４日
（火）19：00～21：00

ASHIGARAアートプロジェクト
ワークショップ
【プロジェクトづくり
～アート×地域を考える】
平成24年２～３月に開催される
ASHIGARAアートフェスティバルの
企画を考えます。
時 10月１日
（土）13：00～17：00（予定）
場 開成町福祉会館多目的ホール
定員／100人
主催／神奈川県足柄上地域県政総合
センター

場 足柄上合同庁舎２階大会議室

講師／稗田 里香 先生（東海大学健
康科学部社会福祉学科）
主催／足柄上保健福祉事務所、
西湘断酒新生会
申 不要
費用／無料
問 足柄上保健福祉事務所保健予防課
福田・佐藤
（83）
5111 内線432・433

野鳥観察会
カサスゲの会では、中村地区の野

鳥観察会を開催します。
時 10月８日
（土）9：00～12：00
集合8：50 ※小雨決行
場 役場駐車場 ※雨天時は農村環境
改善センター研修室
講師／斎木 邦弘 先生
（日本野鳥の会会員、
探鳥歴27年）
定員／20人
持ち物／双眼鏡、
「中井の野鳥」の本
（お持ちの方）
、
帽子、
飲み物、
筆記用具
申 10月３日
（月）
までにカサスゲの会
広瀬美恵子 （81）
2092へ。
問 生涯学習課生涯学習班
（81）
3907

井ノ口幼稚園運動会
平成24年度に入園予定のお子さん
（平成19年４月２日～平成20年４月
１日生まれ 先着40人）
を対象とした
競技「ちびっこよ～いどん！」や小
学生が参加できる競技も行います。
（先着50人、参加者多数の場合は低
学年を優先）
時 10月８日
（土）9：30～
（10：00ころから競技開始予定です
が、お早めにお越しください。
）
※雨天の場合は、９日
（日）
場 井ノ口小学校校庭（入退場門に集
合）※９日が雨天の場合は、体育館
で行います。
（上履き持参）
問 井ノ口幼稚園 （81）
0213

西湘地区
障害者就職面接会
就職を希望する障害者の方と企業
の面接会を開催します。
時 10月14日
（金）13：00～16：00
（開場12：30）
場 平塚総合体育館
（平塚市大原1－1）
持ち物／障害者手帳（身体障害者手
帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳）のコピー、履歴書（複数）
費用／無料
申 問 10月５日
（水）
までに
松田公共職業安定所求人・専門
援助部門 （82）
8609へ。
広報なかい 2011.9.15
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時 ＝日時

健 康
健康づくり健康診査
35〜39歳の方

あああ
時 10月26日
（水）
・27日
（木）午前
場 保健福祉センター
内容／問診、身体計測、診察、尿検
査、血液検査、心電図検査など
自己負担額／800円
持ち物／健康診査票
申 問 9月30日
（金）
までに子育て健康
課健康づくり班 （81）
5546へ。

特定健康診査
健康づくり健康診査
【共通事項】
対象／ 国民健康保険被保険者で
40～74歳の方
75歳以上の方
持ち物／
町が発行した受診券、
健康診査票、保険証
≪個別健診≫
指定医療機関／
足柄上郡、南足柄市、
小田原市、秦野市、二宮町、平塚市
内の健診実施医療機関
健診期限／二宮町内の医療機関は
10月31日までです。
他の市町の医療機関は24年３月31日
まで。（ の方が小田原市内の医療
機関で受診する場合は24年２月29日
まで。
）
自己負担額／ の方は1,500円、
の方は無料
≪集団健診≫
時 10月26日
（水）
・27日
（木）午前
場 保健福祉センター
自己負担額／ の方は800円、
の方は無料
申 問 集団健診を希望する方は９月30
日
（金）
までに子育て健康課健康づく
り班 （81）
5546へ。
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場 ＝場所

３〜４カ月・７カ月児健康診査
時 10月５日
（水）受付13：00～13：15
場 保健福祉センター２階診察室ほか

内容／内科健診、栄養・育児相談
対象／３～４カ月児：平成23年５月
４日～７月５日生まれ ７カ月児：
平成23年２月・３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

幼児歯科教室・健康診査
【共通事項】
時 10月12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22年９月・10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カ月児
（平成21年９月・10月生まれ）
（平成21年３月・４月生まれ）
場 保健福祉センター２階診察室ほか
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

母親父親教室
時 10月６日・13日・20日・27日

すべて木曜日
受付13：15～13：30
（※４日間のコースですが、１日だ
けの受講も可能です。
）
場 保健福祉センター３階集会室ほか
内容／妊娠、出産、育児などについ
ての講義と実技
対象／妊婦さんとその家族
持ち物／母子健康手帳、
筆記用具など

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

その他／託児をご希望の方は、申し
込み時にお知らせください。
申 問 ９月29日
（木）
までに子育て健康
課健康づくり班 （81）
5546へ。

相 談
子育て相談室
子育てについての悩みや不安はあ
りませんか。言葉の発達や子育ての
相談を長年されてきた、東方郁子先
生に相談してみませんか。
時 10月４日
（火）9：30～
場 中井町子育て支援センター
対象／町内在住の子育て中の親
費用／無料
申 問 9月20日
（火）
より子育て支援セ
ンター （81）
3365へ。

「スマイル出張相談」
〜障害のある方や
そのご家族の相談室〜
生活上の悩みや困っていること、
各種制度や障害福祉サービスの利用
に関する相談をお受けします。
時 10月４日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
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
費用／無料
申 不要
問 福祉介護課福祉推進班
（81）
5548

健康相談
病気の予防や健康づくりに関する
相談を保健師・栄養士がお受けしま
す。
時 10月19日
（水）９：30～11：30
場 保健福祉センター２階診察室
申 問 前日までに子育て健康課健康づ
くり班 （81）
5546へ。

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
時 10月22日
（土）8：00～

案 内
中井中学校資源回収

※雨天決行
回収品目／ アルミ缶 ビン類
（茶
色のビール瓶のみ）※一升瓶は回収
しません。 紙類（新聞紙、
雑誌、
段
ボール、
牛乳パック）
回収方法／PTAの地区委員が、地区
ごとに物品を集め、井ノ口小学校駐
車場に搬入します。回収方法につい
ては地区ごとに異なりますので、詳
しくはPTAからの回覧をご覧くださ
い。
問 井ノ口小学校 （81）
1123

中井中学校PTAでは、次のとおり
資源回収を実施します。地域の皆さ
まのご協力をお願いします。
時 10月１日
（土）8：30～10：00
※雨天決行
回収品目／ アルミ缶
紙類（新
聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック）
回収方法／PTAの地区委員が、地区
ごとに物品を集め、中央公園駐車場
に搬入します。回収方法については
県民スポーツ週間
地区ごとに異なりますので、詳しく
はＰＴＡからの回覧をご覧ください。
10月１日（土）～16日（日）は県民
問 中井中学校 （81）
0226
スポーツ週間です。皆さんが体力や
年齢に応じて運動やスポーツに親し
み、健康で明るい生活を送ることが
井ノ口小学校資源回収
できるよう、また運動やスポーツに
井ノ口小学校PTAでは、次のとお
親しむきっかけづくりとすることを
り資源回収を実施します。地域の皆
目的に、体育の日のおおむね前後１
さまのご協力をお願いします。
週間を「県民スポーツ週間」として

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遣所
(81) 0858
＊中村駐在所
(81) 0228
＊井ノ口駐在所
(81) 0224

休 日 急 患 の 診 療
＊足柄上地区休日急患診療所
日曜日・祝日 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）

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

います。
期間中は、県主催による中央イベ
ントが県立体育センター等で開催さ
れるほか、町でも「県民スポーツ週
間」関連事業に位置付けた「第４回
なかいスポ・レク祭」
を10月２日
（日）
に行います。ぜひこの機会に運動や
スポーツを楽しんでみませんか？
※県行事についての詳細は、県ホー
ムページをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/
f6135/
問 生涯学習課スポーツ班
（81）
3907

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

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8：30～13：00・14：00～17：15
＊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9：00～13：00・14：00～16：00
＊暴力相談 (電話相談可)
火・水曜日9：00～13：00・14：00～16：00
＊司法書士相談 (電話相談不可)
第１・第３水曜日13：00～16：00 (予約制)
(83) 5111 内線250

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

