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住んでみたいまち

中井町交通指導隊員の交代
５月９日（土）中井町交通指導隊の任免式が行われ
ました。

平成21・22年度の交通指導隊員は次の方々とな
りますので、よろしくお願いします。

交通指導隊は、保育園等での交通安全教室の開催、
朝の通学時間帯の街頭指導等のほか、祭典や町のい
ろいろな行事の交通警備を行い、日ごろから交通事
故の防止にご尽力いただいています。
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総務課 防災交通班 ☎（81）1111

もう手続きは終わりましたか？

定額給付金・子育て応援特別手当
申請期限は10月 5 日（月）までです！
現在、町では申請をされた順に審査し、４月28日から振込等を実施しています。
現時点で、すでに多くの方が申請されていますが、申請から受け取りまで、１か月程度期間を要
しますので、まだ申請をしていない方は、お早めに申請されますようお願いします。
なお、申請書がまだ届いていない、または紛失したなどの場合は、下記問い合わせ先まで連絡し
てください。

●定
問

額

給

付

金

企画課 ☎（81）1112

● 子育て応援特別手当
問

子育て健康課 ☎（81）5546

※定額給付金および子育て応援特別手当に関して、役場からご自宅へ電話連絡をすることは一切ありません。
振り込め詐欺にご注意ください。
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＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

「軽やか体操クラブ」
生活習慣病予防教室

ねたきり・認知症高齢者の
ご家族へ見舞金を給付

「多重リスク症候群」や「メタボリ
ック症候群」という言葉を耳にされ
たことはありませんか？これらの予
防には適度な運動等が効果的だとい
われています。健康普及員が皆さん
の健康維持・増進のため、体操教室
を開催します。ご一緒に楽しく体を
動かしてみませんか！

次の各事項に該当されるお年寄りを
常時介護している方（介護者）に見
舞金を給付します。
昭和19年９月15日以前に出生され
た方
平成20年９月15日以前から引きつ
づき町内に居住し在宅である方
次のいずれかに該当する方
◆平成21年１月１日以前からねたき
りの状態にある方（介護者なしで入
浴、食事、トイレ等日常生活を営む
ことができない状態にある方）
◆次のア・イの各１つ以上の状態に
該当する方
ア．認知症状態
（記憶障害・失見当）
イ．問題行動
（攻撃的行動・自傷行為・火の取
扱い・徘徊・失禁・不穏興奮・不
潔行為など）
見舞金／10,000円
申 ８月３日
（月）
までに地区の民生委
員へ直接。
※昨年見舞金を受けられた方は現況
届を送付しますので、ご記入の上、
８月３日
（月）
までに下記へ。
問 福祉介護課福祉推進班
（81）
5548

時 ７月11日
（土）13：30～15：00
場 保健福祉センター３階集会室

内容／体操、セラバンド、講話など
対象／町内にお住まいの20歳以上の方
費用／無料 その他／動きやすい服
装でおいでください。 申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

案 内
長寿夫妻に記念品を贈呈
結婚50年、60年、または70年を迎
えるご夫妻に長寿をお祝いして記念
品を贈ります。平成20年９月15日以
前から町内に居住し、住民基本台帳
に登録されているご夫妻で、次に該
当される方はお申し込みください。
結婚50年（昭和33年９月16日か
ら昭和34年９月15日までに結婚さ
れたご夫妻）
結婚60年（昭和23年９月16日か
ら昭和24年９月15日までに結婚さ
れたご夫妻）
結婚70年（昭和13年９月16日か
ら昭和14年９月15日までに結婚さ
れたご夫妻）
結婚50年、60年、または70年を
経過し、まだ記念品の交付を受けて
いないご夫妻
申 ８月３日
（月）
までに地区の民生
委員へ直接。
問 福祉介護課福祉推進班
（81）
5548

雇用保険制度が
変わりました！
厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用
保険制度のセーフティネット機能お
よび失業された方に対する再就職支
援機能を強化するため、平成21年３
月31日に雇用保険制度が改正されま
した。主な改正内容は次のとおりで
す。
雇用保険制度の適用範囲の拡大
雇止めとなった非正規労働者に対
する基本手当の受給資格要件の緩和
と所定給付日数の拡充
再就職が困難な方に対する給付日

数の延長
再就職手当の給付率引き上げおよ
び支給要件の緩和
常用就職支度手当の給付率引き上
げおよび支給対象者の拡大
育児休業給付の統合と給付率引き
上げ措置の延長
雇用保険料率の引き下げ
詳しくは下記の厚生労働省ホームペ
ージをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/
koyou/koyouhoken.html
問 ハローワーク松田 （82）
8609

合併処理浄化槽を
お使いの皆さまへ
ご自宅の浄化槽はちゃんと働いてい
ますか？保守点検、清掃、法定検査
は浄化槽法で義務付けられています。
適正な管理をして、私たちの住む環
境をきれいに保ちましょう。
◆保守点検／浄化槽の点検を行いま
す。一般家庭では年３～４回の実施
となっており、知事の登録業者が行
います。登録業者については下記へ
お問い合わせください。
問 足柄上保健所 （83）
5111
◆清掃／浄化槽にたまった汚泥の引
き抜きと洗浄を行います。一般家庭
では年１～２回の実施となっており、
清掃業者は町の許可業者が行います。
問（有）
共和衛生工業 （82）
0030
◆法定検査／浄化槽が正常に機能し
ているかの総合的な検査を行います。
また、浄化槽法の改正により、法定
検査を実施しない場合の罰則が強化
されました。法定検査は知事指定浄
化槽検査機関が行います。
問 神奈川保健協会
0463
（73）
0511
環境経済課環境班 （81）
1115
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時 ＝日時

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〜

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 ７月７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
時 ７月15日
（水）９：30～11：30
場 保健福祉センター２階集団指導室

内容／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。
申 問 前日までに子育て健康課健康づ
くり班 （81）
5546へ。

講 座
陶芸教室
食器など思い思いの陶器を作ってみ
ませんか！
時 ７月17日・31日、８月７日・21日、
９月４日
すべて金曜日 13：30～15：30
場 井ノ口公民館工芸室
定員／10名 材料費／500円
申 問 ７月10日
（金）までに井ノ口公
民館 （81）
3311へ。
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場 ＝場所

スポーツ
自治会親善
ソフトバレーボール大会

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

３歳児健康診査
時 ７月１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・歯科健診、栄養・育児
町では生涯スポーツの振興を目的に、 ・心理相談、尿検査
対象／平成18年５月・６月生まれ
「ソフトバレーボール」の普及を行
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
っています。柔らかいゴムボールを
申 不要
使用しますので、動きも遅く気軽に
※事前に健診のご案内と問診票、検
楽しめます。ふるってご参加くださ
尿容器を郵送します。転入された方
い。
時 ７月５日
（日）受付8：30～
等ご案内が健診日の２週間前までに
開会式9：00～ 試合開始9：30～
届かない場合は、下記へお問い合わ
場 中村・井ノ口小学校体育館
せください。
問 子育て健康課健康づくり班
参加資格／20歳以上の男女で町内在
（81）
5546
住、在勤者 チーム構成／１自治会
２チーム以内、１チーム男女各２名
以上、計８名以内で編成。
３歳児親子セミナー
申 各自治会のスポーツ振興員へ直接。
時 ６月29日、７月６日・13日
≪ 講 習 会 ≫
大会に先がけ、ルール説明・サーブ
すべて月曜日10：00～11：30
練習・試合形式の練習等を行う講習
（受付時間9：30～）
場 保健福祉センター３階集会室
会を実施します。どなたでも参加で
内容／親子遊び、生活についてのお
きますので、お気軽に最寄りの会場
話（３日間違う内容を行います）
へお越しください。
時 ６月27日
（土）19：00～21：00
対象／平成18年４月～９月生まれの
場 中村・井ノ口小学校体育館
お子さんと保護者の方 費用／無料
指導／中井町体育指導委員
持ち物／麦茶等飲み物、タオル
申 問 ６月19日
（金）
までに子育て健康
持ち物／室内用シューズ、タオル等
問 生涯学習課スポーツ班
課健康づくり班 （81）
5546へ。
（81）
3907
※事前に、対象の方にはご案内を郵
送してあります。転入された方等で
ご案内が届かない場合は、上記へお
問い合わせください。

健 康

離乳食講習会
時 ７月22日
（水）9：30～12：30

受付9：15～9：30
場 保健福祉センター２階調理実習室

内容／講義、調理実習および会食
対象／3～８か月児
持ち物／米1/2カップ、エプロン、
三角巾、母子健康手帳
費用／400円
申 問 ７月15日
（水）
までに子育て健
康課健康づくり班 （81）
5546へ。

１歳６か月児健康診査
時 ７月８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・歯科健診、栄養・育児
・心理相談 対象／平成19年12月・
平成20年１月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

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

行事名と参加者全員の氏名・住所・
年齢・電話番号を記入し、下記へ。
※応募者多数の場合は抽選となります。
問 神奈川県立丹沢湖ビジターセンター
のんびり・じっくり、そんな登山を
中井町青少年育成のつどい
〒258－0202山北町玄倉515
はじめませんか？自然観察をしなが
（78）
3888 FAX
（78）
3777
ら、草原の広がる大野山に登ります。
地域ぐるみで心豊かな青少年の育成
大野山は「関東の富士見100景」に
をめざしましょう。
時 ７月４日
（土）13：00～15：30
も選ばれ、山頂から丹沢山地や相模
木之花ふれあい祭り
場 農村環境改善センター１階多目的
湾を望む360
ホール
バザーやゲームなど楽しい催しがい
度の展望は必
演題／「地域のつながりの大切さ」
っぱいですので、皆さまお誘い合わ
見です。
ひろなかくにみつ
せの上、ぜひお越しください。
講師／廣 中 邦 充 氏
時 ７月４日
（土）11：30～雨天決行
講師プロフィール／1950年岡崎市に
場 木之花保育園
生まれ、大正大学卒業後、塾、会社経
営を経て、
1990年に浄土宗西居院第21
時 ７月４日
内容／模擬店とゲーム（カレー、綿
（土）9：00～16：00
代住職となられました。現在、非行少
菓子、フランクフルト、パン、チョ
※約3.5時間のコースを、１日かけて
年や引きこもりの子どもたちを無償で
コバナナ、ジュース、かき氷、輪投
ゆっくりと歩きます。
自宅に預かり、社会復帰させる活動が
場
げ、ヨーヨー、パターゴルフ、ペッ
大野山（標高723.1m）
テレビや雑誌でも紹介され、
「平成の駆
け込み寺」として注目を集めています。 対象／小学生以上20名
トボトルボーリング、お菓子すくい、
申 不要
※託児を希望される方は
宝石すくい）
、
生花・不用品・手作り
参加費／1人1000円
６月29日
（月）
までに電話で下記へ。
品販売など
主催／県立丹沢湖ビジターセンター
問 生涯学習課生涯学習班
問 木之花保育園 （81）
申 ６月27日
（土）までに往復ハガキ
0243
（81）
3907
またはFAX（返信用FAX番号明記）に

催 し

のんびり山歩き
「大野山へ登ろう」

町 内 の 主 な 公 共 機 関
＊中井町役場
＊井ノ口公民館

(81) 1111
(81) 3365

＊足柄消防組合中井分署
＊中村駐在所
＊井ノ口駐在所

＊悪徳商法等のご相談

(81) 3311

＊子育て支援センター

南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)
月・火・水・金曜日 9：30～12：00・13：00～16:00
(71) 0163

(81) 0858

(81) 0228
(81) 0224

休 日 急 患 の 診 療
＊足柄上地区休日急患診療所

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)

日祭日 9：30～16：30
(83) 1800（開成町）

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１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

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）

(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

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

