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住んでみたいまち

住民活動保険制度を始めました

地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、地域の
連帯感が薄れてきているといわれています。一方で、
防犯、環境保全、子育て支援など地域活動の重要性
はますます大きくなってきています。
そこで、町では、町民の皆さんに安心して地域活
動を行っていただくため、4月から「住民活動保険
制度」を始めました。自治会や地域活動団体（※）、
ボランティア団体などが行う、清掃や福祉活動、交
流イベントなどで起こった事故について補償します。
●保険料は、町が全額負担します。
●町民の皆さんは事前の手続きは必要ありません。
事故などがあった場合に、ご相談ください。

◆補償金額

◆事故が起きた場合の手続き
補償限度額

まず、地域支援課へご連絡ください。書類の提

死亡・後遺症

250万円

出・審査後、保険会社から保険金が支払われます。

入院（１日につき）

3,500円

通院（１日につき）

2,000円

対

人

５千万円

対

物

１千万円

保険金の種類

傷

害

賠償責任

◆事故を未然に防ぐために
事故を未然に防ぐために、活動の前に次のことを
ご確認ください。
① 活動計画は十分に検討しましたか。
② 安全に活動できる場所ですか。

◆対象になる地域活動
自治会活動、地域活動団体、ボランティア団体の
活動など、営利を目的とせず、継続的な活動

○対象になる活動例
・地域清掃活動、地域防犯活動、交通安全運動

③ 活動に使う物品は点検しましたか。
④ 参加者の健康状態は確認しましたか。
⑤ 緊急時の対応は確認しましたか。

※地域活動団体
継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利

・社会福祉施設での活動、子育て支援活動

を目的としない任意団体で、「防犯」
「環境保全」

・資源回収、リサイクル活動

「子育て支援」などの活動をする団体のことを

・スポーツ普及教室の開催、文化活動

いいます。

×対象にならない活動例

詳細は、町ホームページをご覧ください。

・政治、宗教を目的とする活動
・親睦旅行など会員の親睦が目的の活動
・営利を目的とする活動
・職場の行事
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問 地域支援課協働推進班

（役場庁舎２階）

☎（81）3907

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

なかい里山農業体験参加者

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 ５月16日
（水）９：30～11：30
場 保健福祉センター２階診察室
申 問 前日までに健康課健康づくり班

（81）
5546へ。
自然豊かな里山で作物の栽培を通
じて、収穫の喜びと食の大切さを感
じていただきます。
時 ５月下旬～11月下旬
内容／種まきから栽培、収穫までを
体験。
（年３回～５回の作業を予定）
なお、収穫した作物は持ち帰るこ
とができます。
コース／ブロッコリー、さつまい
も、長ねぎ、ブルーベリー、みかん
コース／里芋、大根、落花生、さ
つまいも、ブルーベリー
コース／稲作、ブルーベリー
費用／2,000円（１家族）
定員／
コース35家族、
コース20家族
※都合により作物の変更あり。
※定員を超えた場合は抽選
参加資格／年３回以上の作業が可能な方
申 問 ４月20日
（金）
～５月10日
（木）
に環境経済課経済班 （81）
1115へ。

相 談
「スマイル出張相談」
〜障がいのある方や
そのご家族の相談室〜
生活上の悩みや困っていること、
各種制度や障がい福祉サービスの利
用に関する相談をお受けします。
時 ５月１日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室ＡＢ
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 福祉課福祉班 （81）
5548

講 座
子育て教室
講師を招いて、ママのための勉強
会を開催します。日ごろの悩みや不
安を解決するヒントを見つけましょ
う。
時 ４月19日
（木）10：00～11：30
場 農村環境改善センター１階和室

催 し
わくわく＆すくすくタイム
「ベビーマッサージ」
ベビーマッサージでママも赤ちゃ
んもリラックス。赤ちゃんと楽しく
触れ合い、コミュニケーションをと
りませんか。
時 ４月27日
（金）10：30～11：30
場 井ノ口幼稚園２階ホール
対象／町内在住の３カ月～10カ月児
（ハイハイ期くらいまで）
と保護者
定員／10組（先着順）
講師／井上 有紀 先生
（ベビーマッサージインストラクター）
費用／無料
申 問 ４月17日
（火）
から子育て支援セ
ンター （81）
3365へ。

内容／「子どもにもある五月病」
費用／無料
問 子育て応援オリーブ会 加藤
090
（2549）
9561

広報づくり教室
広報づくりの基本的な知識と技術
を習得するため、広報づくり教室を
開催します。
時 ５月14日
（月）13：30～16：00
※年２回（第２回は９月開催予定）
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
対象／広報づくりに興味のある方、
社会教育関係団体の広報担当者
講師／武 勝美 先生
費用／無料
申 問 ５月７日
（月）
までに
教育課社会教育班 （81）
3906へ。

ぐぅちょっぱっ劇場

カビ防止・油汚れ掃除教室

幼児向け、参加型の演劇鑑賞会を
親子一緒に楽しんでみませんか。
時 ５月12日
（土）14：30～15：30
場 井ノ口幼稚園２階ホール
内容／「あそびうたをあそぶ！」
「あお虫君の冒険」
対象／町内在住の０歳～５歳児と
保護者
定員／50組（先着順）
講師／あそび環境Museumアフタフ・
バーバン
費用／無料
申 問 ４月17日
（火）
から子育て支援セ
ンター （81）
3365へ。

カビ防止術を身につけて、梅雨に
備えませんか。D I Y アドバイザーが
身近なものを使って油汚れを落とす
実演なども行います。
時 ５月30日
（水）13：00～15：00
場 井ノ口公民館工芸室
定員／20人
講師／日本DIY協会
DIYアドバイザー神奈川
費用／無料
持ち物／エプロン、筆記用具
申 問 ５月18日
（金）
までに
井ノ口公民館 （81）
3311へ。
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時 ＝日時

案 内

場 ＝場所

役場の組織が変わりました

住民と行政の協働によるまちづくりを進展させ、スピーディーで町民の
方が利用しやすい組織とするために、４月より下記の業務の利用窓口を変
更しました。
業務内容
中央公園、
スポーツ施設の利用
障がい者福祉、
生活保護などの福祉
保育園、学童保育、
子ども手当、小児医療
費などの子育て支援
健康診査や母子保健
などの健康づくり
介護保険

3

新しい窓口
地域支援課
（81）3907
（庁舎２階）
福祉課
（81）5548
（保健福祉センター１階）
福祉課
（81）5548
（保健福祉センター１階）
健康課
（81）5546
（保健福祉センター１階）
健康課
（81）5546
（保健福祉センター１階）

旧窓口
生涯学習課
福祉介護課
子育て健康課
子育て健康課
福祉介護課

改正育児・介護休業法

小田原市立病院からのお知らせ

平成24年７月１日からすべての事
業所で改正育児・介護休業法が適用
となり、下記の改正内容について、
規定の整備が必要となります。詳し
くは厚生労働省のホームページをご
覧ください。
改正内容／
短時間勤務制度
３歳未満の子を養育する従業員
を対象とする、短時間勤務制度の
設置が必要となります。
所定外労働の制限
３歳未満の子を養育する従業員
が申し出た場合には、所定労働時
間を超えて労働させてはいけませ
ん。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護等
を行う労働者から申し出があった
場合、要介護者が１人であれば年
５日、２人以上であれば年10日
まで、介護休暇を取得できます。
問 神奈川県労働局雇用均等室
045
（211）
7380

初診または過去３カ月間に受診の
ない方が、下記の診療科で受診する
ときは、開業医などからの紹介状が
必要です。
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（要
内科、総合診療科、心身医療科
予約）
、耳鼻いんこう科、整形外科、
心臓血管外科（要予約）
また、紹介状がなくても受診でき
る科に、開業医などからの紹介状が
なく、初めて受診されるときには、
非紹介患者初診料（1,630円）がかか
ります。
問 小田原市立病院医事課
（34）
3175

募 集
食生活改善推進員
養成講座受講者
食生活改善の推進に必要な知識と
技術を習得する講座を開催します。
メタボリックシンドローム予防など
に着目した食事づくりを勉強しませ
んか。
時 ６月～平成25年１月（全13回）
と食生活改善推進団体活動１回

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

9：30～13：00
（調理実習なしの場合は12：00）
場 足柄上保健福祉事務所など
内容／栄養の基礎知識、調理の基本、
病気と食事、献立作成など
※詳細は下記へお問い合わせください。
対象者／継続的に出席可能な方。修
了後、食生活改善推進員として活動
意欲のある方
費用／年間4,000円程度
（テキスト代、
調理実習材料代）
申 問 ５月７日
（月）
までに健康課健康
づくり班 （81）
5546へ。

不用“鯉のぼり”の収集
ご家庭で不用になった鯉のぼりが
ありましたら、ぜひご提供ください。
中井ライオンズクラブでは、４月27
日
（金）
から５月６日
（日）
まで中央公
園で鯉のぼりを泳がせます。
申 ４月24日
（火）
までに中井郵便局
または、中井井ノ口郵便局へ。
問 中井ライオンズクラブ事務局
（81）
2221

身体の不自由な方と
ボランティアの登山会参加者
身体に障がいのある方とボランテ
ィアによる登山会を開催します。
時 ５月20日
（日） 日帰り
場 大平山（山中湖畔）
費用／ 身体障がい者 無料
支援ボランティア（一般）
5,000円、
（大学・高校生）
2,500円、
（中学生）
1,500円、
（小学生）
1,000円
申 問 ５月13日
（日）
までに
山岳集団ベルクラブ本部代表事務所
（23）
0416 FAX
（23）
6290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

健 康
１歳６カ月児健康診査
時 ５月９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・歯科健診、栄養・育児
・心理相談
対象／平成22年10月・11月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
問 健康課健康づくり班
（81）
5546

３歳児健康診査
時 ５月２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・歯科健診、栄養・育児
・心理相談、尿検査
対象／平成21年３月・４月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
その他／事前に健診のご案内と問診

票、検尿容器を郵送します。転入さ
れた方等で、健診日の２週間前まで
にご案内が届かない場合は、下記へ
お問い合わせください。
申 不要
問 健康課健康づくり班
（81）
5546

離乳食講習会
時 ５月23日
（水）9：30～12：00

受付9：15～9：30
場 保健福祉センター２階調理実習室

内容／栄養士による講義、調理実習
および試食
対象／３～８カ月児の保護者
持ち物／米1/2カップ、エプロン、
三角巾、母子健康手帳、
ベビースプーン
費用／400円
※託児あり
申 問 ５月16日
（水）
までに
健康課健康づくり班 （81）
5546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

スポーツ
第84回 中井町野球大会
時 ５月６日・13日・20日、６月３日

すべて日曜日
場 中井中央公園野球場および多目的
広場
参加資格／町内在住者または在勤者
で構成したチーム
抽選会／
時 ４月26日
（木）19：00～
場 農村環境改善センター研修室
申 新規登録希望チームは、
４月23日
（月）
までに下記へ。
問 中井町野球協会 井上剛
（81）
1115
（役場環境経済課内）

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
※木曜日は町環境経済課経済班 （81）
1115

県西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) ※予約制
木曜日13：00～16：00
＊交通事故相談 (電話相談不可) ※予約制
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
＊司法書士相談 (電話相談不可) ※予約制
第１・第３水曜日13：00～16：00
(83) 5111
※交通事故相談の予約は、神奈川県安全防災局
くらし安全交通課
045
（210）
3555

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

