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住んでみたいまち

なかいこども園・木之花保育園の園児募集
なかいこども園および木之花保育園の
平成28年４月入園児を募集します。入園
申込みにあたっては、入園手続きとあわ
せて、保育利用の「認定」を受けるための
手続きを行っていただく必要があります。

問合せ先
・なかいこども園（１号認定）の入園
に関すること
なかいこども園
☎（81）1128
・なかいこども園（２・３号認定）の
入園に関すること、保育園の入園
一般に関すること
福祉課子育て支援班 ☎
（81）5548
・木之花保育園の入園に関すること
木之花保育園
☎（81）0243

定

員

なかいこども園
１号認定

２・３号認定

木之花保育園

０歳児保育 平成27年４月２日〜平成27年10月１日生まれ

6人

6人

１歳児保育 平成26年４月２日〜平成27年４月１日生まれ

15人

11人

２歳児保育 平成25年４月２日〜平成26年４月１日生まれ

18人

18人

３歳児保育 平成24年４月２日〜平成25年４月１日生まれ

20人

20人

25人

４歳児保育 平成23年４月２日〜平成24年４月１日生まれ

25人

25人

30人

５歳児保育 平成22年４月２日〜平成23年４月１日生まれ

25人

25人

30人

※定員は在園児を含めた人数であり、募集する入園児の数とは異なります。

支給認定の種類
支給認定区分

利用できる主な施設

１号認定

満３歳以上の就学前の子ども（２号認定を除く）

認定こども園（※１）、幼稚園（※２）

２号認定

満３歳以上で保護者の労働や疾病などにより、保育
を必要とする子ども

認定こども園、保育所（※３）

３号認定

満３歳未満で保護者の労働や疾病などにより、保育
を必要とする子ども

認定こども園、保育所

※１
※２
※３
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対象となる子ども

０〜５歳児対象で、教育と保育を一体的に行います。
３〜５歳児対象で、小学校以降の学習の基盤を培うための教育を行います。
０〜５歳児対象で、保護者が就労などのために家庭保育できない乳幼児を保育します。
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号認定）への入園手続き
◆ なかいこども園（1号認定）
【入園説明会および願書の配布】
時

11月６日（金）13：00〜

場 なかいこども園さくらんぼ棟（旧井ノ口幼稚園舎）保育室（もり組）

対

象／入園対象児の保護者

持ち物／上履き、筆記用具

【入園願書の受付および入園面接】
時

11月20日
（金）13：30〜

場 なかいこども園どんぐり棟（旧井ノ口保育園舎）２階会議室および保育室

対

象／入園対象のお子さんと保護者

持ち物／保護者とお子さんの上履き、筆記用具

【その他】
・教材の注文書に記入をしていただきますが、お支払いは後日になります。
・入園願書の受付および入園面接日に都合のつかない方は、直接なかいこども園にご連絡ください。
・なかいこども園では、１号認定の保育機能の充実を図るため、預かり保育を実施しています。

◆ なかいこども園（2
（ ・3号認定）
号認定）
・木之花保育園への入園手続き
【入園基準】
次のいずれかの理由により、家庭でお子さんを保育できない場合に限ります。
⑥ 求職活動
① 就労
⑦ 就学
② 出産前後
⑧ 虐待やＤＶのおそれがあること
③ 病気またはケガ
⑨ 育児休業時にすでに保育園を利用していること
④ 家族または親族などの看護や介護
⑤ 災害の復旧活動
※ ①〜⑨に当てはまる場合でも、同居の親族またはその他の人がお子さんを保育できる場合には、入園
できません。
詳細については、申込書と一緒に配布する資料をご覧ください。
【募集期間】
時

11月２日（月）〜13日
（金） ※申込書の配布は10月19日（月）から

【入園対象児】
生後６カ月以降のお子さん
【提出書類】（お子さんごとに各１部提出）
①支給認定（現況）申請書
②施設入所申込書
③保育所入所調査票
④就労証明書など、お子さんを日中家庭で保育できない状態を証明できる書類
※福祉課、なかいこども園および木之花保育園で配布する申込書類に必要事項をご記入の上、直接福祉課
へ提出してください。
【その他】
・木之花保育園に入園希望の場合には、木之花保育園にも事前の申し込みが必要です。
・町外の認可施設に入所を希望する場合には、福祉課へお問い合わせください。
・申込者に対して、面接を行う予定です。（木之花保育園 12月、なかいこども園 平成28年１月）

すでに町内の施設に入所している方へ
現在、町内の施設に在籍しており、平成28年４月以降も同じ施設に継続して入所を希望する方は、今
回の募集期間中に手続きをする必要はありません。別途通知します。
ただし、平成28年４月以降に他の施設へ入所を希望する方は、今回の募集期間内に手続きをしてくだ
さい。
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時 ＝日時

催 し
下水道ふれあいまつり
下水処理場の施設を開放し、
「下水
道ふれあいまつり」を開催します。
住民の方々に下水道への理解と関
心を深めていただくことを目的とし
ています。
時 10月31日
（土）10：00～15：00
場 酒匂川流域下水道扇町管理センター内
上部利用施設
「扇町しらさぎ広場」
（小田原市扇町６－819、（32）2911）
内容／下水処理場見学、下水道学習
室、模擬店、ゲームなど
問 神奈川県下水道公社総務部企画課
0463
（55）
7438

場 ＝場所

※月曜日（祝日は開館）
、祝日の翌日
（土日は開館）は休館
場 秦野ビジターセンター展示室
協力／丹沢資料保存会
費用／無料
申 不要。開館中はいつでもご覧いた
だけます。
問 県立秦野ビジターセンター
0463
（87）
9300

落ち葉のプールと
アスレチック体験
〜焼き芋つき〜

落ち葉のプールで思いっきり遊ぼ
う。ブランコやターザンなど簡単な
アスレチックにも挑戦！
時 11月29日
（日）10：00～15：00
場 県立21世紀の森
対象／小学生以上
企画展「写真で見る丹沢
定員／30人 費用／500円
の自然ー今・昔ー第２弾」
申 11月17日
（火）
（必着）までに往復
丹沢を撮り続けてきた、故 奥野 幸
はがき・FAX・メールにて、イベン
道 氏の写真とともに、丹沢の自然の
ト名・開催日・参加者全員の郵便番
変化を見つめます。
号・住所・氏名・電話番号・FAX番号
昨年好評だった企画展の第２弾です。
を明記の上、下記へ。
問 県立21世紀の森管理事務所
時 11月15日
（日）
まで 9：00～16：30
期間中の休館日／
〒250－0131 南足柄市内山2870－5
10月19日
（月）
・26日
（月）
（72）
0404 FAX
（72）
2882
11月２日
（月）
・４日
（水）
・９日
（月）
k21seiki@ak.wakwak.com

町内一部バスルートの変更
10月27日
（火）
の比奈窪バイパス
開通により、バスルートの一部が
大型車規制区間となります。
それに伴い、秦15系統（秦野駅
～震生湖～万年橋線）は「比奈窪」
バス停に停車しなくなります。
「比
奈窪」バス停をご利用の方は、バ
イパス上に移設される「中井役場
前」バス停をご利用ください。
なお、バイパス開通後のバスルー
トについては、自治会配布のちら
しをご覧ください。
問 企画課地域創生班 （81）
1112
（株）
湘南神奈交バス秦野営業所
0463
（81）
1803
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申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

全国幼稚園・こども園
ウィーク i n なかい
なかいこども園一般公開保育
「幼稚園・こども園ウィーク」と
は、保護者と地域の皆さんに幼稚園
教育の重要性と公立幼稚園・こども
園の保育・教育内容をさらにご理解
いただくため、全国の国公立幼稚園・
こども園で、さまざまな取り組みが
実施される期間です。
本園では、保護者と地域の皆さん
に本園の教育活動や子どもたちの様
子を知っていただくとともに、地域
の中で園児がいろいろな方と触れ合
えることを大切にしていきたいと考
えています。園児たちの元気な様子
をご覧ください。
※保育への参加はできません。
時 11月11日
（水）9：00～11：00
場 なかいこども園
※必ず受付をしてください。
受付場所はどんぐり棟（旧井ノ口
保育園舎側）昇降口
持ち物／スリッパ
その他／ご都合の良い時間にお越し
ください。駐車場が狭いため、近
隣の方はなるべく徒歩でお越しく
ださい。
問 なかいこども園 （81）
1128

第36回 秦野市市民の日
総合体育館、文化会館、
中央運動公園、みずなし川
緑地などに約160の店が並
び、抽選会やステージパ
フォーマンスショーなど楽
しいイベントが盛りだくさ
んです。
時 11月３日
（火・祝）

9：30～16：00
場 秦野市総合体育館、文化会館、
中央運動公園、みずなし川緑地
問 秦野市市民自治振興課
0463
（82）
5118

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス
持ち物／飲み物
（水・お茶など）
、
タオル
※歩きやすい靴・服装でお越しください。
その他／雨天中止。当日の天候を見
て、各自の判断で集合場所へお出
かけください。
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

不可能な程度の障がいを有する方
接種回数／１回
持ち物／健康保険証
自己負担金／1,500円
わかくさ会
（生活保護受給者は無料。接種時に
健康づくりウォーキング
受給者証をご持参ください）
実施医療機関／予防接種を行ってい
こゆるぎ体操で体をほぐして、四
健康普及員主催
る町内および足柄上郡・南足柄市・
季折々に変わる「美・緑」の里山を
「軽やか体操クラブ」
中郡・小田原市・秦野市の各委託
楽しく歩いてみませんか。
医療機関で次の期間内に受診して
時 11月２日
（月）9：00～11：00
生活習慣病の予防と健康増進のた
ください。
※雨天中止
め、体操教室を開催します。
中井町・小田原市・秦野市：
場 境コミュニティセンター広場（集合） 時 11月19日
（木）13：30～15：00
10月１日（木）～平成28年２月29日（月）
内容／中井町健康づくりコースおよ
場 井ノ口公民館講堂
二宮町：
びその周辺をウォーキング
内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、
11月１日（日）～平成28年１月31日（日）
費用／無料
ストレッチ、ループエクササイズ、
大磯町：
持ち物／飲み物、タオル、帽子
健口体操、健康ミニ講話など
10月15日（木）～12月28日（月）
※歩きやすい服装でお越しください。 対象／町内在住の20歳以上の方
※接種の際は、医療機関へ接種の予
申 不要
費用／無料
約を取るようにしてください。
問 わかくさ会 齋藤 （81）
4581
持ち物／室内履き、飲み物
（水・お茶
問 健康課健康づくり班 （81）
5546
など）
、
タオル
母親父親教室
※体操のできる服装でお越しください。
申 不要。直接会場へお越しください。
時 11月10日
（火）13：30～15：45
問 健康課健康づくり班 （81）
5546
受付13：15～13：30
内容／赤ちゃんのお風呂、産後の体
第２回わくわく広場
離乳食講習会
の変化と生活（講義と沐浴実習）
、
（園庭開放）
妊婦疑似体験（お父さん対象）
時 11月25日
（水）9：30～12：00
持ち物／母子健康手帳、筆記用具、
時 10月29日
（木）10：00～11：00
受付9：15～9：30
エプロン、手拭きタオル
場 保健福祉センター２階調理実習室
受付9：45～
時 11月24日
（火）13：30～15：45
場 なかいこども園どんぐり棟
内容／栄養士による講義、
受付13：15～13：30
（旧井ノ口保育園舎側）園庭
調理実習および試食
内容／妊娠中の生活、妊婦体操
※雨天時はどんぐり棟
対象／3～８カ月児の保護者
持ち物／母子健康手帳、筆記用具
（旧井ノ口保育園舎側）遊戯室
※託児あり
※体操のできる服装でお越しください。 持ち物／米1/2カップ、エプロン、三角
内容／自由遊び
【共通事項】
持ち物／帽子、汗ふきタオル、水筒、
巾、母子健康手帳、ベビースプーン
場 保健福祉センター３階集会室ほか
必要に応じて着替え
費用／350円
対象／妊婦さんとその家族
申 不要
申 問 11月18日
（水）
までに
申 問 11月６日
（金）
までに子育て健康
1128
健康課健康づくり班 （81）
5546へ。 問 なかいこども園 （81）
課健康づくり班 （81）
5546へ。
高齢者インフルエンザ
※託児あり。託児が必要な場合には、
中井町グルメ＆楽しいイベント満載
申込時にお知らせください。
予防接種

健 康

催 し

里山なかい市

11月の健康づくりウォーク
健康づくりウォーキング講座を受
講した皆さんが企画しました。一緒
に楽しく歩きましょう。
時 11月13日
（金）13：30～15：30
場 中央公園野球場玄関（集合）
内容／健康づくりコースのウォーキ
ング（こゆるぎの丘コース）
対象／町内在住の方
費用／無料

今年度の高齢者インフルエンザ予
防接種事業は、接種を希望する町民
の方で、次に該当する方を対象に実
施します。
対象者
（接種日当日時点）
／ 満65歳
以上 満60歳以上65歳未満で、心
臓、じん臓または呼吸器の機能に
自己の身辺の日常生活が極度に制
限される程度の障がいを有する方
およびヒト免疫不全ウイルスにより
免疫の機能に日常生活がほとんど

〜出張開業オープン！〜
今回は場所を移して、
町民文化祭
会場に出張開業します。
皆さんのご来場をお待ちしています。

次回開催日時

11月1日（日）9：30〜14：00
場 農村環境改善センター周辺
イベント／卵のつかみ取り ほか
問 中井町商工振興会 （83）
3211
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時 ＝日時

募 集
中井町封筒広告主
中井町の封筒
（定型封筒長形３号）
を作成発注する際に、封筒に掲載す
る有料広告を募集します。
内容／封筒の裏面（あて名記載面の
裏面）を３段組みの広告面とします。
掲載位置は指定することができませ
ん。
広告規格／１色刷り50mm×100mm
発注予定数／30,000枚
掲載料／15,000円
申 11月13日
（金）までに、役場２階
総務課内に配架している申込書に
広告案を添えて、総務課へ郵送ま
たは持参により提出してください。
町ホームページでも申込書をダウ
ンロードできます。
※申込数は１者につき１枠です。
問 総務課防災管財班 （81）
1111

案 内
みんなで知ろう
「障害者権利条約」
「障害者差別解消法」
障がい者の権利とは？障がい当事
者が受けた差別や必要な配慮は何か
を障がいのある方と一緒に考える機
会を持つため、講演会およびシンポ
ジウムを開催します。
時 11月５日
（木）13：30～17：00
場 南足柄市女性センター 研修室
（南足柄市関本591－1）
内容／基調講演
（和泉短期大学教授・
・障がい
社会福祉士 鈴木敏彦 氏）
当事者によるシンポジウム
※手話通訳・パソコン要約筆記有り
定員／先着80人
費用／無料
申 問 10月26日
（月）
までに
相談支援センターエール
（46）
8368 FAX
（46）
8369へ。
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場 ＝場所

スポーツ
足柄ロングライド
開成町町制施行60周年記念事業の
一環として、足柄上地域を自転車で
一周するサイクリングイベント「足
柄ロングライド」が開催されます。
全国から集まった700人のサイク
リストが９時に開成水辺スポーツ公
園をスタートし、16時頃まで一般道
路を走行します。
足柄ロングライドは、速さを競う
のではなく、楽しみながら走ること
を目的としています。そのため、道
路の通行規制は行いません。
参加者は交通ルールを守り安全運
転を心掛けますが、
コース近くにお住
まいの方やコース付近を通行する場
合は、
十分ご注意ください。
また、
沿道
からの温かいご声援をお願いします。
時 11月１日
（日）9：00～16：00
スタート・フィニッシュ会場／
開成水辺スポーツ公園
走行コース／開成水辺スポーツ公園
～丹沢湖～アサヒビール神奈川工
場～ブルックス大井事業所～松田
幼稚園～中井中央公園～開成水辺
スポーツ公園
問 湘南ベルマーレスポーツクラブ
0463
（73）
6620
開成町企画政策課 （84）
0312

第３回開成カーレット
オープン大会
年齢・性別・障がいの有無などに関
わらず、誰でも参加できるユニバー
サルで思考型のニュースポーツ「カー
レット」の大会を開きます。
時 11月14日
（土）9：30～16：30
（予定）
場 開成町福祉会館１階大ホール
対象／開成町および近隣在住・在勤
の方３～４人で１チームを編成し
てください。チームが編成できな
い方は問い合わせ先へご相談くだ
さい。
主催／カーレット神奈川西湘クラブ

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

後援／開成町、開成町教育委員会、
カーレットジャパン協会
費用／大人500円、高校・大学生300円、
中学生以下200円
申 問 10月30日
（金）
までに、
カーレット神奈川西湘クラブ
中野 （82）
4368へ。
※毎週土曜日13：00～16：00に、開成
町福祉会館にて練習会を開いてい
ます。お気軽にお越しください。

テニスコート利用者会議
12月から平成28年２月の土・日・
祝日
（ナイターは除く）
にテニスコー
トの利用を希望する団体間において、
利用日の調整を行います。利用を希
望する団体はご出席ください。
時 11月５日
（木）19：00～
場 役場３階大会議室
※いつもと会場が異なりますので、
ご注意ください。
※閉庁時間のため、庁舎横の通用口
よりお入りください。
問 地域支援課協働推進班 （81）
3907

第15回自治会対抗
パークゴルフ大会
健康増進と地域の親睦を深めるた
め、次のとおりパークゴルフ大会を
開催します。
時 11月15日
（日）受付8：30～
※小雨決行。中止の場合、当日7：30
に防災行政無線でお知らせします。
場 中央公園パークゴルフ場
参加方法／小学３年生以上の男女各
２人計４人で１チームとし、１自
治会２チーム以内とします。
費用／無料
その他／組み合わせ、スタート時間
は町で抽選を行い、決定します。
申 問 各自治会で取りまとめ、
11月２日
（月）
までに
地域支援課協働推進班
（81）
3907へ。

広報なかい

公共施設電話番号

子どもの健康診査案内
問 健康課健康づくり班

（81）5546

【３歳児健康診査】
時 11月４日
（水）

2015年10月15日号 No.696

【１歳６カ月児健康診査】
時 11月11日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター２階診察室ほか

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

内容／内科・歯科健診
栄養・育児・心理相談
対象／平成26年４・５月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
問診票
申 不要

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24年９・10月生まれ
持ち物／問診票、聴力と視力の調
査票、母子健康手帳、
歯ブラシ、尿
申 不要（案内、
問診票および検尿容器

＊中井町役場
＊井ノ口公民館
＊子育て支援センター
＊足柄消防署中井出張所
＊松田警察署

が健診日の２週間前までに届かない
場合は、健康課にご連絡ください）

（81）1111
（81）3311
（81）3365
（81）0858
（82）0110

休日急患の診察
＊足柄上地区休日急患診療所
日曜日・祝日・年末年始 9：30～12：00・
13：00～16：30 （83）1800（開成町）

家庭ごみの直接搬入
＊足柄東部清掃組合
平日9：00～11：00・13：00～16：00
第１・３土曜日 9：00～11：00
（祝日は休み） （83）
1554
（大井町）

相 談 案 内
心配ごと相談（予約不要）
【日常生活での悩みや心配ごとに関する相談】

問 中井町社会福祉協議会

（81）
2261

時 10月30日
（金）9：30～11：30

時 11月16日
（月）9：30～11：30

場 保健福祉センター３階工作室

場 井ノ口公民館２階研修室

行政相談（予約不要）

※人権相談・心配ごと相談との
合同相談です。

【行政相談委員による行政の仕事に関する苦情や相談】
時 10月30日
（金）
9：30～11：30 場 保健福祉センター３階工作室
13：30～15：30 場 井ノ口公民館２階研修室
問 総務課管理班 （81）
1111

スマイル出張相談（予約不要）
【「自立サポートセンタースマイル」の専門相談員に
よる障がいに関する相談】
時 11月２日
（月）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
対象／障がいのある方と家族
問 福祉課福祉班 （81）
5548

健康相談（予約制）

県西地域県政総合センター県民の声・相談室
場 足柄上合同庁舎
申 問 県西地域県政総合センター県民の声・相談室 （83）
5111

＊県のしごと相談（予約不要、電話相談可）
【県の業務に関する苦情や相談】
時 毎週
（月）～（金）8：30～12：00・13：00～17：15

＊弁護士相談（予約制、電話相談不可）
【弁護士による相談】
時 毎週
（木）13：00～16：00

＊暴力相談（予約不要、電話相談可）
【暴力団などに関する困りごとや被害に関する相談】
時 毎週
（火）
（水）9：00～12：00・13：00～16：00

＊司法書士相談（予約制、電話相談不可）

□ kikaku@town.nakai.kanagawa.jp

□ http://www.town.nakai.kanagawa.jp/

【相続、遺言、登記、成年後見などの相談】
時 毎月第１・３
（水）13：00～16：00

【保健師・栄養士による病気の予防や健康づくりに関する相談】
時 11月11日
（水）9：30～11：30
交通事故相談（予約不要、電話相談可）
場 保健福祉センター２階集団指導室
【治療費未払いや示談方法に関する相談】
申 問 健康課健康づくり班 （81）
5546
時 毎週
（月）～（金）9：00～12：00・13：00～16：00
（前日までに予約してください）
場 問 かながわ県民センター
（横浜市）
教育相談（予約不要、電話相談・メール相談可）
045
（312）
1121
【幼稚園、小・中学校など教育に関する相談】
消費生活相談（予約不要、電話相談可）
時 毎週
（月）～（金）8：30～17：15
場 問 教育課学校教育班
（農村環境改善センター内）

（81）3906
kyouiku@town.nakai.kanagawa.jp
場 問 たんぽぽ教室
（井ノ口公民館内） （80）0080
tanpopo@town.nakai.kanagawa.jp

【悪徳商法などに関する相談】
時 毎週
（月）～（金）9：30～12：00・13：00～16：00
場 問 南足柄市消費生活センター
（南足柄市役所内）
（71）
0163

