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太陽光発電システム・蓄電池・ＨＥＭＳ
設置費用を補助します
町では、環境にやさしい自然エネルギー活用のため、太陽光発電システムと蓄電池の設置費補助を行って
ヘ ム ス

います。また、これらのシステムと連携して使用することで、より効果的な節電ができるＨＥＭＳ（節電な
どを目的に、電気機器の状況を把握・コントロールするエネルギー管理システム）の設置費補助を行います。
これから夏に向けて電力の使用が集中します。ぜひ、補助制度をご活用ください。

太陽光発電のメリット
エネルギー源が無尽蔵でクリー
ンな点です。発電時に二酸化炭素
などの大気汚染物質を発生させる
ことがありません。

蓄電池のメリット
太陽光発電システムで発電した
電力を貯めることができ、雨の日
や夜間でも電力を使用することが
できます。
また、地震
や台風などの
災害による
停電時にも、
電気を使用で
きます。

HEMS（ヘムス）のメリット
消費電力の「見える化」により、
電力消費状況が確認できるので、
節電意識の向上にもつながります。

◆補助対象者
・中井町内の自ら居住するための住宅に、申請年度内にシステムの設置が完了できる方
・電力会社と電灯契約を結んでいて、町税などの滞納がなく、環境家計簿モニターに申し込みをし、
１年間分の報告書の提出に協力できる方

◆補助対象製品
・太陽電池の最大出力が10ｋW未満のもの
・未使用品（中古品は対象外となります）

◆補助金額
【太陽光発電システム】
太陽電池モジュールの最大出力１kWあたり15,000円
（上限52,000円）
【蓄 電 池】
定額50,000円
ヘ ム ス

【ＨＥＭＳ】

定額10,000円

◆申請方法
申請書に必要書類を添えて、役場１階環境経済課に
直接提出してください。
※申請書などの各種書類は環境経済課窓口で配布しています。
また、町ホームページからもダウンロードできます。
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問合せ

環境経済課 環境班
☎（81）1115

中井町交通指導隊 任免式
５月２日（土）
、中井町交通指導隊の任免式が行われました。

平成27・28年度

交通指導隊員
隊

長

中井町交通指導隊は、保育園などでの交通安全教室の開催、朝の通学

大木

時間帯の街頭指導のほか、祭典や町の行事の交通警備を行っています。

副 隊 長

（任期２年、敬称略）

繁

相原行宏
隊

梨一恵

員

原田啓治
小清水重吉
小清水哲也
倉林
恵
豊川重美

文
小
西
後

字
泉
村
藤

正
義
昭
聡

和
顕
人
子

新任隊員

杉山
覚
石川和子
末吉
文

小林基輝
鈴木弘恵
小清水なつみ

退任隊員

関野一男
坪井明美
澤みどり

丸太の森イベント情報
【森人すたいる 川遊び＆流しソーメン】
時 ７月12日
（日）10：00～15：00
場 足柄森林公園丸太の森
内容／川遊びをした後は、流しソー
メンをみんなで楽しもう！
定員／30人（先着順）
対象／家族、親子、友達
※お子さん同士の場合は保護者同伴
費用／2,000円
（活動費、食材代、保険代など）
持ち物／お弁当、飲み物、タオル、
着替え、ウォーターシューズ
※濡れても良い服装でお越しください。
申 ６月27日
（土）9：00から問い合わ
せ先へご連絡ください。
【あしがらアドベンチャーキャンプ
明神ヶ岳で日の出をみよう！】
時 ７月28日
（火）
・29日
（水）１泊２日
場 足柄森林公園丸太の森
内容／真夜中の明神ヶ岳登山で、山
頂1,169ｍからの朝日を見よう！
※日の出は天候により見られない場
合もあります。
対象／小学５年生～中学３年生
定員／30人（先着順）
費用／8,000円（宿泊、活動費、食材
代、保険代など）

金子和夫
加藤千鶴代
小林美智代

申 ７月５日
（日）9：00から

問い合わせ先へご連絡ください。
問 丸太の森管理事務所 （74）
4510

パパ＆ママが作る
知育玩具と森の幼稚園
子どもが遊べる知育玩具をパパ＆
ママの手で作ります。作っている間、
お子さんは森の幼稚園に参加
（有料）
できます。
時 ７月18日
（土）10：00～14：00
場 県立21世紀の森
対象・定員・費用／
・知育玩具づくり：
一般 10人、
1,500円
・森の幼稚園：
３歳以上小学生未満 10人、
1,000円
※どちらも応募者多数の場合は抽選
申 ７月７日
（火）
（必着）
までに、往復
はがき・FAX・メールにて、イベン
ト名・開催日・参加者全員の郵便
番号・住所・氏名・電話番号・FAX
番号を明記の上、下記へ。

国勢調査2015
今回から新たにパソコンやスマー
トフォンを利用して、インターネッ
トでも回答ができるようになりま
した！
平成27年10月１日を基準日とし
て、全国一斉に国勢調査が実施さ
れます。
国勢調査は国内に居住する全て
の方（外国人を含む）を対象に実
施されるもので、日本の人口や世
帯の実態を明らかにするための、
最も重要な統計調査です。
調査基準日前後には、総務大臣
より任命を受けた調査員が、皆さ
んのお宅を訪問して調査を実施し
ます。調査へのご理解とご協力を
お願いします。
問 企画課政策班 （81）
1112

問 県立21世紀の森管理事務所

〒250－0131 南足柄市内山2870－5
（72）
0404 FAX
（72）
2882
k21seiki@ak.wakwak.com
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時 ＝日時

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26年９月15日以
前から町内に在住し、住民基本台帳
に記載されているご夫妻で下記に該
当する方は、お申し込みください。
結婚50年（昭和39年９月16日から
昭和40年９月15日までに結婚され
たご夫妻）
結婚60年（昭和29年９月16日から
昭和30年９月15日までに結婚され
たご夫妻）
結婚70年（昭和19年９月16日から
昭和20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。
問 健康課高齢介護班 （81）
5546

井ノ口公民館に郵便ポスト
が設置されました
井ノ口公民館裏側駐車場に、郵便
ポストが設置されました。井ノ口公
民館を利用される方、付近住民の皆
さんは、ぜひ郵便ポストをご利用く
ださい。
問 総務課防災管財班 （81）
1111
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場 ＝場所

制服リサイクルにご協力ください
中井中学校ではPTA活動の一環と
して、使わなくなった制服を有効利
用するため、リサイクル販売を実施
しています。今年度も10月の文化活
動発表会で販売する予定です。
不要になった制服などをお持ちの
方がいらっしゃいましたら、提供を
お願いします。
集めているもの／ジャージ上下、
柔道着、男子用制服・ズボン・
ワイシャツ、女子用制服・スカー
ト・ブラウス
回収方法／９月15日
（火）
までに
直接学校へご持参ください。
（担当は教頭または飯山）
※提供していただいたものは、
クリー
ニング代程度の値段で販売します。
その他／クリーニングは学校で行い
ます。また、ボタンなどがなくて
もかまいません。
問 中井中学校 飯山 （81）
0226

狩猟免許取得（更新）費用の補助

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

小・中学校の教科書展示会
平成28年度に義務教育小・中学校
で使用される全種目の教科書を、一
堂に展示します。
時 ６月19日
（金）
～７月８日
（水）

9：00～17：00（土・日を除く）
場 足柄上合同庁舎別館２階
２Ａ会議室
費用／なし
申 不要
問 県西教育事務所足柄上指導課
（83）
5111
（内523）

催 し
木之花ふれあい祭り
バザーやゲームなど、楽しい催し
がいっぱいです。
時 ７月４日
（土）11：00～
※雨天決行
場 木之花保育園
内容／
・模擬店とゲーム
カレーライス、からあげ、赤飯、
おもち、綿菓子、かき氷、ゼリー、
スピン
（お菓子）
、ラムネ、ジュー
ス、パン販売、ヨーヨー、さかな
つり
（宝くじ）
、スーパーボールす
くい、射的、玉的当て、輪投げ
・体験コーナー
プラ板、落書きせんべい
・不用品、手作り品の販売
問 木之花保育園
（81）
0243

有害鳥獣による農産物などへの被
害防止を図るため、狩猟免許の取得
または更新に要する経費の一部を補
助します。
内容／免許取得または更新に要する
経費
（狩猟免許
（更新）
申請手数料・
医師の診断書文書料・予備講習会
受講料
（取得のみ）
）
の1/2以内の額
を補助
対象／免許取得または更新後、
有害鳥
獣駆除に従事できる町内在住の方
申 補助金申請書に狩猟免状の写し、
買い物・通院など、何にでも利用できる
（更新）
申請手数料・医師の診断書
中井ふれあいバス
文書料・予備講習会受講料の領収
運行中！
書の写し
（取得の場合のみ）
を添付
し、免許取得後３カ月以内に下記
【利用者登録】
へ提出してください。
直接、役場２階企画課、井ノ口公民館へ
※補助金申請書は役場１階環境経済
※ホームページからも登録可能
課窓口で配布、または町ホーム
【運行時間】平日7：00～19：00
ページからダウンロードできます。
【乗車予約専用電話】 （81）
1120
問 環境経済課環境班 （81）
1115
受付時間 平日 8：30～17：00

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

食品衛生責任者養成講習
飲食店などの許可を必要とする営
業を営む場合は、食品衛生法に基づ
く営業の施設基準等に関する条例に
より、「食品衛生責任者」の設置が
必要になります。
この養成講習会は、「食品衛生責
任者」の資格を取得するための講習
会で、受講希望の方は事前の申し込
みが必要です。
【講習日】
時 ７月23日
（木）10：00～17：00
場 足柄上合同庁舎２階大会議室
【受講申し込み受付
（代理申し込み可）
】
時 ７月８日
（水）10：00～12：00
13：00～15：00
場 小田原保健福祉事務所足柄上セン
ター２階研修室
受講資格／
・満15歳以上の方
（義務教育履修中の方を除く）
・日本語が理解できる方
定員／100人
持ち物／証明写真２枚
（縦3.6 または４ ×横３ ）
受講料／10,000円
※納入後の返金はできません。
問 足柄食品衛生協会
（85）
3730 FAX
（85）
3731

場 子育て支援センター１階ホール

対象／町内在住の３歳以上の子ども
のいる保護者
定員／８人
費用／無料
申 問 ６月18日
（木）
から子育て支援セ
ンター （81）
3365へ。
※託児を希望される方は、上記へご
相談ください。

地域住民対象「医学講座」
（これからの医療は？
「ときどき入院、ほぼ在宅」）
時 ７月11日
（土）14：00～16：00

受付13：30～
場 南足柄市文化会館小ホール

（南足柄市関本415－1）
※駐車場は文化会館地下駐車場、立
体駐車場。公共の交通機関は大雄
山線大雄山駅下車・箱根登山バス
関本下車。
内容・講師／
総論「地域包括ケアシステム」に
ついて（小田原保健福祉事務所足
柄上センター所長 海法 澄子 氏）
南足柄市における訪問医療の現状と
問題点（鈴木医院 院長 鈴木 哲 氏）
後方支援病院としての足柄上病院
の役割（足柄上病院 地域医療連携
室 太田 光泰 氏）
定員／200人（先着順）
怒鳴らない子育て
費用／無料
（コモン・センス・ペアレンティング
申 当日までに電話またはFAXで、氏
＝CSP）練習講座
名・お住まいの市町村・電話番号
少人数で楽しく「しつけの練習」
を下記へご連絡ください。
問
を行う講座です。子どもへの効果的
県立足柄上病院経営企画課
な伝え方やほめ方・注意の仕方、子
医学講座担当
育ての様々な困りごとなどについて、
（83）
0351 FAX
（82）
5377
※平日8：30～17：00
一緒に考え練習してみませんか。
進行役はCSPトレーナー資格を持
つ、子育て支援センターのアドバイ
ザーです。お気軽にご参加ください。
時 ７月10日、９月11・25日、
10月９・23日、11月13・27日の
10：00～11：30
※いずれも金曜日
（全７回）

応急手当普及員講習
応急手当の普及啓発活動を推進す
る「応急手当普及員」を養成する講
習です。
時 ８月７日
（金）
・８日
（土）
・９日
（日）

9：00～18：00
※合計24時間の講習です。
場 小田原市消防本部２階講堂
対象／小田原市・南足柄市・足柄上
郡に在住・在勤し、３回全て受講
できる方
定員／20人（先着順）
費用／テキスト代4,937円
（講習は無料）
申 ７月７日
（火）
から電話
（平日9：00
～17：00）
で予約後、
７月31日
（金）
までに申請書を下記へ直接提出し
てください。
問 小田原市消防本部救急課
（49）
4441

相 談
認知症ケア介護相談
中井町北田にあるグループホーム
はなの里では、地域住民の方に向け
た認知症の啓発活動、在宅介護の認
知症の方やご家族などを支える相談
支援をしています。
開所して10年、これまで培った
認知症対応ノウハウを、在宅での認
知症ケアに活かしていただければ幸
いです。
お電話での相談、はなの里内での
相談など、個別に対応します。
受付時間／9：00～17：00
費用／無料
問 グループホームはなの里
（80）
0050（担当：伊澤）
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時 ＝日時

健 康

場 ＝場所

※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。
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

母親父親教室
時 ７月14日
（火）13：30～15：45

受付13：15～13：30
内容／赤ちゃんのお風呂、
産後の体
健康ポイント制度で楽しみながら
の変化と生活（講義と沐浴実習）
、
病気に負けない体をつくるため、
健康づくりをしませんか！
妊婦疑似体験（お父さん対象）
免疫力を高める食事作りを学びませ
持ち物／母子健康手帳、筆記用具、
６月より、健診受診や健康づくり
んか。
エプロン、手拭きタオル
事業に参加するとポイントが付き、
時 ７月３日
（金）9：30～13：00
時 ７月28日
（火）13：30～15：45
賞品と交換できる事業を実施してい
場 保健福祉センター２階調理実習室
ます。
受付13：15～13：30
内容／調理実習と講義
対象／35歳以上の町民の方
内容／妊娠中の生活、妊婦体操
定員／25人（先着順）
ポイントが付く事業／特定健康診査、
持ち物／母子健康手帳、筆記用具
講師／山口 早苗 管理栄養士
健康づくり健康診査、各種がん検 【共通事項】
費用／300円（材料代）
診、結核検診、健康教室、ウォー
場 保健福祉センター３階集会室ほか
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん
キングチャレンジ
（歩数記録）
など
対象／妊婦さんとその家族
２枚、タオル、筆記用具
※町以外の特定健康診査やがん検診、 申 問 ７月３日
（金）
までに
申 問 ６月26日
（金）
までに
人間ドックも対象になります。
健康課健康づくり班
（81）
5546へ。
わかくさ会 齋藤 （81）
4581へ。
※詳細はポイントカード付きパンフ
※託児あり。託児が必要な場合には、
レットをご覧ください。
（保健福祉
わかくさ会
申込時にお知らせください。
センター、役場庁舎、井ノ口公民
健康づくりウォーキング
館などの町内公共施設で配布）
ポイントが付く期間／
こゆるぎ体操で体をほぐして、四
平成28年３月31日
（木）
まで
季折々に変わる「美・緑」の里山を
ポイントの交換／
楽しく歩いてみませんか。
時 ７月６日
平成28年４月15日
（金）
までに保健
（月）9：00～11：00
３歳児親子セミナー
福祉センター１階健康課へ。
※雨天中止
親子で楽しく遊びながら、これか
場 境コミュニティセンター広場（集合） 賞品／
らの育児について考えてみましょう。
・中井中央公園パークゴルフ１ラウ
内容／中井町健康づくりコースおよ
気軽にご参加ください。
ンド ペアで無料招待（50組）
びその周辺をウォーキング
時 ６月29日、７月６・27日
費用／無料
・町内取扱店で使える地域通貨きら
持ち物／飲み物、タオル、帽子
500円（360人）
10：00～11：30 受付9：30～
※歩きやすい服装でお越しください。 ・健康関連グッズ
※いずれも月曜日
問 健康課健康づくり班 （81）
申 不要
5546
場 保健福祉センター３階集会室
問 わかくさ会 齋藤 （81）
4581
内容／親子遊び、
３歳児の成長・特徴、
離乳食講習会
生活について
（褒め方・しつけ）
健康普及員主催
※３日間異なる内容です。
時 ７月22日
（水）9：30～12：00
「軽やか体操クラブ」
対象／平成24年４～９月生まれの
受付9：15～9：30
お子さんと保護者
場 保健福祉センター２階調理実習室
生活習慣病の予防と健康増進のた
持ち物／飲み物、汗拭きタオルなど
め、体操教室を開催します。
内容／栄養士による講義
費用／無料
時 ７月30日
（木）13：30～15：00
調理実習および試食
申 問 ６月26日
場 井ノ口公民館講堂
（金）
までに健康課健康
対象／３～８カ月児の保護者
内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、 ※託児あり
づくり班 （81）
5546へ。
ストレッチ、ループエクササイズ、
持ち物／米1/2カップ、エプロン、
※対象の方には事前にご案内の手紙
健口体操、健康ミニ講話など
三角巾、母子健康手帳、ベビース
を郵送しています。転入された方
対象／町内在住の20歳以上の方
プーン
などで手紙が届いていない方は、
費用／無料
費用／350円
上記へお問い合わせください。
申 問 ７月14日
持ち物／室内履き、飲み物（水・お茶
（火）
までに
など）
、タオル
健康課健康づくり班 （81）
5546へ。

わかくさ会
健康づくり研修会

美・緑なかい健康プラン

講 座
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公共施設電話番号

子どもの健康診査案内

2015年6月15日号 No.688

＊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

問 健康課健康づくり班

（81）5546

【３歳児健康診査】
時 ７月１日
（水）受付13：00～13：15

〒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

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５・６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 ６月30日
（火）9：30～11：30

時 ７月15日
（水）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）
【行政相談委員による行政の仕事に関する苦情や相談】
時 ６月30日
（火）9：30～11：30
場 保健福祉センター３階工作室
問 総務課管理班 （81）
1111
※心配ごと相談との合同相談です。

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 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
対象／障がいのある方とその家族
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 ７月29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

