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臨時福祉給付金のお知らせ
消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方の負担を緩和するため、
臨時的な給付措置として、臨時福祉給付金を支給します。
◆支給対象者：
平成27年１月１日時点で住民票が中井町にあり、平成27年度
分の町民税（均等割）が課税されていない方
※ただし、平成27年度市町村民税が課税されている方に扶養され
ている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合など
は対象になりません。
◆支 給 額：対象者１人につき6,000円
◆申請期間：９月10日（木）〜12月10日（木） ※消印有効
◆申請方法：

ご注意ください ! !
●臨時福祉給付金の“振り込め
詐欺”や“個人情報の詐取”に
ご注意ください。
●支給対象者であっても、申請
をしないと支給されません。
また、申請期間を過ぎると給
付金が受け取れなくなります
ので、必ず申請期間内に手続
きしてください。
●支給要件を満た
しているのに
申請書が届か
ないときは、
福祉課にお問
い合わせくだ
カクニンジャ
さい。

臨時福祉給付金支給対象になる可能性のある方に、申請書を
９月上旬に発送しますので、内容を確認のうえ、申請書に必要事
項を記入し、必要書類を添えて、返信用封筒で郵送いただくか、
保健福祉センター１階福祉課窓口に持参してください。
◆添付書類：
・本人確認のための運転免許証や健康保険証などの写し
・申請者名義の口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し

【問合せ先】
●申請に関すること
福祉課福祉班
☎（81）
5548
●制度に関すること
厚生労働省専用ダイヤル
☎0570
（037）192

中井町職員募集のお知らせ
平成28年４月１日付採用の中井町職員を募集します。詳細は総務課にお問い合わせいただくか、
町ホームページおよび総務課で配布する「平成27年度中井町職員採用試験案内」をご覧ください。

◆募集職種、職務内容、採用予定人数および受験資格
募集職種 職務内容
一 般
事務職

1

一般行政
事
務

採用予定
人
員

受
⑴

資

格

平成２年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく
高等学校以上を卒業または平成28年３月までに卒業見込みの人

若干名
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験

◆申し込み期間
（9：00〜17：00）
９月７日（月）〜11日（金）

⑵

採用後、中井町または中井町に隣接する市町に居住可能な人

申込み・問合せ
役場2階
総務課管理班
☎（81）1111

男女共同参画推進講演会

～地域や家庭でイキイキ輝くために～

男性の地域活動・家庭生活への参加
家庭機能の低下や、地域におけるつながり・支え合いがうすくなる中で、シニ
ア世代の男性の力が注目されています。第二の人生において、現役時代の知識や
技術、経験を地域や家庭にぜひ生かしてみませんか。講演会では「男性の地域活動・
家庭生活への参加」をテーマに、堀田先生よりお話いただきます。この機会に男
性の地域・家庭への参加について学び、男女共同参画について考えてみましょう。
◆日

時：９月24日
（木） 18：30〜20：00

◆場

所：農村環境改善センター２階研修室

◆定

員：70人（申込先着順）

◆託

児：１歳〜未就学児（要予約）

ほった

講

問 地域支援課協働推進班 ☎
（81）3907

chiiki@town.nakai.kanagawa.jp

＝ホームページアドレス

堀 田

つとむ

力 氏

（公財）さわやか福祉財団会長・弁護士

◆申込み・問合せ：
９月11日
（金）までに、電話・FAX・メールのいずれかの方法で
下記へ。
※FAX・メールの場合には、氏名（ふりがな）・連絡先を明記して
ください。
※託児を希望する場合には、
お子さんの氏名、
年齢をお知らせください。
FAX
（81）1443

師

9月は男女共同参画月間です
町では、講演会や各種啓発活動
を通じて、男女共同参画に対する
理解を深め、職場・学校・地域・
家庭など日常生活の中に男女共同
参画の定着が図られるよう推進し
ています。

＝メールアドレス

読書に関する標語・ポスター
町では、11月３日を「中井町読書
の日」と定め、町ぐるみで読書活動
の推進に取り組んでいます。
その一環として、広く町民の皆さ
んを対象に「標語およびポスター」
を募集します。
対象／町内在住の方
【作品の応募方法について】
標語の部／規定の応募用紙を使用
ポスターの部／Ｂ３判または四つ切
の画用紙（彩色などは自由。作品
の裏に規定の応募用紙をのり付け）
応募方法／９月11日（金）までに、
教育課へ作品を提出してください。
（町内に在園・在学の方は、提出
先・期限が異なりますのでご注意
ください）
※応募用紙は農村環境改善センター
図書室および井ノ口公民館
図書室で配布しています。
問 教育課社会教育班
（81）
3906

講 座

ステンドグラス体験教室

色とりどりのガラスを使って、
「直置きランプ」を作ります。ステ
「魔法のお花」プリザーブド
ンドグラスに興味をお持ちの方や、
フラワー教室
一度作ってみたいと思われる方の参
お花の美しさや柔らかな質感をそ
加をお待ちしています。
のままに、長く楽しめるプリザーブ
時 ９月３・17日 13：30～16：00
ドフラワー。敬老の日のプレゼント
※いずれも木曜日
にいかがですか。
場 井ノ口公民館工芸室
時 ９月18日
（金）13：00～15：00
対象／一般（２日間参加できる方）
場 井ノ口公民館工芸室
定員／10人
対象／町内在住・在勤の方
講師／市川 智章 氏（町田市在住）
定員／10人
持ち物／エプロン、軍手、油性マー
講師／ヨーロピアンフラワーデザイン
カー
（黒）
、はさみ
（小）
、定規、
インストラクター 原 美知子 氏
タオルまたは雑巾１枚
持ち物／
費用／3,000円
はりがねが切れるはさみ
（ニッパー）
、 申 問 ８月24日（月）までに、費用を
ピンセット、木工用ボンド
添えて直接
費用／2,500円
井ノ口公民館
申 問 ８月17日
（月）
～９月４日
（金）
に、 へ。
費用を添えて直接井ノ口公民館へ。 （81）
3311
（81）
3311
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時 ＝日時

健 康
障がい者歯科検診
時 ９月10日
（木）13：00～15：00
場 足柄上歯科医師会歯科保健センター

歯科診療室
（南足柄市斑目1547）
内容／歯科検診および相談、
歯磨き指導、栄養相談など
対象／障がい（身体・知的・精神）
のある方
費用／無料
申 問 ８月27日
（木）
までに、
福祉課福祉班 （81）
5548へ。

わかくさ会
健康づくりウォーキング
ウォーキング後は社会福祉協議会
主催のカラオケ体操を実施します。
時 ９月７日
（月）9：00～11：30
場 保健福祉センター駐車場
（集合）
内容／9：00～ ウォーキング
10：30～ カラオケ体操
（保健福祉センター３階集会室）
費用／無料
持ち物／飲み物、タオル、帽子
※歩きやすい服装でお越しください。
申 不要
問 わかくさ会 齋藤 （81）
4581

母親父親教室
時 ９月15日
（火）13：30～15：45

受付13：15～13：30
内容／母乳で育てましょう、安産の
ために（呼吸法）
持ち物／母子健康手帳、筆記用具
時 ９月29日
（火）13：30～15：45
受付13：15～13：30
内容／お母さんと赤ちゃんの歯、
栄養について
持ち物／母子健康手帳、筆記用具、
手鏡、歯ブラシ
【共通事項】
場 保健福祉センター３階集会室ほか
対象／妊婦さんとその家族
申 問 ９月４日
（金）
までに子育て健康
5546へ。
課健康づくり班 （81）

3
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場 ＝場所

※託児あり。託児が必要な場合には、
申込時にお知らせください。

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

秋季町内一斉清掃

きれいな環境の中で生活できるま
ちづくりのため、中井町では「なかい
クリーンタウン運動」を展開し、地域
の環境美化にご協力いただいています。
生活習慣病の予防と健康増進のた
その一環として秋の町内一斉清掃
め、体操教室を開催します。
を実施しますので、多くの町民の皆
時 ９月17日
（木）13：30～15：00
さんのご参加をお願いします。
場 井ノ口公民館講堂
時 ９月13日
（日）
内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、
※自治会により実施日を変更する場
ストレッチ、ループエクササイズ、
合がありますので、詳細は自治会
健口体操、健康ミニ講話など
の回覧板などでご確認ください。
対象／町内在住の20歳以上の方
問 環境経済課環境班 （81）
1115
費用／無料
持ち物／飲み物（水・お茶など）
、
タオル、室内用の運動靴
※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。
第15回中井町
問 健康課健康づくり班 （81）
5546
短歌・俳句大会作品

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」

募 集

離乳食講習会
時 ９月30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
※託児あり
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／350円
申 問 ９月24日
（木）
までに健康課健康
づくり班 （81）
5546へ。

案 内
９月定例議会
９月の定例議会は、１日
（火）
9：00
から開会します。
当日１日
（火）
は一般質問を予定し
ています。
日程などについては、町ホーム
ページをご覧ください。
問 議会事務局 （81）
3905

対象／町内に在住・在勤の方
応募規程／ 題は自由 本人が創作
した未発表作品に限る 応募点数
は短歌１首、俳句１句まで
はとう

選者／短歌：短歌雑誌「波濤」第一
同人、秦野短歌会会長
俳句：現代俳句協会会員、句会伏
流水主宰、俳画松樹会講師
応募方法／９月11日（金）までに、応募用
紙を地域支援課へ持参・郵送・FAX・メー
ルのいずれかの方法で提出してください。
※応募用紙は、
地域支援課、
井ノ口公民
館で配布しています。
また、
町ホーム
ページからもダウンロードできます。
表彰／優秀な作品は、10月31日
（土）
に行う表彰式で表彰します。
問 地域支援課協働推進班 （81）
3907
FAX
（81）
1443
chiiki@town.nakai.kanagawa.jp

国勢調査2015
今回から新たにインターネットで
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。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
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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 ９月２日
（水）

2015年8月15日号 No.692

【１歳６カ月児健康診査】
時 ９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

〒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25年12月
平成26年１～３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７・８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 ８月31日
（月）9：30～11：30

時 ９月15日
（火）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）

※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 ８月31日
（月）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

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 ９月１日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター３階工作室
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 ９月16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

