
　「子ども手当」は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で

応援する制度です。子ども手当を受けた方は、支給された手当を子どもの健や

かな育ちのために用いなければならない責務が法律上定められています。

■　児童手当を受給していた方

　①　０歳〜小学生の子どもを養育している方

　　（※新中学１年生を含む）

　　➡　手続きは必要ありません

　②　①以外に中学生の子どもを養育している方

　　（※新中学１年生は除く）

　　➡　すでに町から申請書等を送付しています

　　　　ので、下記へ提出してください。

■　児童手当を受給していなかった方

　①　０歳〜中学生の子どもを養育している方

　　➡　すでに町から申請書等を送付しています

　　　　ので、下記へ提出してください。

　提出期限を過ぎると４月分〜申請月分までの手当は支給されませんのでご注意ください。

　　子育て健康課子育て支援班　☎（81）5546　

３歳未満　………………………　10,000円
３歳以上第１子・第２子　……　　5,000円
第３子以降　……………………　10,000円

支給額（月額）
対象となる子ども

１人あたり

児　童　手　当（平成22年３月まで） 子 ど も 手 当（平成22年４月から）

あ　り所得制限 な　し

０歳〜小学校卒業まで対象年齢 ０歳〜中学校卒業まで

一律　13,000円

支給月 ６月・10月・２月

子ども手当を受けられる人は？

　　０歳から中学校を卒業するまでの子どもを養育している方

子ども手当の金額は？

　　０歳から中学校を卒業するまでの子ども１人につき月額13,000円

子ども手当の支給開始月は？

　　平成22年９月30日までに申請された方→平成22年4月分から支給

　　平成22年10月１日以降に申請された方→申請月の翌月から支給

※申請書等がお手元に届かない方は、下記へ

　ご連絡ください。

４月から　「児童手当」　が　「子ども手当」　に変わりました４月から　「児童手当」　が　「子ども手当」　に変わりました

１．趣　旨

２．内　容

３．「児童手当」と「子ども手当」の違いって何？

４．申請手続き

５．提出期限は９月30日（木）まで

問

水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち 
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　　６月３日、10日、17日、24日

　いずれも木曜日　受付13：15～13：30

※全４回のうち１回だけの受講も可

　　保健福祉センター３階集会室ほか

内容／妊娠、出産、育児などについ

ての講義と実技

対象／妊婦さんとその家族

持ち物／母子健康手帳、筆記用具など

　　　５月27日（木）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

　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。

　　６月１日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター３階研修室

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

　　不要

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548

　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。

　　６月16日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

　妊娠中のこと、育児に関する相談

を保健師・栄養士がお受けします。

　　６月17日（木）　９：30～11：00

　　保健福祉センター３階集会室

対象／妊婦さんとその家族、就学前

の子と親

※相談のない方にも、交流、仲間づ

くりの場として「わきあいひろば」

（予約不要）を併設しています。

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

　総務省では、経済的な理由などで

地上デジタル放送を見ることができ

ない世帯を対象に、簡易チューナー

を無償給付しています。

対象／ 生活保護などの公的扶助を

受けている世帯 障害者がいる世帯

で、かつ世帯全員が町民税非課税の

世帯 社会福祉事業施設に自らテレ

ビを持ち込んでいる入所者の方

　　７月２日（金）までに電話もしくは

FAXで下記へ。

注意事項／◆支援の申し込みには、

NHKと受信契約を結び、全額免除の

適用を受けていることが必要です。

◆支援は現物給付です。

◆すでに地上デジタル放送を視聴し

ている世帯は支援の対象となりませ

ん。

　　総務省地デジチューナー支援実施

　　センター

　　　 （0570）033840

　　FAX　044（966）8719

　　NHK視聴者コールセンター

　　　 （0570）000588

　　FAX　044（888）4340

　　７月１日（木）・２日（金）　全２回

　　9：00～16：50　※受付8：40～

　　足柄上合同庁舎２階大会議室

定員／80名　※先着順

　　６月１日（火）～６月18日（金）

9：00～16：50（土・日・祝祭日を除く）

に下記へ直接持参。※郵送、電話お

よびFAX等による申し込みは不可。

費用／4,000円（テキスト、修了証

カード代）

持ち物／写真２枚

（タテ３cm×ヨコ2.5cmで無帽、無

背景、正面上半身像のもの）

　　足柄消防組合消防本部予防課

　　（南足柄市怒田40－1）

　　 （74）6663

　秦野市・中井町・大井町・松田町

・二宮町・清川村の中学生が、東海

大学の海洋調査船「望星丸」に乗船

し、船上での活動や、自然体験など

を行います。

　　７月31日（土）～８月２日（月）の

２泊３日　※事前研修７月10日（土）

行き先／大島、新島、駿河湾

内容／船上での海洋観測、島内での

海水浴、　露天風呂、　ハイキング　など

募集人数／町内在住の中学生10名

　　　　　※先着順

参加費／２万円

　　５月19日（水）～６月９日（水）に

生涯学習課備え付けの申込書に必要

事項を記入し、提出してください。

（郵送不可、閉庁日を除く）

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

案　内 案　内 

母親父親教室

健康相談

育児相談

相　談 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〜

地上デジタル放送視聴用
簡易チューナー給付支援

講　座 講　座 
甲種防火管理講習会

募　集 募　集 
広域連携 中学生交流
洋上体験 研修事業　
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　75歳以上の方を対象とする健康診

査について、すでに対象の方あてに

申込書類を送付しましたが、まだお

手元に届いていない方などで、受診

をご希望の方は、下記へご連絡くだ

さい。必要書類を送付します。

●個別健診

期間／６月～平成23年３月

　　中井町内、　秦野市内および足柄上

医師会の指定医療機関

期間／７月～10月

　　二宮町内の指定医療機関

●集団健診

　　11月25日（木）、26日（金）

　　中井町保健福祉センター

健診内容／問診、計測（身長・体重）、

血圧測定、理学的検査、尿検査、血

液検査、心電図検査

（医師の判断により眼底検査を実施

する場合あり）

自己負担額／無料

持ち物／町が発行した受診券、健康

診査票、被保険者証等

　　　子育て健康課健康づくり班

　　　 （81）5546

　　６月２日（水）　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室ほか

内容／内科健診、栄養・育児相談

対象／３～４か月児　（平成22年１月

８日～３月２日生まれ）

７か月児（平成21年10月・11月生ま

れ）

持ち物／母子健康手帳

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　健康づくりに関するさまざまなテ

ーマに対し、専門の方を講師にお招

きして開催するセミナーの第１回目

です。

　　６月７日（月）　13：30～15：30

　　保健福祉センター３階集会室

内容／「受けて活かそう！健康診査

！やった人から得をする生活習慣病

予防！」

講師／東海大学医学部公衆衛生学非

常勤准教授　渡辺良久　氏

費用／無料

定員／35名　※先着順

　　　電話等により子育て健康課健康

づくり班 （81）5546へ。

　　　６月１日（火）・18日（金）

　　　　保健福祉センター

　　　６月15日（火）・22日（火）

　　　　井ノ口公民館

いずれも午前中に実施

※完全予約制のため、予約状況によ

りご希望に添えないことがあります。

対象／胃がん・大腸がん・肺がんは

40歳以上、結核は16歳以上

負担金／胃がん　　800円、

　　　　大腸がん　400円、

　　　　肺がん　　100円、

　　　　結核は無料。

平成23年３月31日時点で70歳以上の

方および生活保護世帯の方は無料。

　　すでに申し込まれた方には、　５月

中旬に問診票等を送付します。お手

元に届かない方、新たに申し込みた

い方は下記へご連絡ください。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　フッ化物普及事業「健康づくりは

お口のケアから」

　　６月10日（木）　13：30～16：00

　　足柄上合同庁舎本館2階大会議室

内容／歯科検診・相談、歯磨き指導、

フッ素塗布、フッ化物洗口体験、カ

リエスリスク検査ほか

対象／幼児～高齢者

費用／無料

主催／足柄歯科医師会

　　不要

　　足柄歯科医師会事務所

　　 （74）1180

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

●共通事項

　　６月９日（水）

　　受付9：00～9：15

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

●幼児歯科教室

対象／１歳児

（平成21年５月・６月生まれ）

　　保健福祉センター３階集会室

内容／歯磨き指導、栄養・育児相談

●幼児歯科健康診査

対象／２歳児と２歳６か月児

　（平成20年５月・６月生まれ）

　（平成19年11月・12月生まれ）

　　保健福祉センター２階診察室ほか

内容／歯科健診、歯磨き指導、エプ

ロンシアター

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

３〜４か月・７か月児健康診査

健康づくり健康診査
（後期高齢者健康診査）

第１回 健康づくりセミナー

がん検診・結核検診

歯の衛生週間

幼児歯科教室・　
幼児歯科健康診査

健　康 健　康 
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　3,000本の竹灯篭の幽玄な光が公園

を美しくともします。

　　５月29日（土）　※荒天時は30日

（日）に順延　15：00～灯篭・竹とん

ぼづくり　点灯時間／18：00～20：30

※点灯に参加希望の方は、17：30に

下記へお越しください。

　　厳島湿生公園

　　環境経済課経済班　 （81）1115

　地域の未就園児親子の皆さんが保育

園児と一緒にふれあい、親同士の交流

を支援する場として、園庭を開放します。

　　６月２日（水）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

　　（雨天時は遊戯室を開放します。）

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　子育て支援センターでは、「ハッ

ピーかあさん塾」と題して“参加し

てよかった”と思えるようなグルー

プワークによる子育て相談室を企画

しました。

　その第１回目として、言葉の発達

や子育ての相談を長年されてきた東

方先生を講師にお招きして開催しま

す。

　詳しくは下記へお気軽にお問い合

わせください。

　　６月４日（金）、７月２日（金）

　　いずれも10：00～11：30

　　※全２回

　　中井町子育て支援センター

対象／町内在住の子育て中の母親

定員／７名　※先着順

講師／東方　郁子　氏

費用／無料

　　　５月18日（火）より子育て支援セ

ンター　 （81）3365へ。

　富士山を遠望しながら、新緑の里

山をみんなで楽しく歩いてみません

か。

　　５月28日（金）　9：00～

　　境コミュニティセンター広場　（集

合場所）

内容／広場内の健康遊具を使った保

健師の指導と中井町健康づくりコー

ス（里山コース）の散策

※雨天時は、境コミュニティセンタ

ーでレクリエーション

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。

　　　５月25日（火）までに市川　（わか

　　　くさ会）　 （81）1398へ。

＊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署  (81) 0858

＊中村駐在所  (81) 0228

＊井ノ口駐在所  (81) 0224

＊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

＊足柄上地区休日急患診療所

　日祭日 9：30～16：30

　  (83) 1800（開成町）

＊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）

＊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)

　木曜日13：00～16：00 (予約制)

＊交通事故相談(電話相談可)

　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

　  (83) 5111  内線250

町 内 の 主 な 公 共 機 関 南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)

休 日 急 患 の 診 療 

家庭ゴミの直接搬入  申込み・問合せ 

足柄上地域県政総合センター県民の声・相談室 

わかくさ会　第１回
健康づくりウォーキング

健　康 健　康 催　し 催　し 

井ノ口保育園
第１回「わくわく広場」

「ハッピーかあさん塾」

竹灯篭の夕べ
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古紙パルプ配合率100%再生紙を使用 

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/
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