
　７月１日付けで、新たに平井喜義さん（藤沢）が行政相談委

員に委嘱されました。これにより　本光代さん（宮原）との

２名体制で相談にあたります。

　行政相談委員は、総務大臣から委嘱され、皆さんの相談相手

として、国の仕事に関する苦情や相談を受け付け、相談者に必

要な助言や、関係行政機関に連絡をするなどして、解決に向け

てのお手伝いをします。

　毎日の暮らしの中で、国の仕事などについての苦情や要望は

ありませんか？社会福祉、医療保険、年金、国道、労働基準、

雇用保険などに関する困りごとについてご相談ください。

　費用は無料で、秘密は守られますので、お気軽におたずね

ください。

　国勢調査は、統計法に基づいて５年に一度全国一斉に実施され

る国の最も基礎的な統計調査です。町では、自治会より選出いた

だいた調査員と調査を進めます。９月下旬から、皆さまのお宅へ

順次調査票の配布に伺いますので、ご協力をお願いします。

※調査員は、県が発行した調査員証や腕章を携行しています。

企画課情報班　☎（81）1112問合せ 

行政相談委員に平井喜義さんを委嘱 

写真：左から　本光代さん、平井喜義さん

神奈川行政評価事務所 
（行政苦情110番） 
　☎　0570－090110 
総務課管理班　☎（81）1111

国勢調査の年です
ご協力をお願いします

Ａ．・世帯員の数・住居の種類

・住宅の建て方

・出生の年月・就業状態

・従業地または通学地

などの項目を調査票に記入し

ていただく簡単な調査です。

Ａ．調査員がご自宅へ回収に

伺います。今回の調査より

封をして提出するので、調

査員の目に触れることはあ

りません。また、郵送によ

る提出もできます。

　人　口 10,008人

　　男 5,045人

　　女 4,963人

　世帯数 3,376世帯

（平成22年

　　７月１日現在）

問合せ 

Ｑ．どのような調査なの？ Ｑ．どうやって提出するの？

Ａ．統計法では、調査票に記入し

て提出する義務が定められてい

ます。

Ｑ．提出しなくてはいけないの？

● 中井町の人口と世帯 ●

水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち 
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　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

に関することなど、さまざまな相談

をお受けします。

　　９月７日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター２階集団指導室

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。

　　９月15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。

　神奈川県教育委員会では、フリー

スクール等との連携により、不登校

の生徒や高校中退者のために進路情

報に関する説明会を実施します。個

別相談会では、進路の相談だけでな

く、一般的な不登校や高校中退者の

相談も受け付けていますので、ぜひ

最寄りの会場へお越しください。

　　９月25日（土）

　　平塚合同庁舎

　　10月９日（土）

　　海老名市立中央公民館

　　10月30日（土）

　　小田原合同庁舎

※上記の会場いずれも13：00～16：30

　（受付12：30～）

対象／不登校や進路で悩んでいる児

童・生徒、高校中退者、保護者

内容／ フリースクール等の紹介

　　　 進路情報説明会

　　　 個別相談会

費用／無料

　　不要

主催／神奈川県学校・フリースクール

等連携協議会、神奈川県教育委員会

　　神奈川県教育委員会教育局支援教

　　育部子ども教育支援課いじめ不登

　　校等対策グループ

　　 045（210）8292

　　９月１日（水）

　　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／内科・歯科健診、栄養・育児

・心理相談、尿検査

対象／平成19年７月・８月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

※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

等ご案内が健診日の2週間前までに

届かない場合は、下記へお問い合わ

せください。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　９月８日（水）

　　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／内科・歯科健診、栄養・育児

・心理相談

対象／平成21年２月・３月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　９月22日（水）　9：30～12：00

　　受付9：15～9：30

　　保健福祉センター２階調理実習室

内容／講義、調理実習および会食

対象／３～８か月児

持ち物／米1/2カップ、エプロン、

三角巾、母子健康手帳

費用／400円

　　　９月16日（木）までに子育て健康

　　　課健康づくり班　 （81）5546へ。

　６月６日・13日、７月４日に中央

公園多目的広場、境グリーンテクパ

ークで行われました。おもな結果は

次のとおりです。

【一般男子】

優　勝／清栄會

準優勝／N-style

３　位／キャロッツ

最優秀選手／簑島秀幸（清栄會）

敢闘選手／小清水厚史（N-style）

【一般女子】

優　勝／中井フレンズ

最優秀選手／深水夏美（中井フレンズ）

【壮年男子】

優　勝／井ノ口ソフトボールクラブ

スポーツ スポーツ 

健康相談

３歳児健康診査

１歳６か月児健康診査

離乳食講習会

健　康 健　康 

中井町ソフトボール大会　　　結果

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〜

不登校生徒・高校中退者のための

進路情報説明会
不登校相談会
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　大井美化センターでは、定期点検

整備を下記の日程で行います。期間

中は、直接搬入が休止となり、ご迷

惑をおかけしますが、皆さまのご理

解とご協力をお願いします。

　　９月２日（木）～９日（木）

※町のごみ収集業務は、通常どおり

行います。また、直接搬入は前日ま

での予約が必要です。

　　足柄東部清掃組合

　　 （83）1554

　町では、きれいな環境の中で生活

できる町づくりを進めるため、「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。その一環として、下記のと

おり町内一斉清掃を実施します。

　　９月12日（日）

※自治会により実施日が変更される

場合がありますので、自治会回覧板

でご確認ください。

　　環境経済課環境班

　　 （81）1115

　町では、公共用水域の水質汚濁に

よる健康被害や環境汚染を防止する

ため、中村川・岩倉川・藤沢川・葛

川の水質検査を実施し、その結果を

公表しています。

　６月18日に実施した検査では、　環

境基準値を超える河川はありません

でした。詳細は、町のホームページ

か下記へお問い合わせください。

　　環境経済課環境班

　　 （81）1115

　有効期間が満了となる水道メータ

ーを交換します。対象の方には、ハ

ガキで通知をしています。

　　８月16日（月）～31日（火）

対象／「中15…」　と刻印のあるメー

ター　費用／無料

施工業者／町が委託した給水装置工

事事業者　作業時間／15分程度

※作業中は断水となります。

その他／屋外作業ですので、お留守

でも実施させていただく場合があり

ます。ご不明な点は、下記へお問い

合わせください。

　　上下水道課業務班

　　 （81）3903

　知的障害または、身体障害（政令

で定める程度以上）等の状態にある

児童を養育する家庭を対象に支給さ

れる、特別児童扶養手当の更新手続

きを下記のとおり受け付けます。

受付期間／

８月16日（月）～９月17日（金）

手続き／印鑑、特別児童扶養手当証

書（停止中の方は不要）等をお持ち

の上、福祉介護課窓口へお越しくだ

さい。

注意事項／ 受給資格があっても手

続きをしないと、手当を受けられな

くなる場合がありますので、必ず手

続きをしてください。 現在、手当を

受給しておらず、該当すると思われ

る方は下記へお問い合わせください。

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548

　「下水道の日」のＰＲ事業の一環

として、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

的に、下水処理場の施設を開放する

「下水道ふれあいまつり」を開催し

ます。

　　９月11日（土）　10：00～15：00

　　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／施設見学、下水道学習室、

　　　模擬店、ゲームなど

交通／小田急線螢田駅下車徒歩約10分

　　（財）神奈川県下水道公社総務部 

　　企画課　 0463（55）7438

　　http://www.kanagawa-swf.or.jp

　地域の未就園児親子の皆さんが保

育園児とふれあい、親同士の交流を

支援する場として、園庭を開放しま

す。なお、当日は交通安全教室も行

われますので、ご参加ください。

　　９月８日（水）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

　（雨天の場合は遊戯室を開放）

　　井ノ口保育園　 （81）1128

案　内 案　内 
大井美化センターへの
可燃ごみ直接搬入一時休止

水道メーター交換

特別児童扶養手当の手続き

秋季町内一斉清掃

催　し 催　し 

井ノ口保育園　第３回
わくわく広場

下水道ふれあいまつり

河川水質検査　　　結果
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　小田原青色申告会では、地域を活

性化できるような熱くも楽しい講演

会を開催します。

　　９月９日（木）　17：00開場

　　　　　　　　18：00開演

場所／小田原市民会館大ホール

定員／1,000名

費用／無料

講師／

　落語家　六代目　三遊亭円楽師匠、

　政治評論家　森田　実　氏

　　往復はがきに、　参加者（２名まで）

の氏名・住所・電話番号を記入の上、

８月18日（水）まで（当日の消印有効）

に下記へお申し込みください。

※応募者多数の場合は抽選により決

定し、聴講券を発送します。

その他詳細は下記へお問い合わせく

ださい。

　　（社）小田原青色申告会ビッグサ

　　マー講演会係

　　〒250－0012　小田原市本町2－3－24

　　 （24）2614

　健康づくりや生活習慣病予防に役

立つウォーキングの基礎と健康づく

りコース、健康遊具を活用した運動

方法を楽しく学びましょう。

　　９月29日（水）　9：30～11：30

　　10月14日（木）　9：30～11：30

　　11月２日（火）　13：30～16：00

　　全３回

　　農村環境改善センター

　　境コミュニティセンター

　　健康づくりコース

内容／講義と実技

安全で効果的な歩き方、健康遊具を

活用したストレッチ・筋力トレーニ

ング、「歩行速度をはかってみよう

！」　「健康づくりコースを歩こう！」

など

講師／高垣茂子先生（かながわ健康

財団健康運動指導士）

対象／町内在住の方

定員／30名

※定員を超える場合は、初めて参加

する方を優先

費用／無料

　　　９月22日（水）までに子育て健康

　　　課健康づくり班　 （81）5546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
　（※９月２日～９日を除く）

　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 

講　座 講　座 
第10回

ビッグサマー講演会

健康づくりウォーキング講座

ふれあいと交流の里づくり事業
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