
　地域で活動する様々な団体を対象とし、地域

の活性化やまちづくり活動への取り組みに対し

て、資金面での支援をする制度をつくりました。

　これからの中井町にとって、より良いまちづ

くりへとつながる活動を応援し、協働のまちづ

くりを推進します。

【対象となる団体】

　社会貢献活動を行う団体として認められ、中井町

を主な活動拠点とする、３人以上の町内在住または

在勤の方が構成員となっている団体など。

【対象となる活動】

　地域の課題や社会問題等の解決に取り組む、不特

定かつ多くの町民の利益となる活動。

【補助対象経費】

　活動を実施するために直接必要と認められる経費。

　領収書のないもの、使途が不明なもの、団体の経

常的な運営費などは対象となりません。

※食糧費は、原則認められません。

【 応 募 期 間 】

・平成25年度分

　平成25年５月１日（水）〜11月29日（金）

・平成26年度分

　平成26年２月３日（月）〜11月28日（金）

　右の③発展支援コースに申請した団体活動

について、審査を行っていただく、まちづく

り審査会委員を募集しています。

①　自立支援コース　〜団体活動の自立化を支援〜

　対　象／団体設立後１年未満の団体

　補助額／補助対象経費の総額以内（上限５万円）

②　活動支援コース
　　　　　　　〜団体活動の育成・継続を支援〜

　対　象／団体設立後１年以上の団体

　補助額／補助対象経費の３分の２以内

　　　　　（上限10万円）

③　発展支援コース　　〜団体活動の発展を支援〜

　対　象／団体設立後１年以上の団体

　補助額／補助対象経費の３分の２以内

　　　　（上限30万円）

　※プレゼンテーションにより、まちづくり審査会

が審査を行います。活動終了後には、活動報告

会を行っていただきます。

④　自治会支援コース
　　　　　　〜自治会活動の継続・発展を支援〜

　対　象／自治会

　補助額／対象経費の２分の１以内（上限５万円）

※③発展支援コース以外は、書類審査により町が交

　付の可否を決定します。

【補助内容（コースの案内）】

　補助金制度、まちづくり審査会委員募集の詳細は、

下記へお問い合せください。

皆さんの皆さんの で、魅力と活力あるまちづくりをで、魅力と活力あるまちづくりを力力

まちづくり審査会委員を募集しますまちづくり審査会委員を募集します

地域支援課（役場2階）　☎（81）3907問合せ

皆さんの力 で、魅力と活力あるまちづくりを
～まちづくり活動支援補助金制度を始めます～

応募期間：５月15日（水）まで

まちづくり審査会委員を募集します

４/15
水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち
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　　６月14日（金）　9：00～16：30

　　足柄上合同庁舎本館大会議室

定員／80人（先着順）

費用／1,500円（テキスト代など）

受付／５月７日（火）から（10：00～

16：00、土・日除く）小田原市消防

本部　（小田原市前川183－18）または

足柄消防署　（南足柄市怒田40－1）　へ、

申請書を持参してください。

※定員になり次第受付終了

※申請書は小田原市消防本部および

　各消防署にて配布しています。小

　田原市消防本部ホームページでも

　ダウンロードできます。

　　小田原市消防本部　 （49）4410

　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。※雨天中止

　　５月10日（金）　13：30～15：30

　　井ノ口公民館玄関集合

内容／井ノ口上方面のウォーキング

対象／町内在住の方

費用／無料

持ち物／飲み物（水・お茶など）、タオル

※歩きやすい服装でお越しください。

　　不要

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　　５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／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

　　　５月15日（水）までに

　健康課健康づくり班　 （81）5546へ。

　生活習慣病の予防と健康増進のた

め、月１回、体操教室を開催します。

　　５月23日（木）　13：30～15：00

　　井ノ口公民館講堂

内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、

　　　ストレッチ、健口体操、

　　　健康ミニ講話など

対象／町内在住の20歳以上の方

費用／無料

持ち物／飲み物（水・お茶など）、

　　　　タオル、室内履き

※体操のできる服装でお越しください。

　　不要

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　赤ちゃんの健康な体づくりや、マ

マの心と体も癒してくれるベビーマ

ッサージに参加してみませんか。

　　４月26日（金）　10：30～11：30

　　井ノ口幼稚園２階ホール

対象／町内在住の３～10カ月児　（ハ

　イハイ期くらいまで）と保護者

定員／10組（先着順）

講師／ベビーマッサージインストラクター

　　　井上　有紀　先生

費用／無料

　　　４月16日（火）から

　子育て支援センター　 （81）3365へ。

　スミレ類、シュンラン、キランソ

ウなど、森には春の山野草が咲き誇

ります。花の色・形、昆虫との関係

も観察しましょう。※小雨決行

　　５月12日（日）　10：00～15：00

　　県立21世紀の森

対象／小学生以上

定員／30人　（応募者多数の場合は抽選）

費用／500円

　　５月１日（水）（必着）までに、　FAX・

メール・往復はがきにて、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

記のうえ、下記へ。

　　県立21世紀の森

　　〒250－0131　南足柄市内山2870－5

　　 （72）0404　FAX（72）2882

　　　k21seiki@ak.wakwak.com

　　５月12・19・26日、６月２日

　　すべて日曜日

　　中央公園野球場および多目的広場

参加資格／町内在住または在勤の方

　　　　　で構成したチーム

抽選会／

　　４月30日（火）　19：00～

　　農村環境改善センター研修室

　　新規登録希望チームは、

　　４月25日（木）までに下記へ。

　　中井町野球協会　井上

　　 （81）1115（役場環境経済課内）

　（公社）日本オストミー協会神奈川

支部では、県障害者社会参加推進セ

ンターの生活訓練等事業として、オ

ストメイト社会適応訓練活動の相談

会、健康教室を開催します。

　　５月11日（土）　13：30～16：30

　　小田原市社会福祉センター

　　（小田原駅西口から徒歩５分）

内容／専門看護師による個別相談、

　グループ懇談、補装具展示など

対象／人工肛門・人工膀胱を保有し

　ている方とその家族および関係者

費用／無料

　　（公社）日本オストミー協会神奈川

　　支部事務局　 0466（45）4216

離乳食講習会

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」

健　康健　康

講　座講　座
乙種防火管理講習会

健康づくりウォーク

ふれあいと交流の里づくり事業

催　し催　し
わくわく＆すくすくタイム
「ベビーマッサージ」

春の森を歩いてみよう！

第86回　中井町野球大会

スポーツスポーツスポーツ

オストメイト健康相談会

相　談相　談
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　五所八幡宮例大祭開催のため、次

のとおり中村・境地区のごみ収集日

に変更がありますので、ご注意くだ

さい。

【可燃ごみ】

　４月29日（月）→４月30日（火）

※お手持ちのごみカレンダーをご確

　認ください。

　　環境経済課環境班　 （81）1115

　総合グラウンドテニスコートの利

用料金を７月から改定します。

【１面利用料金】

　１時間あたり　260円→350円

【夜間照明利用料金】

　１時間あたり　520円→600円

　　地域支援課協働推進班　 （81）3907

　中井中央公園の管理業務を、４月

１日より町指定管理者である「中井

スポーツパートナーズ」が行うこと

となり、申請などの受付および利用

料金の納付場所・期間を次のとおり

変更しました。

【野球場・多目的広場グラウンド】

受付・納付場所／

　野球場管理事務室　 （81）3894

受付・納付期間／

　受付・納付ともに、使用日の２カ

　月前～当日の使用開始時間

　（ただし、ナイター利用は使用日

　の５日前まで）

【パークゴルフ場】

受付・納付場所／

　パークゴルフ場スタートハウス

　　 （81）3893

受付・納付期間／

　受付は使用日の２カ月前～５日前

　（料金納付は当日）

　　地域支援課協働推進班　 （81）3907

　　　◎は昇格者、（　　）内は旧任

【主幹級】

◎まち整備課技幹兼整備班長

　　塚 本 　 智（同課整備班長）

◎上下水道課技幹兼工務班長

　　須 藤 　 肇（同課工務班長）

　教育委員会　井ノ口公民館長

　　岩 本 政 子（福祉課主幹兼子育

　　　　　　　　て支援班長）

【班長級】

　町民課保険年金班長

　　安 池 義 治（健康課高齢介護班長）

　福祉課子育て支援班長

　　片 寄 雅 博（地域支援課副主幹）

　健康課高齢介護班長

　　加 藤 洋 一（まち整備課副主幹）

　教育委員会　教育課社会教育班長

　　久保田充則（まち整備課副主幹）

【新採用職員】

　町民課主事補

　　野 地 俊 孝

　環境経済課主事補

　　岡 野 晴 貴

　教育委員会　教育課主事補

　　宇佐美友紀

【退職】３月31日付

　　川 口 　 満（教育委員会　教育課

　　　　　　　　主幹兼社会教育班長）

　　小 島 一 男（教育委員会

　　　　　　　　井ノ口公民館長）

　　廣 澤 文 昭（町民課主幹兼保険

　　　　　　　　年金班長）

【受験準備講習会】

　　５月16日（木）　9：30～17：00

　　（受付9：00～）

　　足柄上合同庁舎２階大会議室

対象／乙種第４類受験者

定員／50人（先着順）

受講料／9,000円（テキスト代など）

　　平日10：00～16：00に

　　小田原市消防本部足柄消防署消防課

　　（南足柄市怒田40－1）で受付

※郵送・電話・ＦＡＸなどによる申込

　みは受け付けません。

【試験】

　　６月２日（日）

　　神奈川大学横浜キャンパス

種類／甲種、乙種、丙種

　　（財）消防試験研究センター神奈川県支部

　　（〒231－0015　横浜市中区　尾上町

　　5－80　 045（633）5051）

　　へ願書を郵送または電子申請。

※願書は、小田原市消防本部および

　最寄りの消防署にあります。

※電子申請については、（財）消防試

　験研究センター神奈川県支部の

　ホームページをご覧ください。

申込期限／郵送　４月23日（火）まで

　　　電子申請　４月20日（土）まで

　　小田原市消防本部　 （49）4410

　自然豊かな里山での作物の栽培を

通じて、収穫の喜びと食の大切さを

感じていただきます。

内容／種まきから栽培、収穫までを

　体験（年３回～６回の作業を予定）

※収穫した作物は持ち帰ることがで

　きます。

コース（６月スタート）／

　さつまいも、にんじん、大根、

　小松菜、長ねぎ、ブルーベリー

コース（６月スタート）／

　稲作（うるち米・もち米）、

　ブルーベリー、みかん

コース（10月スタート）／

　菜花、玉ねぎ、里芋、みかん

※作物の内容は変更になる場合があ

　ります。

※各コースの詳細は町ホームページ

　をご覧ください。

参加資格／年３回以上の作業に参加

　　　　　できる方

定員／ コース60家族

　　　 コース20家族

※定員を超えた場合は抽選

費用／１家族につき2,000円

　　　４月30日（火）までに

　環境経済課経済班　 （81）1115へ。

案案　内案　内
ごみ収集日の変更

テニスコート利用料金の改定

危険物取扱者試験

中央公園団体利用受付・
料金納付窓口などの変更

中井町職員人事異動
（平成25年４月１日付）

募　集募　集
なかい里山農業体験参加者
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　　　公共施設電話番号
　　　　＊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

＊足柄消防署中井出張所　 （81）0858

＊松田警察署　　　　　　 （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）

【１歳６カ月児健康診査】

　　５月８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・歯科健診、

　　　栄養・育児・心理相談

対象／平成23年10・11月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

【３歳児健康診査】

　　５月１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・歯科健診、栄養・育

　　　児・心理相談、尿検査

対象／平成22年３・４月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　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）

　　　子どもの健康診査案内
　　健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　　相 談 案 内　　

【日常生活での悩みや心配ごとに関する相談】

　　４月30日（火）　9：30～11：30

　　　保健福祉センター３階工作室

【行政相談員による行政の仕事に関する苦情や相談】

　　４月30日（火）　9：30～11：30

　　保健福祉センター３階工作室

　　総務課管理班　 （81）1111

※心配ごと相談との合同相談です。

【　「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】

　　５月７日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター３階工作室

対象／障がい者と家族

　　福祉課福祉班　 （81）5548

【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】

　　５月15日（水）　9：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　　　（前日までに予約してください）

【幼稚園、小・中学校など教育に関する相談】

　　毎週（月）～（金）　8：30～17：15

　　　教育課学校教育班　 （81）3906

　　　kyouiku@town.nakai.kanagawa.jp

　　　たんぽぽ教室（井ノ口公民館内）　 （80）0080

　　　tanpopo@town.nakai.kanagawa.jp

　　足柄上合同庁舎

　　　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】

　　毎週（月）～（金）　8：30～12：00・13：00～17：15

＊法律相談（予約制、電話相談不可）

【弁護士による相談】

　　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】

　　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）

【相続、遺言、登記、成年後見などの相談】

　　毎月第１・３（水）　13：00～16：00

【治療費未払いや示談方法に関する相談】

　　毎週（月）～（金）　9：00～12：00・13：00～16：00

　　かながわ県民センター（横浜市）

　　　かながわ県民センター　 045（312）1121

【悪徳商法などに関する相談】

□　毎週（月）～（金）　9：30～12：00・13：00～16：00

　　　南足柄市消費生活センター（南足柄市役所内）

　　　 （71）0163

　　中井町社会福祉協議会　 （81）2261

　　５月15日（水）　9：30～11：30

　　　井ノ口公民館２階研修室

心配ごと相談（予約不要）

行政相談（予約不要）

スマイル出張相談（予約不要）

健康相談（予約制）

教育相談（予約不要、電話相談・電子メール相談可）

県西地域県政総合センター県民の声・相談室

交通事故相談（予約不要、電話相談可）

消費生活相談（予約不要、電話相談可）
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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/


