
　町では、町民の生命・財産を守るため、昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建て

られた木造住宅について、耐震診断・耐震改修工事に係る費用の一部を補助します。安

全で安心した生活ができるよう、補助制度をぜひご活用ください。

　耐震診断により耐震性が低いと診断された木造住宅で耐震改修工事などを施工した場合に、そ

の費用の一部を補助します。

木造住宅耐震改修工事等補助金木造住宅耐震改修工事等補助金

木造住宅耐震診断補助金木造住宅耐震診断補助金

家の耐震性は大丈夫ですか

まち整備課　管理計画班　☎（81）3901問合せ

　木造住宅の耐震性の診断に係る費用の一部を補助します。

補助対象住宅

右の①〜③全てに　
当てはまる木造住宅

①　町民自らが所有・居住している木造住宅

②　昭和56年５月31日以前に建築された一戸建住宅、二世帯住宅、店舗

　　等併用住宅で、増築や改築をしていない木造住宅

③　地上２階建て以下で在来軸組工法により建築された木造住宅

補 助 金 額 診断費用の2/3（上限４万円）

診断の結果、総合評点が1.0未満と判定されたら…下記補助金を利用した耐震改修工事などの検討を！

木造住宅耐震改修工事等補助金

木造住宅耐震診断補助金

耐 震 改 修 工 事
耐震シェルター・防災ベッド設置

補助対象住宅

補 助 金 額

　上記耐震診断補助金の補助対象住宅であり、耐震診断の結果、

総合評点が1.0未満と診断された木造住宅

改修工事費用の1/2

　町内業者の施工：上限70万円

　町外業者の施工：上限50万円

設置費用の1/2（上限25万円）

交付申請書に必要な書類

を添えて申請をします。

・交付決定

・耐震工事などの施工

町に工事・設置

完了の報告

・補助金額確定

・補助金の支給

※いずれの補助金制度も、申請の前には

　必ず右記へご相談ください。

（東京都が安全性を評価し信頼できる耐震
　改修工法・装置として選定したもの）

交付申請手続き

【
申
込
の
流
れ
】

交付申請書に必要な書類

を添えて申請をします。

・交付決定

・耐震診断の実施

町に耐震診断

完了の報告

・補助金額確定

・補助金の支給

交付申請手続き

【
申
込
の
流
れ
】
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　町内で１年以上同一事業を営み、

一定の条件を満たす中小企業者に、

事業に必要な資金を融資します。

貸付限度額／

運転資金または設備資金　各1,000万円

運転・設備併用資金　　1,250万円

貸付期間／７年以内

年利率／1.4%

※詳細は町ホームページをご覧ください。

　　さがみ信用金庫中井支店

　　または中南信用金庫中井支店

　　環境経済課経済班

　　 （81）1115

　町指定融資を利用した際に信用保

証協会の信用保証を受けた中小企業

者に、信用保証料を補助します。

補助対象／

　次の ～ の町指定融資を受けた方

中井町中小企業振興融資

中小企業信用保険法第２条第４項

　第５号（セーフティネット５号）

　の規定による融資

東日本大震災復興緊急保証

補助額／信用保証協会へ払い込んだ

保証料に相当する額（上限５万円）

※詳細は町ホームページをご覧ください。

　　融資を受けた金融機関

　　環境経済課経済班

　　 （81）1115

　６月１日（土）～７日（金）は水道週

間です。水道について国民の理解と

関心を高めることを目的として実施

されています。

　この機会に水の尊さを見直し、水

を大切にしましょう。

　　上下水道課業務班　 （81）3903

　有効期間が満了となる水道メータ

ーを交換します。対象の方には直接

はがきにて通知します。

　　６月１日（土）～30日（日）

対象メーター／

　「中18・・」と刻印のあるもの

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

※作業中は断水します。

費用／無料　（メーター交換のみの場合）

※メーターボックス交換など希望の

　場合は別途費用がかかります。

その他／屋外で作業しますので、お

　留守の場合でも実施します。

　ご不明な点がありましたら下記へ

お問い合わせください。

　　上下水道課業務班　 （81）3903

　妊娠中のことや育児に関する相談

を保健師・栄養士がお受けします。

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》を

併設します。

　　６月27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

　　　前日までに健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　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４日（火）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

※雨天時は遊戯室　　　不要

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　素敵なピアノの音に合わせて親子

で楽しく体を動かしましょう。季節

を感じられる制作も行います。

　　６月21日（金）　10：30～11：30

　　井ノ口幼稚園２階ホール

対象／町内在住の２～3歳児と保護者

定員／20組（先着順）

講師／一色　由利子　先生

費用／無料

　　　５月20日（月）より

　子育て支援センター　 （81）3365へ。

　井ノ口幼稚園では、年３回地域の

就園前のお子さんと在園児が触れ合

い、一緒に遊ぶ機会をつくるため

「なかよしらんど」を開催します。

　　６月13日（木）　9：45～11：15

　　受付9：30～9：45

※受付時間に間に合うようにお越し

　ください。

　　井ノ口幼稚園

内容／歌、手遊び、紙芝居、好きな

　　　遊びを楽しむなど

対象／平成20年４月２日～

　　　平成22年４月１日生まれ

持ち物／お子さんと保護者の室内履

　き、帽子、タオル、飲み物、必要

　に応じて着替え

服装／動きやすく汚れても良い服装

その他／駐車場が狭いので、なるべ

　く徒歩でお越しください。

　　井ノ口幼稚園　 （81）0213

案　内案　内 水道メーターの交換

中井町中小企業
振興融資制度

中井町中小企業
信用保証料補助制度

第55回水道週間
「復興の　未来と生命（いのち）　照らす水」

催　し催　し
井ノ口保育園　第1回

わくわく広場

なかよしらんど
（第１回未就園児と遊ぶ会）

わくわく＆すくすくタイム
親子で楽しいリトミック

相　談相　談
育児相談

わきあいひろば

中井町グルメ＆楽しいイベント満載

里山なかい市
新鮮野菜を販売する里やま直売

所の周りに、商店が多数出店！

皆さんのご来場をお待ちしています。

６月２日（日）
　　里やま直売所付近　※雨天中止

イベント／卵のつかみ取り

　　足柄上商工会 （83）3211

次回開催日
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　町の職員が公務で使用する自動車

に、有料広告を掲載する広告主を募

集します。

内容／特殊フィルムで作成した広告

物を、公用車の左右側面に貼り付け

ます。広告物は広告主が作成し、貼

り付けていただきます。

　　役場２階総務課で配布している申

込書に広告案を添えて、総務課防

災管財班に直接提出してください。

また、申込書はホームページでも

ダウンロードできます。

※申込み台数に制限はありません。

※申込みは随時受け付けています。

　　総務課防災管財班　 （81）1111

　骨がスカスカになってから、骨を

丈夫にすることは容易ではありませ

ん。そうなる前からのさまざまな生

活習慣が大切です。まず、あなたの

骨密度を確認してみませんか。

　　６月17日（月）　9：30～11：30

　　保健福祉センター

内容／ 骨密度測定（かかと部分の

　骨を超音波で測定）と結果説明

骨粗しょう症予防に関する講話

個別相談（希望者）

対象／町内在住の20～64歳までの方

定員／30人

費用／無料（先着順）

※締め切り時点で定員に満たない場

　合は、　65歳以上の方も参加できま

　す。

　　５月31日（金）までに下記へお申し

込みください。また、託児をご希望

の方は合わせてお申し出ください。

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　フッ化物洗口普及事業「健康づく

りは、お口のケアから」

　　６月６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、

　フッ化物塗布、フッ化物洗口体験、

　プラークテスト、　歯周病テストほか

対象／幼児～高齢者

主催／足柄歯科医師会

費用／無料

　　不要

　　足柄歯科医師会事務所　 （74）1180

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　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

　　６月14日（金）　13：30～15：30

　　境コミュニティセンター集合

内容／震生湖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

　こゆるぎ体操で体をほぐして、四

季折々に変わる「美・緑」の里山を

楽しく歩いてみませんか。

　　６月３日（月）　9：00～11：00

　　境コミュニティセンター広場集合

内容／中井町健康づくりコースおよ

　　　びその周辺をウォーキング

※雨天時は境コミュニティセンター

　でレクリエーションを行います。

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。

　　不要

　　わかくさ会　武井　 （81）2535

　生活習慣病の予防と健康増進のた

め、体操教室を開催します。

　　６月25日（火）　13：30～15：00

　　保健福祉センター３階集会室

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

※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

　風しんのまん延防止を目的として、

ワクチンを接種した方に接種費用の

一部を助成します。

接種期間／平成26年３月31日まで

（平成25年４月１日～５月14日に接

　種された方は、償還払いの方法で

　助成します）

対象／ 妊娠を予定している女性お

　　　　よびその配偶者

妊娠をしている女性の配偶者

助成金額／

　麻しん風しん混合ワクチン　8,000円

　風しん単体ワクチン　　　4,000円

※接種費用は医療機関によって異な

　り、差額は自己負担となります。

助成回数／１人１回限り

接種方法／接種を実施している町内、

　足柄上地区および小田原市内の医

　療機関（事前の予約が必要です）

持ち物／健康保険証

　　　　母子健康手帳（お持ちの方）

その他／詳細は下記までお問い合わ

　せください。

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

健　康健　康

健康づくりウォーク

ふれあいと交流の里づくり事業

募　集募　集
中井町公用車広告主

骨粗しょう症予防講座

歯の衛生週間

わかくさ会
健康づくりウォーキング

風しんの予防接種費用の助成
（風しん緊急対策）

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」

広告規格 広告料金 台数

50 ×50 6,000円／年間 ４台

60 ×60 7,000円／年間 ３台

費用および掲載可能台数／
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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）

【３〜４カ月・７カ月児健康診査】

　　６月５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カ月児　（平成25年

　１月４日～３月５日生まれ）と

　７カ月児　（平成24年10・11月

　生まれ）

持ち物／母子健康手帳

　　不要

【幼児歯科教室・歯科健康診査】

●共通事項

　　６月12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24年５・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（平成23年５・６月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成22年11・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】

　　６月３日（月）　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】

　　６月３日（月）　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】

　　６月４日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター２階集団指導室

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】

　　６月19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

　　６月17日（月）　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/


