
◆ごみのないきれいな生活環境を地域でつくるため、散歩や買い物など

の日常生活の中で、無理なくごみ拾いやパトロールなどをしていただ

くボランティアを募集しています。

　昨年７月に発足し、現在37人が活動しています。１月末現在で、

30Ｌのごみ袋116袋分ものカン・ビン・散乱ごみを回収しました。町が回収した不法投棄物量が、前年

比で約30％減少したことからも、清掃ボランティアによるごみ拾いや、監視の成果がうかがえます。

　しかし、まだまだ登録者の少ない地区があり、町全域を網羅できていないのが現状です。

◆地域のみなさんの「目」は、ポイ捨てを含む不法投棄の未然防止にとても効果があります。

　清掃ボランティアは気軽に活動できますので、地域ぐるみで、不法投棄されないきれいな生活環境

をつくるため、ぜひお散歩仲間と一緒にご登録をお願いします。

※詳細については、町ホームページをご覧ください。

　　登録用紙を下記へ持参・郵送・FAX・メールのいずれかの方法で提出してください。また、電話でも

　　お申し込みできます。なお、登録用紙は下記窓口で受け取るか、町ホームページでダウンロードする

　　ことができます。

　　役場１階　環境経済課環境班　〒259−0197　中井町比奈窪56

　　☎（81）1115　FAX（81）4676　　　kankyo-keizai@town.nakai.kanagawa.jp

　富士山頂から太陽が昇る瞬間と沈む瞬間に、富士山と太陽が重なり、富士山がダイヤモンドのように輝く

現象を、「ダイヤモンド富士」といいます。気象条件が良ければ、下記の日時に観察することができます。

～　捨てない人から拾う人を目指して捨てない人から拾う人を目指して　～
清掃ボランティア募集中！清掃ボランティア募集中！

◆　　　４月２日（水）　17：39

　　　　海の風（中央公園野球場から町道関山線を秦野方面へ約150m左手）

◆　　　４月３日（木）　17：39

　　　　中央公園展望広場（遊びの広場、ローラーすべり台上の高台）

ダイヤモンド富士を観察しよう

清掃ボランティア募集中！清掃ボランティア募集中！
～　捨てない人から拾う人を目指して　～

　　企画課政策班　☎（81）1112

※日時・場所については、あくまでも推計値です。

　また、気象条件によっては、観察できない場合があります。

※お車でお越しの方は、中央公園野球場の駐車場をご利用ください。

　（19：00まで利用可）

①　散乱ごみなどを中心に、ごみを回収する。
②　回収したごみを分別して、　家庭ごみと一緒にステーションへ搬出する。
　※回収が困難な不法投棄物については、役場まで連絡してください。
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　社会の変化に対応できる、柔軟で持続可能な地域社会をつくりだして

いくためには、町民の方と行政の協働によるまちづくりを進展させる必

要があります。

　また、行財政改革に引き続き取り組み、最少人数の職員で、施策を効

率的・効果的に推進できる組織、スピーディーな意思決定と対応ができ

る組織、町民の方が利用しやすい組織とすることが必要です。

　このため、４月１日付で役場の機構改革を行います。

【変更点】

１．税務町民課の設置

　税務課と町民課を統合し、「税務町民課」を設置します。諸証明書の発

行などにおいて、町民の皆さんの利用機会の多い２課を１課とすること

で、利用しやすい体制とし、窓口・証明発行業務の強化を図ります。

２．なかいこども園の設置

　教育・保育の総合的かつ効果的な推進を図るため、幼稚園と保育園を

一体的に運営する「なかいこども園」を設置します。こども園に関する

事務は教育委員会で行い、義務教育への滑らかな接続を図ります。

　中村小学校で飼育しているウサギ

が、増えてしまいました。引き取っ

ていただける方に、無料でお譲りし

ます。　ご希望の方は、　３月31日（月）

までに下記へご連絡ください。

　　中村小学校　 （81）1116

　消費税率および地方消費税率の改

定（５％から８％）により、し尿処

理手数料を改定します。

　現在お手持ちのし尿処理券は、

３月31日（月）で使用できなくなりま

すので、次のとおり手続きをお願い

します。

改定・手続きの内容／

４月１日（火）から使用できるし尿

処理券（388円/枚）　は、　３月17日

（月）以降、町民課または、井ノ口

公民館で購入してください。

　その際、未使用のし尿処理券が

ありましたら、払い戻しの手続き

をしてください。

４月１日（火）から、町の組織変更

に伴い、し尿処理券は税務町民課

で発行します。

　　上下水道課工務班　 （81）3903

　町では、　NTTドコモ、　KDDI、　ソフト

バンクモバイルが提供するサービス

を利用し、緊急速報メールの配信を

始めました。

　これは、避難勧告など、緊急性の

ある情報を、特定のエリア（町内）に

ある携帯電話へ情報配信するサービ

スです。

　なお、携帯電話の機種や設定など

により、受信できない場合がありま

すが、その確認方法については、携

帯電話会社にお問い合わせください。

発信する情報／避難勧告、避難指示、

　警戒区域情報、東海地震予知情報など

　　総務課防災管財班　 （81）1111

　神奈川県と県内市町村が共同で、

電子申請・届出や公共施設利用予約、

電子入札などのオンラインサービス

を提供しています。ご家庭のパソコ

ンやスマートフォンなどから、いつ

でもインターネットでご利用できま

す。※いずれも事前登録が必要です。

【電子申請・届出（住民票の写し請求など）】

　　https://shinsei.asp-e-kanagawa.lg.

　　jp/eka-jportal/kanagawa/

【公共施設利用予約（中井中央公園

　多目的広場、井ノ口公民館など）】

　　https://yoyaku.asp-e-kanagawa.lg.

　　jp/karcof/reserve/gin_menu

【電子入札（工事、コンサルなど）】

　　https://www.town.nakai.kanagawa.

　　jp/forms/info/info.aspx?info_id=4375

　　企画課政策班　 （81）1112

※個別の内容については、各担当課

　へお問い合わせください。

　　総務課管理班　 （81）1111

　大地震が発生すると、転倒した

家具やガラスの破片が凶器となり、

大けがをする恐れがあります。

　家具の転倒防止用具の取り付け

や、ガラス飛散防止シートの貼り

付けなど、対策を

進めましょう。

　　総務課

　　防災管財班

　　☎（81）1111

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。

4月6日（日）

　　中央公園　里やま直売所付近

イベント／卵のつかみ取り　ほか

　　足柄上商工会 （83）3211

次回開催日時

10：00〜15：00
※雨天中止

案　内案　内

緊急速報メールを配信します

ウサギを譲ります（無料）

し尿処理手数料の改定

神奈川県電子自治体
共同運営サービス

家具の転倒・
　　落下防止対策を　！

役場の組織が変わります
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　今から20年前、　松本自治会の山口

一男さんが、　福島県の　「三春の滝桜」

の苗木を譲り受け、　松本地区に10本

を植栽しました。見事に咲き誇る滝

桜を見ながら、音楽を聴き、手打ち

そばなどを食べて、中井町の春を堪

能してみませんか。

　スタッフ一同、心を込めておもて

なしします。

　　４月５日（土）　11：00～14：00

　　松本332番地先（泰翁寺そば）

内容／

26人のニュージャズオーケストラ

　「モール」による、バンド演奏

模擬店　（手打ちそば、　おでん、　豚汁、

　　　　　焼きそば、　飲み物など）

その他／駐車場を会場付近に用意し

　ています。誘導員の指示に従って

　駐車してください。

　　山口幹雄　 （81）0638

　竹細工で茶杓を作り、桜咲く森の

中でお茶会を開催します。

　　４月12日（土）　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／1,000円

　　４月２日（水）（必着）までに、　往復

はがき・FAX・メールにて、　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

番号を明記の上、　問い合わせ先へ。

　　県立21世紀の森管理事務所

　　〒250－0131南足柄市内山2870－5

　　 （72）0404　FAX（72）2882

　　　　k21seiki@ak.wakwak.com

　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。

　相談のない方も、あそびの広場と

して併設の《わきあいひろば》をご

利用いただけます。

　　４月17日（木）　受付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

　　　相談希望の方は、前日までに

　健康課健康づくり班　 （81）5546へ。

　初心者・初級者・中級者でコース

を分け、ストローク・ボレー・サー

ビスを中心に、基礎的練習や応用的

プレー、試合形式練習などを実施し

ます。小田原テニス協会役員が中心

となって指導します。

　　４月６日、５月４日、６月１日、

７月６日、９月７日、10月５日、

11月２日、12月７日、平成27年

１月４日、２月１日、３月１日

いずれも日曜日

時間は9：00～12：00

　　南足柄市運動公園ほか　（開催日に

より会場が異なります。　詳しくは

お問い合わせください）

対象／小学４年生以上で、小田原市・

南足柄市・中井町・大井町・松田町・

山北町・開成町・箱根町・真鶴町在

住・在勤・在学の方、および小田原

テニス協会加盟団体員

費用／100円（ただし会場によって

　　　は無料の場合もあります）

持ち物／テニスシューズ、ラケット、

　　　　テニスのできる服装

　　不要（直接会場へお越しください）

　　小田原テニス協会　杉山　 （76）3814

　　　　masahiro-s@ra3.so-net.ne.jp

　子どもたちの安全確保や不審者の

犯罪行動防止のため、子どもたちの

登下校時間帯の見守り、あいさつな

どの声かけを中心として、　現在71人

の子ども安全パトロール員が活動し

ています。

　地域の防犯活動に関心のある方、

散歩の合間などに子どもたちを見

守っていただける方を随時募集して

います。

※ボランティア活動のため、報酬は

　ありません。

※町でボランティア保険に加入します。

　　役場２階総務課にご来庁ください。

「登録票」　に必要事項をご記入い

ただいた後、　パトロールの際の携

行品などをお渡しします。

　　総務課防災管財班　 （81）1111

　足柄観光ガイドの会（AKG28）は、

足柄地域の観光ボランティアガイド

やイベントの手伝い、街歩きなどの

活動をしている団体です。やってみ

ようという意欲のある方は、どなた

でも大歓迎です。一緒に楽しく活動

してみませんか。

募集人員／10人程度

　　　　（現在の会員数　25人）

年会費／3,000円

　　４月15日（火）までに、

　　電話またはFAXにて下記へ。

　　足柄観光ガイドの会事務局　高橋

　　 　090（7700）9489

　　FAX　0463（88）0750

楽しいテニスの集い（硬式）

育児相談
わきあいひろば

相　談相　談

募　集募　集
子ども安全パトロール員

足柄観光ガイドの会（AKG28）会員

催　し催　し

スポーツスポーツスポーツ

「まつもと滝桜」　お花見会

茶杓づくりと桜のお茶会
ちゃしゃく

ちゃしゃく
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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】

　　４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カ月児　（平成25年

　11月６日～平成26年１月２日

　生まれ）と７カ月児（平成25年

　８・９月生まれ）

持ち物／母子健康手帳、　問診票

　　不要

【幼児歯科教室・歯科健康診査】
●共通事項

　　４月９日（水）　受付9：00～9：15

　　不要

●幼児歯科教室

対象／１歳児（平成25年３・４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

持ち物／母子健康手帳、　歯ブラシ

●幼児歯科健康診査

対象／２歳児（平成24年３・４月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成23年９・10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、フッ素塗布、歯磨き指導、

　　　栄養・育児相談、エプロンシアター

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ、問診票

　　　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】

　　３月28日（金）　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】

　　３月28日（金）　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】

　　４月１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】

　　４月16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）

　　　 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

　　４月15日（火）　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/


