
専任調査員（相談員）は、町が発行した身分証明証を必ず提示します。調査・相談は無料です。 

　安全で住みやすい中井町を目指し、私たちの身近な水環境を保全するための「生活排水処理の実態調

査」および、地震に強い安全なまちづくりのための「木造住宅耐震化促進の普及啓発活動」を行います。

　町で任命した調査員（相談員）が各ご家庭を訪問させていただきますので、ご協力をお願いします。

訪問期間：平成21年11月から平成22年３月まで

訪問調査・相談にお伺いします

〜住みやすい中井町を目指して〜〜住みやすい中井町を目指して〜〜住みやすい中井町を目指して〜

情報の種別

目　　　　　的

調査・訪問内容

調査・訪問対象

問い合わせ先

生活排水処理実態調査 木造住宅耐震化促進普及啓発活動

　生活排水処理の実態を把握すること

で、今後の下水道整備や合併処理浄化

槽促進事業などの生活排水処理行政の

推進を図り、環境負荷を軽減させ、き

れいな水環境を保全していくことを目

的とします。

　地震に強い安全なまちづくりを目指し、

住宅の安全性に関する意識の啓発および耐

震化対策に関する知識の普及、また、耐震

改修工事等の実施を促進することを目的と

します。

○合併処理浄化槽・単独処理浄化槽・

　汲み取りの種別

○合併処理浄化槽の人槽別基数

○合併処理浄化槽および単独処理浄化

　槽の設置年月日

○各項目の処理人数

○木造住宅の耐震化を促進するため、対象

　となる住宅を戸別訪問し、町が実施して

　いる耐震化に向けた支援事業（耐震診断

　・耐震改修工事等）のご説明を行います。

　また、地震に備え、家庭でできる耐震強

　化対策の情報提供なども行います。

下水道未接続の家屋および事業所 昭和56年５月31日以前に建築された住宅

（ただし、これ以降に増改築された住宅は

除きます。）

環境経済課環境班　☎（81）1115 まち整備課管理計画班　☎（81）3901

水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち 
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　中井町教育委員会では、町民の皆

さまに読書に親しんでいただき、み

んなで読書活動を推進するために、

毎年、　11月３日を“中井町読書の日”

と定めています。今年度も、「読書の

日の集い」を次のとおり開催します

ので、多くの皆さまのご参加をお待

ちしています。

　　11月３日（火・祝）　9：30～11：00

　　農村環境改善センター１階多目的

　　ホール

内容／ 読書活動推進標語・ポスタ

ーコンクールの表彰　 小学校・幼

稚園の読書活動の取り組みの発表

　　教育課学校教育班　 （81）3906

　幼稚園ウィークとは、保護者や地

域の皆さま方に幼児教育の重要性と、

公立幼稚園の教育をよりご理解いた

だくために、全国の国公立幼稚園で、

さまざまな取り組みがなされます。

●一般公開保育●

　井ノ口幼稚園では、保護者や地域

の方々・教育関係の方々に、幼稚園

の教育活動や子どもたちの様子を知

っていただくために一般公開保育を

実施します。地域の中で園児がいろ

いろな方とふれあえることを大切に

していきたいと考えていますので、

この機会にぜひご来園ください。

　なお、駐車場が狭いので、お車で

のご来園はご遠慮ください。

　　11月11日（水）　9：00～11：30

ご都合のよい時間にお越しください。

　　井ノ口幼稚園

持ち物／スリッパ

●なかよしらんど

　（第２回未就園児と遊ぶ会）●

　井ノ口幼稚園では、年３回、地域

の就園前のお子様と在園児がふれあ

い、一緒に遊ぶ機会をつくる「なか

よしらんど」を開催します。ぜひ、

遊びに来てください。

　　11月13日（金）　9：45～11：15

　（受付9：30～）

　　井ノ口幼稚園

対象児／平成17年４月２日～平成

18年４月１日生まれ

内容／歌、手遊び、紙芝居、簡単な

工作あそび、外遊び

持ち物／保護者の方とお子様の上履

き、水筒、着替え、活動しやすく汚

れてもよい服装

　　井ノ口幼稚園（81）0213

　　10月31日（土）　10：00～12：00

　　保健福祉センター２階集団指導室

テーマ／「身近な誰かが倒れたとき、

あなたならどうしますか？～心肺蘇

生術、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

の使い方～」　講師／清水智明　医師

（足柄上病院循環器科）

主催／足柄上病院　共催／中井町

定員／40人（先着順）　費用／無料

　　氏名・住所・電話番号を下記へ。

　　足柄上病院医学講座担当

　　 （83）0351　FAX（82）5377

　やってみませんか、手打ちそば！

そば粉を練って茹で上げるまで、初

めての方でも気軽に楽しく本格的そ

ば打ちを体験できます。

　　11月21日（土）　9：30～13：00

　　井ノ口公民館

内容／そば打ちと試食

持ち物／エプロン、三角巾、１食分

の持帰り容器（タッパーとペットボ

トルなどつゆがこぼれないもの）

定員／20名（定員になり次第締め切り）

費用／500円（材料代）

　　　10月30日（金）までに井ノ口公

民館　 （81）3311へ。

－クリスマスリースを作る－

　お花に触れて、「作る楽しみ」と、

持ち帰ってご自宅へ「飾る楽しみ」

を味わえます。

　　11月25日（水）　14：00～16：30

　　井ノ口公民館工芸室

講師／金子桂子さん（ＮＦＤ講師）

定員／12名

費用／2,000円（材料代）

　　　11月10日（火）までに井ノ口公

民館　 （81）3311へ。

　12月から２月の土・日・祝日　（ナイ

ターは除く）にテニスコートを利用

する団体の仮予約を受け付けます。

利用を希望する団体は出席してくだ

さい。また、テニスコートを利用す

るためには、毎年度「団体登録」が

必要です。詳しくは下記へ。

　　11月５日（木）　19：00～

　　農村環境改善センター２階研修室Ⅱ

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

　　11月１日・８日・15日・22日

　　すべて日曜日

　　中井中央公園野球場・多目的広場

参加資格／町内在住者・在勤者で構

成したチーム

抽選会／

　　10月20日（火）　19：30～

　　農村環境改善センター２階研修室

　　新規登録チームは10月18日（日）

　　までに下記へ。

　　中井町野球協会副会長

　　植木伸也　 （81）2955

第79回　町内野球大会

テニスコート
利用者団体会議

スポーツ スポーツ 

中井町読書の日の集い

幼稚園ウィーク

講　座 講　座 

手打ちそば体験教室

フラワーアレンジメント教室

県立足柄上病院
第13回　医学講座
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＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

　平成22年度の保育園入園児を次のとおり募集しま

す。入園を希望されるお子様の保護者の方は、子育て

健康課および町内の保育園にて申込書類を配布します

ので、必要事項を記入の上、子育て健康課に提出して

ください。

【入園の対象】各園とも生後６か月以降のお子様

【募 集 期 間】11月４日（水）～11月18日（水）

【募集保育園】〔公立〕中村保育園、井ノ口保育園

　　　　　　　〔民間〕木之花保育園

【提 出 書 類】

「保育所入所申込書」兼「保育所入所調査票」

　※お子様ごとに１部提出

「就労証明書」等、お子様を日中家庭で保育でき

　ない状態を証明できる書類

※求職活動を理由に申し込みされる場合の就労証

　明書の提出は４月以降で結構です。

【定　　　員】

中村保育園（60名）、井ノ口保育園（60名）、木之花

保育園（120名）　※さらに年齢毎の定員もあります。

詳細は下記へお問い合わせください。

【そ　の　他】

●木之花保育園に入園を希望される場合は、木之花

　保育園にも事前申し込みが必要です。

●町外の認可保育園に入園を希望される場合は下記

　へお問い合わせください。

●申込者に対し面接（公立１月・民間12月）を行い

　ます。

★保育園に入園できる基準★

　保育園に入園できる基準は、お子様の保護者のいず

れもが、次のいずれかに該当する場合で、かつ両親以

外の同居している60歳未満の親族等がお子様の保育

をできない場合に限られます。

保護者が昼間家庭の外で仕事をしているため、お子

　様の保育ができない場合

保護者が昼間家庭でお子様と離れて、日常の家事以外

　の仕事をしているため、お子様の保育ができない場合

妊娠中であるか、または出産後間もない場合

保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精

　神もしくは身体に障害を有しており、お子様の保育

　ができない場合

同居の親族が、長期にわたり疾病の状態にある、ま

　たは精神もしくは身体に障害を有するため、保護者

　が常時介護する必要があり、お子様の保育ができな

　い場合

保護者が求職活動を行うため、お子様の保育ができ

　ない場合

火災や風水害、地震などにより家屋を失ったり破損

　したため、その復旧の間お子様の保育ができない場合

死亡、行方不明、拘禁などの理由により、保護者が

　いない家庭の場合

※ の勤労時間は午前午後にわたって１日４時間以

　上、勤労日数は週３日（日曜を除く）以上

※ の入所期間はおおむね２～３か月間

※ の入所期間は最長で２か月間

　今回は園の畑で収穫したさつま芋

を、園児と一緒に焼き芋にして食べ

ます。ぜひ、親子で食べに来てくだ

さい。雨天時は園舎内で遊びます。

　　10月29日（木）　9：30～11：10

　　中村保育園園庭　※雨天時は園舎内

持ち物／雨天時のみ上履き

　　中村保育園　 （81）0233

　～既に町内の保育園に入園している方～

　現在、町内の保育園に在籍しており、来年度（４月以降）も同じ保育園に継続して入園を希望される方は、

１月以降に継続の手続きをしていただきますので、今回の募集期間中に手続きをする必要はありません。

　ただし、来年度（４月以降）に別の保育園を希望される方は、今回の募集対象となりますので、募集期間内

に手続きをしてください。

　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てい

ます。

　　11月４日（水）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

　　※雨天時は遊戯室

　　井ノ口保育園　 （81）1128

催　し 催　し 

募　集 募　集 平成22年度　保 育 園 児 の 募 集

第２回
中村保育園 園庭開放

第４回
井ノ口保育園 わくわく広場

　　子育て健康課子育て支援班　 （81）5546
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　次の時代を担う青少年に、美しい

中井町を継承しようと環境問題に取

り組んでいます。その一環として、

町民参加による「環境美化活動」を

実施しますので、奮ってご参加くだ

さい。

　　11月15日（日）　受付9：00～

　　9：30～12：00（予定）　※小雨決行

　　境グリーンテクパーク

　　　各自治会の青少年育成会推進

委員または青少年育成会環境部長

　塚尾次男　 （81）1193へ。

　交通事故、詐欺、おどしなどの犯

罪の被害にあい、警察や検察庁に訴

えたが、検察官がその事件を起訴し

てくれない。このような不満をお持

ちの方のために検察審査会がありま

す。費用は無料で秘密は固く守られ

ます。申し立てや手続きについては

下記へお問い合わせください。

　　小田原検察審査会事務局

　（横浜地方裁判所小田原支部内）

　　 （22）6186

　国の緊急保証制度により、神奈川

県信用保証協会を利用して金融機関

から融資を受ける際に負担する信用

保証料を補助します。

対象事業者／以下の条件をすべて満

たす方

町内に１年以上事業所を有し、現

に事業を営んでいること。

平成20年４月１日から平成22年

３月31日までに、　中小企業信用保険

法第２条第４項第５号に基づき、中

井町長の認定を受けて神奈川県信用

保証協会を利用し、金融機関から融

資を受けている方。

中小企業信用保険法第２条第１項

に規定する中小企業者であること。

町税の納税義務者であって、町税

を完納していること。

補助金額／１事業所につき５万円を

限度に、神奈川県信用保証協会に支

払った保証料に相当する額

　　環境経済課経済班

　　 （81）1115

　月間・週間予定表、主な医療機関、

県内鉄道・東京地下鉄路線図のほか、

最新の統計情報、県内各行事など、

神奈川の情報がコンパクトに掲載さ

れています。

定価／１冊500円　

販売／　　企画課

　　　　　11月２日（月）～平成22年

　　　　　１月29日（金）まで（予定）

　　　企画課情報班　 （81）1112

　公共下水道排水設備工事の設計・

施工管理に必要な責任技術者の資格

試験および講習会を実施します。

【試験】

　　平成22年２月17日（水）

申込書配布／

11月２日（月）～30日（月）

受付場所／上下水道課

受付期間／11月16日（月）～30日（月）

　　　　　平日8：30～17：00

【更新講習会】

　　平成22年１月14日（木）・15日（金）

　　のいずれか指定された日

受付場所／上下水道課

受付期間／11月16日（月）～30日（月）

　　　　　平日8：30～17：00

※平成16年度に合格、　修了した更新

講習対象者には、　10月下旬までに案

内書、申込書一式が日本下水道協会

神奈川県支部より郵送されます。

　　上下水道課業務班

　　 （81）3903

　神奈川電子自治体共同運営サービ

スでは、神奈川県と県内市町村など

が共同で申請・届出や公共施設利用

予約、電子入札などのオンラインサ

ービスをご提供します。

　水道使用開始申込・休止届出、住

民票の写し交付申請、小児医療証交

付申請、児童手当等認定申請、スポ

ーツ施設・会議施設等の利用予約、

入札参加、入札参加資格の認定申請、

入札情報の閲覧などの手続きにご利

用ください。

　　https://www.e-kanagawa.lg.jp/

案　内 案　内 

ごぞんじですか！
検察審査会　　　

中小企業信用保証料
補助制度を改正しました

下水道排水設備工事
責任技術者試験・講習会

2010（平成22）年版　　
かながわ県民手帳の販売

オンラインサービスを
ご利用ください

環境美化運動
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　　11月４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18年9月・10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

　　11月11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20年４月・５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

　　11月25日（水）　9：30～12：30

　　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か月児～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

参加費／400円

　　　11月18日（水）までに子育て健

康課健康づくり班　 （81）5546へ。

　季節性インフルエンザは、初冬か

ら春先にかけて流行し、高齢の方が

かかると重症化することがあります。

予防接種は最も有効な予防法です。

対象者／次のいずれかに該当し、本

人が接種を希望する町民の方（以下

年齢は接種日当日を基準）。

満65歳以上

満60歳以上65歳未満で、　心臓、　じ

ん臓、もしくは呼吸器の機能等の障

害で身体障害者手帳１級をもってい

る。

実施医療機関／予防接種を行ってい

る、町内および足柄上郡、中郡、小

田原市の各医療機関（予約や休診日

等、詳しくは医療機関へ）。上記以

外の地区の医療機関で接種を希望さ

れる方は、事前に下記へお問い合わ

せください。

接種回数／１回

持ち物／健康保険証

自己負担金／1,000円

　　　　　（生活保護受給者は無料）

接種期間／町内および足柄上郡、小

田原市の各医療機関：平成22年２月

28日（日）まで、中郡の各医療機関：

11月２日（月）～12月28日（月）

【注意】この予防接種は新型インフ

ルエンザを予防するためのものでは

ありません。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　国民健康保険被保険者40～74歳

の方を対象とする「特定健康診査」、

75歳以上の方を対象とする「健康づ

くり健康診査」を実施しています。

個別健診と集団健診の2つの受診方

法があります。

個別健診

●中井町内、秦野市内の医療機関●

　　12月31日まで

●　二宮町内の医療機関●

　　10月31日まで

自己負担額／1,500円

　　　　　（75歳以上の方は無料）

　　事前に各医療機関へ連絡の上、受

診してください。

集団健診

　　保健福祉センター

　　11月26日（木）　8：30～11：30、

　　11月27日（金）　8：30～11：30の

　　いずれか

自己負担額／800円（75歳以上の方

は無料）

　　11月10日（火）までに下記へ。

【共通事項】

持ち物／町が発行する受診券、健康

診査票等

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　こころの健康保持増進に関心を持

っていただくとともに、うつ病を含

むメンタルヘルスに関して、自己管

理および家族、周囲の人々の不調へ

の目配り見守り等について正しく理

解し、適切な対応について学びまし

ょう。

　　11月12日（木）　14：00～16：00

　　保健福祉センター３階集会室

内容／「心と身体の健康を考える～

ストレスが病気をまねく～」

講師／山田弘明　先生

　　　（クリニック山田院長）

費用／無料

対象／町内在住の方

定員／50名

主催／足柄上保健福祉事務所・中井町

　　11月11日（水）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

　　上記または足柄上保健福祉事務所

　　保健予防課　 （83）5111（代）

離乳食講習会

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

健　康 健　康 高齢者インフルエンザ
　　　　　予 防 接 種

特定健康診査・　　
健康づくり健康診査
　　　　　（後期高齢者）

こころといのちの
　サポート講演会
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＊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１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

　行政相談制度を広く皆さまに知ってもらい、利用していただくため、毎

年10月に行政相談週間を設け、各種行事を実施しています。

　「行政相談制度」は、役所の仕事に対する苦情・意見・要望等を相談委

員がお聴きしてその解決を促進するとともに、皆さまからの声を行政に役

立てるものです。

　「苦情がある」「困っていることが

ある」「こうしてほしい」「どこに相

談したらいいかわからない」など、

行政に関する相談がありましたらお

気軽にご相談ください。

　中井町では、町民の方が気軽に相

談制度をご利用いただけるよう行政

相談、人権相談、心配ごと相談を

10月30日（金）に合同で開催します。

行政相談委員、人権擁護委員、民生

・児童委員がご相談に応じます。事

前予約も必要ありませんので、お気

軽にお越しください。

　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。

　　11月４日（水）　14：00～16：00

　　※例月と開催日が異なります

　　保健福祉センター３階工作室

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

　　11月18日（水）　9：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

内容／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。

　　　相談のある方は前日までに子育て

健康課健康づくり班　 （81）5546へ。

この機会にお気軽にご利用ください 

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 

行政相談所の開設

健康相談

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〜

この機会にお気軽にご利用ください 

１０月１９日（月）～２５日（日）は行政相談週間です 

合 同 相 談
～行政・人権・心配ごと相談～

10月30日（金）
　　　【午前】9：30～11：30

　　　　　　保健福祉センター

　　　【午後】13：30～15：30

　　　　　　井ノ口公民館

総務省行政相談委員／

吉本光代　氏（宮原）

　　神奈川行政評価事務所　（行政苦情

　110番）　 （0570）090110

　　中井町総務課管理班　 （81）1111
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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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