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春の全国交通安全運動
安全は 心と時間の ゆとりから
　入学、入園の季節です。子ども
たちが事故に巻き込まれないよ
う、次の点に注意しましょう。
◇通学路の運転は十分に注意する
◇横断歩道を渡ろうとしている歩
行者がいたら、車は必ず一時停止
◇加齢などで運転に不安のある人
が身近にいる場合は、運転免許の
自主返納について話し合う
▪担市民協働課薀94-4715

2月 1～2月
発　生 26 46（+14）
死　者  0  0（± 0）
負
傷
者

計 34 60（+17）
重  0  1（± 0）
軽 34 59（+17）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

市内の交通事故件数

4/6～15

図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

▪時日時　▪場場所　▪対対象　▪定定員　▪費費用　▪申申し込み　▪締締め切り
▪問問い合わせ　▪担担当　　薀電話番号　 FAX番号　 メールアドレス

4/1～30
お知らせ information

国勢調査の調査員を募集中
従事内容や応募要件など詳しくは、
市役所4階の担当にお問い合わせく
ださい▪申市ホームページ｢募集｣の専
用フォームから、または電話か直接
担当へ※右のＱＲコード
からも応募できます▪締3
月31日(火)
▪担経営企画課薀94-4845

いせはらシティプロモーション
指針を策定

いせはらシティプロモーション推進
計画の期間満了に伴い、引き続き市
民･行政をはじめとした関係機関が 
一丸となってシティプロモーション
を進めるための方針として｢いせはら
シティプロモーション指針｣を策定
しました◇閲覧場所＝市役所4階の
担当か1階の市政情報コーナー※市
ホームページ｢いせはらシティプロ
モーション｣からもご覧になれます
▪担広報戦略課薀94-4864
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だ ち

氏が人権擁護委員に就任
令和2年4月1日付けで法務大臣から
足立幹

みき

夫
お

氏が人権擁護委員に委嘱さ
れました。任期は3年間です。人権擁
護委員は市役所で毎月1回行う人権
相談を受けています。各地区の委員
は次の皆さんです（敬称略）◇足立幹
夫（高部屋）◇飯

い い

島
じ ま

弘
ひろし

（大田）◇井
い い で
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け い

子
こ

（比々多）◇内
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（大山）◇杉
す ぎ
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（成瀬）◇畠
は た

中
な か

智
ち

恵
え
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こ

（伊勢原）
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

　市内の公共施設のうち、屋内の施
設は一般利用の休止期間を4月末ま
で延長します。
　なお、屋外のスポーツ施設は4月1
日から、学校開放施設（屋外運動場）
は4月6日から一般利用を再開します。
詳しくは各施設か、市ホームページ
「注目情報」でご確認ください。

ミュージックチャイムの放送時
刻を変更

防災いせはらでお知らせしている｢夕
やけ小やけ｣の放送時刻が、4月1日か
ら午後5時30分に変わります。
▪担危機管理課薀94-4865

e-kanagawa電子申請システム
が新しくなります

4月1日（水）午前10時から新システム
によるサービス提供を開始します。
これにより、全てのサービスがス
マートフォンから利用できます◇
コールセンターの電話番号とポータ
ルページのアドレスも併せて変更さ
れます。詳しくは市ホームページ 
｢電子申請｣をご覧ください
e-kanagawaコールセンター
薀0120-464-119（固定電話から）
薀0570-041-001（携帯電話から）
▪担情報政策課薀94-4550

会計年度任用職員を募集
市役所業務の事務補助や専門的な業
務を行う非常勤職員を募集します。
勤務条件や応募方法など詳しくは、
各担当で配布する募集案内か市ホー
ムページ｢職員採用｣で確認を◇任用
期間＝6月1日～令和3年3月31日▪締4
月17日（金）
一般事務
◇従事内容＝マイナンバー交付に関
する事務補助や住民登録に伴う業務
など◇募集人数＝3人
▪担戸籍住民課（市役所1階）薀94-4713
下水道普及員
◇従事内容＝下水道未接続世帯への
訪問や接続に関する相談など◇募集
人数＝1人
▪担下水道経営課（アクアクリーンセ
ンター内）薀92-3031

成年被後見人の印鑑登録
市印鑑条例の改正に伴い、成年被後
見人が印鑑登録を希望する場合は、
本人と法定代理人（成年後見人）が一
緒に市役所1階の担当窓口で手続きす
ることで、改めて登録申請ができる
ようになりました。詳しくは担当へ。
▪担戸籍住民課薀94-4713

今年の園芸まつりは中止します
新型コロナウイルス感染症の影響に
伴い、毎年4月に開催している園芸
まつりを今年は中止します。
▪担農業振興課薀94-4664

今年の日向薬師 春季例大祭は
中止します

新型コロナウイルス感染症の影響に
伴い、毎年4月15日に開催している
春季例大祭を今年は中止します。ま
た、本尊の薬師如来像のご開帳も行
いません。
▪問日向薬師薀95-1416
▪担商工観光課薀94-4729

今年の道灌まつりは10/3･4
第53回伊勢原観光道灌まつりは、10
月3日（土）･4日（日）に開催します。
▪担道灌まつり実行委員会（商工観光
課内）薀94-4729

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金
支給には申請が必要です。詳しくは
担当へ▪対戦争により死亡または戦傷
病が原因となり死亡した人の死亡当
時の遺族で、令和2年4月1日現在、
遺族年金などを受ける人がいない遺
族の代表者▪締令和5年3月31日※期日
を過ぎると請求できなくなります
▪担福祉総務課薀94-4719

介護保険料の仮徴収額通知書を発送
年金からの天引き（特別徴収）
4月上旬に仮徴収額通知書を発送しま
す。仮徴収額は4･6･8月に年金から天
引き（特別徴収）されます。本算定後
の通知書は7月中旬に発送します。
納付書または口座振替による納付
4月中旬に仮徴収額通知書と1～3期
分の納付書を発送します。4期分以
降と、最近転入した人、65歳になっ
たばかりの人は本算定後の通知書を
7月中旬に発送します。
▪担介護高齢課薀94-4722

国民健康保険税の仮算定納税通
知書を発送

年金からの天引き（特別徴収）
4月上旬に4･6･8月の仮徴収額通知書
を発送します。令和2年度分保険税
の本徴収額通知書は7月中旬に発送
します。
納付書または口座振替による納付
4月中旬に1～3期分の仮算定納税通知
書を発送します。4期分以降の本算定
納税通知書は7月中旬に発送します。
▪担保険年金課薀94-4728

後期高齢者医療保険料の仮徴収
額通知書を発送

年金からの天引き（特別徴収）
新たに特別徴収が始まる人には4月
上旬に4･6･8月の仮徴収額決定通知
書を発送します。令和2年度分保険
料の確定額（本算定）通知書は7月中
旬に発送します。
納付書または口座振替による納付
仮徴収はありません。
▪担保険年金課薀94-4521

令和2年度国民年金について
令和2年4月から3年3月までの保険料
は月額1万6540円です。2年分、1年
分または6カ月分を前納すると割引
制度が適用されます。
学生納付特例制度
国民年金保険料の納付が猶予されま
す。申請は毎年度必要です▪対大学（大
学院）や短大、専修学校などに在学
する20歳以上の学生で、本人の前年
所得が一定基準以下または失業など
の理由がある人
▪問平塚年金事務所薀22-1515
▪担保険年金課薀94-4520

就学相談説明会
個別に配慮を必要とする子どもが就
学するまでの流れについて説明▪時4
月23日（木）･28日（火）の午前10時30
分～正午▪場市民文化会館▪対令和3年
度に小学校へ入学する子どもの保護
者▪申電話で担当へ
▪担教育センター薀74-5253

ひとり親家庭などに入学支度金を支給
▪対4月に小･中学校（相当する学校を含
む）に入学する子どもがいるひとり親
家庭や養育者家庭▪申印鑑と申請者名
義の振込先が分かるものを持参し市
役所1階の担当へ◇支給額＝小学校入
学1人1万円、中学校入学1人1万2000
円※所得制限あり▪締4月30日（木）
▪担子育て支援課薀94-4633

第25回いせはら市展（6/10～28）
の作品を募集

◇部門＝①絵画･版画･彫刻②書、写
真、陶･工芸▪対市内在住･在勤･在学
か、主に市内で創作活動をする15歳
以上の人（中学生や中等教育学校前
期課程の生徒を除く）▪費1点目2000円

（学生1000円）、2点目1000円※1部門に
つき1人2点まで▪申各公民館で配布す
る申込書に記入し①は5月1日（金）～
19日（火）、②は5月15日（金）～6月2日
（火）に各公民館へ
▪担社会教育課（中央公民館内）
薀93-7500

新型コロナウイルス感染症に便
乗した悪質商法にご注意を

感染症の拡大を口実に、悪質な勧誘
を受ける事例が全国で発生していま
す。不審なメールが届いたりトラブ
ルに遭ったりしたら、担当にご相談
ください◇受付日時＝月～金曜日の
午前9時30分～正午、午後1時～4時
（祝日、年末年始を除く）
▪担消費生活センター薀95-3500

漏水調査にご協力を
4月中旬から10月下旬に道路や宅地
内の漏水調査を実施します。調査員
は腕章を着け、県企業庁発行の身分
証明書を携帯しており、費用を請求
したり見積もりを出したりすること
はありません。
▪担厚木水道営業所工務課
薀046-224-1111

催　　し 講座・教室など
event

いせはら人形劇まつリン
▪時5月2日（土）午前9時35分～午後0時
35分▪場市民文化会館小ホールほか◇
入場自由
▪担市民文化会館薀92-2300

子ども虐待基礎講座
子どもへの虐待を防ぐための知識を
学ぶ▪時4月23日･30日、5月14日･21日
の毎回木曜日･全4回、午後2時～4時
30分▪場子どもの権利擁護センターか
ながわ（桜台1丁目）▪定24人（申込順）▪申
住所、氏名、電話番号を明記しFAX
か電子メール、または電話で問い合
わせ先へ▪締4月21日（火）
▪問チャイルドファーストジャパン
薀90-2715 90-2716

info@cfj.childfirst.or.jp
▪担子ども家庭相談課薀94-4642

産業能率大学スポーツ教室
｢かけっこ教室｣

▪時4月26日（日）午前10時～11時30分
▪場産業能率大学▪対小学生50人（申込
多数の場合は抽選）▪申住所、氏名、
性別、学年、電話番号を明記し郵送

（〒254-0026平塚市中堂18-8 E棟3階）
かFAX（ 24-2514）、電子メール（
event@bellmare.or.jp）で問い合わ
せ先へ▪締4月17日（金）
▪問湘南ベルマーレ薀25-1211
▪担産業能率大学湘南学生SC薀92-2214

市主催イベントなどの中止･延期
について
　継続した感染症防止対策のた
め、市主催イベントなどを原則中
止または延期とする期間を4月末
まで延長します。
　広報紙面に掲載しているイベン
トなどでも、既に中止や延期が決
定している場合があります。詳し
くは各担当か、市ホームページ「注
目情報」でご確認ください。
外出時は3つの「密」を避けて
　感染症の拡大を最小限に抑える
ためには、集団感染（クラスター）
の発生を防ぐことが重要です。出
かける際は、次の条件を避けて行
動しましょう。
◇換気の悪い「密閉」された空間
◇多くの人が「密集」する場所
◇間近で会話や発声をする「密接」
した場面
※感染症に関する相談窓口を3面
に掲載しています

新型コロナウイルス感染症
に関するお知らせ

※費用の記載がないものは原則無料です。お問い合わせは各担当へ、郵送は
「〒259-1188伊勢原市役所◯◯◯課」で届きます（住所の記入は不要です）
※催しなどの対象は原則、市内在住･在勤･在学の人です

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

新型コロナウイルス感染症の影響で、イベン
トなどが中止となっている場合があります

● 会 員 募 集 ●

●伊勢原スクエアダンスクラブ
初心者向け教室。お気軽にご参加を
▪時5月12日～8月25日の毎週火曜日午
後4時～6時▪場武道館ほか▪費月500円
▪問早乙女薀090-8725-1784

●彩
いろどり

の会
絵手紙で新しい自分さがし▪時毎月第
2水曜日午後1時30分～3時30分▪場伊
勢原南公民館▪対成人▪費6カ月5000円
▪問柏木薀93-6927

● イ ベ ン ト ●

●いけばな伝統文化こども･親子教室
季節の花を楽しく生けましょう▪時4
月～令和3年1月の毎月第3土曜日（8
月を除く、12月は第1･3土曜日）･全
10回①午前9時30分～10時30分②午
前11時～正午▪場中央公民館▪対小･中
学生か小･中学生の親子各20人（申込
順）▪費1人1回700円▪申電話かFAXで
▪問伊勢原華道協会･生

お い で

出薀 94-6725

●大人のための韓国語講座
ネイティブの先生と楽しく学ぶ▪時4月
23日～6月18日の毎週木曜日（4月30
日を除く）･全8回【入門】午後4時～【中
級】午後6時～【初級】午後7時30分～
▪場伊勢原シティプラザ▪費各6000円▪申
電話で
▪問国際文化交流協会･前田薀090-6489-
2803（平日午前10時～午後5時）
●プレ大会伊勢原市（テニス）
▪時5月10日（日）午前10時～午後3時▪場
市ノ坪公園テニスコート▪対試合経験
の少ない人▪費1ペア2000円▪申市テニ
ス協会ホームページから
▪問市テニス協会･東嶋
薀080-5473-9304

●舞踊のつどい
舞踊栄扇会メンバーなどによる発表
会▪時4月25日（土）午前11時～▪場市民
文化会館小ホール◇入場自由
▪問大木薀94-6941
●小麦畑ツアー｢麦刈り体験｣
子ども連れ歓迎◇小学生以上はパン
のお土産あり▪時5月17日（日）、6月1
日（月）の午後0時40分～3時30分▪場大
田公民館▪定各日60人（申込順）▪費1000
円（小学生500円、未就学児無料）▪申 
麦踏み塾のホームページから
▪問麦踏み塾･田

た

雜
ぞう

薀090-3475-9164
みんなの伝言に掲載を希望する人は、
掲載希望号発行日の2カ月前から1カ月
前までに書面で広報戦略課へ（先着順）。

図書館　薀92-3500

施設の休館期間を4月末まで延長し
ます。資料の返却は、施設正面入口
と市役所駅窓口センターに設置して
いるブックポストをご利用くださ
い。なお、予約資料については休館
中も貸し出しを行います。受け取り
方法など詳しくは、担当にお問い合
わせください。

子ども科学館　薀92-3600

施設の休館期間を4月末まで延長し
ます。

登録しよう
いせはらくらし安心メール

下のQRコードを読み込
むか、isehara@emp-sa.
smart-lgov.
jpに空メー
ルを送信し
てください。

※費用はすべて無料、★印は要予約

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 21日（火）13:00～16:00

人権･広聴相談課
薀94-4717

法律相談★
（予約は相談日の週初めから）

3日（金）･10日（金）･17日（金）･ 
24日（金）13:00～16:00

行政相談★ 15日（水）13:30～16:00
不動産相談★ 16日（木）13:30～16:00
司法書士相談★  9日（木）13:00～16:00

行政書士相談★ 13日（月）･27日（月）
13:30～16:00

社会保険労務士相談★  8日（水）13:30～16:00
人権相談★ 20日（月）13:30～16:00 薀94-4716

消費生活相談 月～金曜日9:30～12:00、
13:00～16:00

消費生活センター
薀95-3500

マンション管理相談★
▪締17日（金） 22日（水）13:00～16:00 建築住宅課薀94-4782

②

成年後見などの行政書士相談★  8日（水）13:00～15:00
成年後見･権利擁護推
進センター薀94-9600高齢者･障がい者などの

法律相談★ 15日（水）16:00～18:00

精神保健福祉･認知症相談★  8日（水）、 5月1日（金）
13:30～16:00

平塚保健福祉事務所秦
野センター保健予防課
薀82-1428

4 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ
※法律･特許･経営相談については商工会（薀95-3233）にお問い合わせください

図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

4/30まで

4/30まで

4/30まで

4/30まで

※弓道場は利用可（4/13･27を除く）
4/30まで

4/30まで

4/30まで

4/6･13･20･27

国民健康保険税················1期分
介護保険料······················1期分
清掃手数料（し尿）··········2･3月分

納期のお知らせ
納期限4月30日（木）

危険ブロック塀の撤去費等補助
令和2年度の受付を開始します

　地震の際に転倒や倒壊の危険
性があるブロック塀などの撤去
や、安全な物への入れ替えにか
かる費用の一部を補助します。
補助を受けるには、事前に担当
による現地確認が必要です。工
事の着手前に、直接市役所2階
の担当へ事前調査申請書をご提
出ください。
対　象　高さ120cm以上（ブロッ
ク部分は60cm以上）で道路に面
したコンクリートブロック塀や

組積造の塀、万年塀および塀と
一体の門柱や基礎
※詳しい条件は担当にお問い合
わせください
補助額　工事費用の2分の1と、
塀の長さ（m）×1万円のうち低
い方の金額※限度額10万円（通
学路に面する場合は15万円）
◇撤去後に軽量フェンスなどを
設置する場合も費用の補助があ
ります※限度額10万円
▪担危機管理課薀94-4865

土曜開庁をご利用ください
　第2･4土曜日の午前中は、次の窓
口を開庁しています。
◇戸籍住民課、保険年金課、子育
て支援課、収納課
※一部受け付けできない事務や当
日処理できない事務があります。
事前に各担当へご確認ください

▪担戸籍住民課薀94-4713

駅窓口センターのご利用を
　住民票の写しや戸籍謄本などの
各種証明書は、市役所駅窓口セン
ター（伊勢原駅自由通路内、薀91-
5833）でも取得できます。

【平日】午前9時30分～午後8時
【土･日曜日、祝日】午前9時30分～
午後5時

年度初めは窓口が混み合います


