
点訳広報、声の広報も製作しています

市職員を募集します

■事務
職　種 受 験 資 格 募集人数

事務（上級） 平成2年4月2日から11年4月1日までに生まれた人 若干名

事務[福祉]
（上級）

平成2年4月2日から11年4月1日までに生まれた人
で、社会福祉主事任用資格を有する人（令和3年3
月末までに取得見込みを含む）

若干名

■技術職
職　種 受 験 資 格 募集人数

技術職[土木]
（上級）

昭和60年4月2日以降に生まれた人

若干名

技術職[建築]
（上級） 若干名

▪担職員課薀94-4873

　受験希望者は、受験案内を確認の上、申込書に記入し郵送で提出してく
ださい。受験案内や試験日など詳しくは、市ホームページ｢職員採用｣でご
確認ください。
※各職種とも地方公務員法第16条（欠格事項）に該当する人は受験できません

　教育長の任期満了に伴い、市長は市議会3月
定例会で同意を得て、4月1日付けで鍛代英雄氏
を教育長に再任しました。任期は3年間です。
　鍛代教育長は昭和52年に伊勢原市に入庁。保
健福祉部長、企画部長などを歴任し、平成29年
から教育長を務めています。
▪担教育総務課薀74-5104

　国民年金第1号被保険者が出産した
ときは、国民年金保険料が免除され
ます。免除される期間は、出産予定
日が属する月の前月から4カ月間（多
胎妊娠の場合は出産予定日の3カ月前
から6カ月間）です。既に他の免除な
どを受けている人もこの制度が優先
されるため、届け出ると保険料を全
額納めた期間として取り扱われます。
　届け出は出産予定日の6カ月前か
ら行えます。母子健康手帳など、出

産予定日が分かる物をご持参くださ
い（出産後に届け出る場合は不要）。
　なお、第2号被保険者（会社員で厚
生年金に加入している人など）や第3
号被保険者（第2号被保険
者に扶養されている配偶
者）は制度の対象外です。
詳しくは問い合わせ先に
お問い合わせください。
▪問平塚年金事務所薀22-1515
▪担保険年金課薀94-4520

教育長に鍛代氏を再任

産前産後の国民年金保険料を免除します

新型コロナウイルス感染症を予防しよう
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 教育長

相談窓口
【一般的な相談】
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
薀045-285-0536（毎日午前9時～午後9時）
厚生労働省相談窓口
薀0120-565-653（フリーダイヤル） 03-3595-2756

（毎日午前9時～午後9時）
県LINE公式アカウント｢新型コロナ対策パーソナ
ルサポート（行政）｣（AIによる自動応答）
体調や年齢、持病などを入力すると、状態に合った
情報を提供します。LINEアプリでアカウ
ントを友だちに追加してください※右の
QRコードからも追加できます
【感染が疑われる場合】
帰国者･接触者相談センター
薀82-1428 83-5872（平塚保健福祉事務所秦野セン
ター、平日の午前8時30分～午後5時15分）
薀045-285-1015（平日の午後5時15分～翌日午前8時
30分、土･日曜日、祝日の終日）

症状の目安
◇風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上（高
齢者や基礎疾患のある人は2日程度）続く（解熱
剤を飲み続けなければならないときを含む）
◇強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）

3つの｢密｣にご注意を
　感染症の拡大を最小限に抑えるには、集
団感染の発生を防ぐことが重要です。
　人や空間が｢密｣になる場所では、集団感
染のリスクが高まります。出かける際は、
次の3つの条件が重ならないように行動し
ましょう。

※最新の情報は、市ホームページ｢新型コ
ロナウイルスに関連した感染症について｣
からもご覧になれます

　新型コロナウイルス感染症が、世界的に
広がりを見せています。引き続き、次の予
防対策を心がけて感染を防ぎましょう。

　
　◇手洗いの徹底
　◇マスクの着用とせきエチケット
　◇室内の小まめな換気
　◇バランスの良い食事
　◇十分な休息

外出は必要最小限に
　食料品･生活必需品の買い物や通院など
を除き、不要不急の外出は控えましょう。
風邪のような症状がある場合は無理をせず、
まずは自宅で療養してください。

▪担健康づくり課薀94-4609

掲載している内容が変更となる場合があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載しているイベントなどが中止や延期になったり、内容が変更
になったりする場合があります。また、公共施設の休館･一般利用中止の期間を延長する可能性があります。
詳しくは個別に各担当へお問い合わせください。

3. 
間近で会話や発声をする

｢密接｣した場面

 1.
換気の悪い

｢密閉｣された空間

2. 
多くの人が

｢密集｣する場所
3. 

間近で会話や発声をする

｢密接｣した場面

 1.
換気の悪い

｢密閉｣された空間

2. 
多くの人が

｢密集｣する場所

集団感染の
リスクが高い

リスクを高める条件

出典：首相官邸ホームページより
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『いせはら　くらし安心メール』の
配信登録や閲覧は、市ホームページから
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伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えます

人口と世帯 人口102,046（+60）　 世帯数45,892（+334） 4月1日現在（　）は前月比
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お知らせ information

｢平和のつどい｣市民団体コー
ナーへの参加団体を募集

恒久平和の実現、核兵器廃絶への理
解を深めるため、8月22日(土)に開
催する｢平和のつどい｣で展示を行う
団体を募集。詳しくは市役所1階の
担当で配布する募集
要項で確認を▪申担当
で配布する申込書に
記入し直接担当へ▪締
4月30日(木)
▪担市民協働課薀94-4714

会計年度任用職員(一般事務)を
募集

業務の事務補助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、市役所1階の各担当で
配布する募集案内か市ホームページ
｢職員採用｣で確認を◇従事内容＝①
いせはら市民活動サポートセンター
での窓口業務や施設管理など②戸籍
届に関する事務補助や住民登録に伴
う業務など◇募集人数＝各1人◇任
用期間＝6月1日～令和3年3月31日▪締
4月30日(木)
▪担①市民協働課薀94-4714
　②戸籍住民課薀94-4712

新型コロナウイルス感染症に関
連する人権にご配慮を

感染した人やその家族、治療にあた
る医療関係者、海外からの帰国者、
外国人などに対して不当な差別をし
たり、偏見を持ったりしないように
しましょう。また、不確かな情報に
惑わされて、人権侵害につながる行
為をしないよう注意しましょう。
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

5/2～6はコンビニ交付と自動交
付機を休止します

システムメンテナンスのため、5月2
日（土）～6日（水）は住民票、印鑑証
明、戸籍証明書、市県民税課税所得
証明書のコンビニ交付と自動交付機
を休止します。住民票など各種証明
書の発行は、市役所駅窓口センター
をご利用ください。
▪担戸籍住民課薀94-4713

市役所で個人番号カードのオン
ライン申請を補助します

職員が申請をお手伝
いします▪場市役所1
階の担当▪対申請者本
人が窓口に来庁でき
る人▪申電話で担当へ
▪担戸籍住民課薀94-4713

◇各コミュニティセンター(伊勢原
南コミュニティセンターふれあい広
場を除く)
◇いせはら市民活動サポートセンター
◇伊勢原シティプラザふれあいホール
◇各福祉館
◇老人福祉センター阿夫利荘
◇坪ノ内老人憩の家
◇クルリン健康測定コーナー(市役
所分室内)
◇学校開放施設 屋内運動場(小･中
学校)
◇子育て支援センター
◇各児童館
◇石田小学校特別教室
◇コミュニティ防災センター

市民農園の利用者を追加募集
5月から令和3年3月末までの利用者
を募集◇募集区画＝八幡台14区画、
上平間4区画(1区画20㎡)▪対市内在住
の人(1家族1区画)▪費年8000円▪申往復
ハガキに希望地区、住所、氏名、電
話番号、返信欄を記入し問い合わせ 
先(〒259-1103三ノ宮1352-5)へ※申
込多数の場合は抽選、結果は5月中 
旬までに返信ハガキで連絡▪締4月30
日(木)
▪問NPO法人ファームパーク湘南･大場
薀090-6106-3318
▪担農業振興課薀94-4664

谷戸田オーナーを募集
豊かな自然の中で米作り体験▪時5～
11月の毎回日曜日･年7回程度▪場日向
地区の谷戸田▪定20組(申込順)▪▪費1組1
万円▪申代表者の住所･氏名･電話番
号、参加者の氏名を明記し電子メー
ル、または伊勢原森林里山研究会の
ホームページから▪締4月30日(木)
▪担農業振興課薀94-4664

nousei@isehara-city.jp

水田活用の直接支払交付金
水田を活用して農作物を生産･販売
する場合、作付面積に応じて国から
交付金が交付されます。新規に申請
を希望する人は担当に連絡を▪対市内
在住で、対象の作物を販売目的で生
産する農業者◇前年度の申請者には
個別に通知します▪締4月30日(木)
▪担農業振興課薀94-4648

中小企業者へのセーフティネット
保証･危機関連保証制度

新型コロナウイルス感染症の影響で
経営の安定に支障が生じている中小
企業者は、資金繰りの支援措置とし
て、一般保証とは別枠で保証付き融
資を申し込めます。利用には市が発
行する認定書が必要です。認定要件
など詳しくは、担当へ。
▪担商工観光課薀94-4732

野良猫の去勢不妊手術費を補助
市内で捕獲され、飼い主が分からな
い猫の去勢や不妊手術にかかる費用
を補助します。希望者は事前に必ず
担当へ相談を◇補助額＝1匹3000円
(1世帯5匹まで)▪対市内に住民登録を
している人※県内の動物病院で手術
を行うこと、飼い猫は対象外
▪担健康づくり課薀94-4616

人間ドックの利用助成
4月1日現在の国民健康保険(20歳以
上)か後期高齢者医療制度の加入者
を対象に、人間ドック受検費用の一
部(限度額＝国保2万円、後期高齢1万
円)を助成します▪対平成31(令和元)
年度以前の国民健康保険税、後期高
齢者医療制度保険料に未納がない世
帯･人▪申印鑑と被保険者証を持参し
市役所1階の保険年金課へ▪締4月28日
(火)※緊急事態宣言の発令期間中は
人間ドックの受検ができない場合が
あります。詳しくは担当へ
▪担保険年金課薀94-4728(国保)
　健康づくり課薀94-4616(後期高齢)

マンスリーウオーキング事業を
終了します

主催する役員の高齢化などにより、
毎月第3水曜日に行っていたマンス
リーウオーキングは終了します。こ
れまで多くの皆さまにご参加いただ
き、ありがとうございました。
▪担スポーツ課薀94-4628

花いっぱい運動の協力団体を募集
年2回、市が配布する花苗を沿道に
植え、地域の環境美化･緑化活動を
行います▪対年間を通して植栽と管理
ができる団体▪申団体名、代表者の住
所･氏名･電話番号、植栽場所と面積

（5㎡以上）またはプランター数、花苗 
の配布希望日時(6月中)を明記し、
ハガキ(〒259-1111西
富岡320)かFAXで担
当へ▪締4月28日(火)
▪担みどり公園課(いせはらサンシャ
イン･スタジアム内)
薀96-6466 96-6467

令和元年台風第15･19号で被災
した住宅の補修費を補助

屋根や外壁などの耐震性向上を図る
費用を県が補助します。申請方法な
ど詳しくは、担当へ◇対象者＝半壊
または一部損壊で罹

り

災
さ い

証明を受けた
居住用住宅の所有者※災害救助法に
基づく応急修理制度の利用者を除く
◇対象工事＝10万円(税込)以上で12
月15日(火)までに完了するもの◇補
助額＝工事費の20％以内(限度額30
万円)▪締12月28日(月)
▪問県住宅計画課
薀045-210-6535(制度全般)
▪担建築住宅課薀94-4782

高等学校卒業程度認定試験
高等学校を卒業していない人を対象
に、卒業者と同程度の学力があるか
どうかを認定する試験です。合格者
は大学などの受験資格が得られま
す。詳しくは担当へ◇願書受付期
限＝5月12日(火)◇試験日＝8月12日
(水)･13日(木)
▪担教育指導課薀74-5247

催　　し 講座・教室など
event

▪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

※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
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市内の主な犯罪発生件数

伊勢原警察署調べ （ ）内は前年比

犯罪の種類 2月 1～2月

振り込め詐欺 1  2（−1）

空 き 巣 0  0（−1）

車上狙いなど 1  3（−4）

乗 り 物 盗 5 15（±0）

手話で話してみませんか
～手話奉仕員養成講座(基礎課程)～

簡単な手話表現や日常会話を学ぶ。
日程など詳しくは、担当へ▪時5月11日
(月)～令和3年3月24日(水)･全42回、
午前10時～正午▪場伊勢原シティプラ
ザ▪対市内在住･在勤の18歳以上で、
手話経験が1年以上(手話奉仕員養成
講座入門課程修了程度)の人30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
で担当へ▪締4月28日(火)※テキスト
代がかかります
▪担障がい福祉課薀94-4720 95-7612

shien-c@isehara-city.jp

ゆったりウオーキング
①下落合周辺②市民の森ふじやま公
園を、おしゃべりしながら自分のペー
スで歩く▪時①5月8日(金)午前9時30
分～11時30分②5月19日(火)午前9時
30分～正午◇集合･解散＝①大田公
民館前②中央公民館※参加自由、雨
天中止
▪問健康いせはらサポーターの会･酒井
薀94-2570
▪担健康づくり課薀94-4609

ノルディックウオーキング
秦野戸川公園を専用のポールを使っ
て歩く▪時5月11日(月)午前10時～午後
3時30分◇集合＝伊勢原駅◇ポールの
貸出あり(15人まで、
問い合わせ先へ要予
約、費用300円)※当
日受付、雨天中止、
交通費･昼食代実費
▪問健康いせはらサポーターの会･鈴木
薀94-2968
▪担健康づくり課薀94-4609

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
にいせはら塔の山緑地公園周辺の野
鳥や草花を観察▪時5月5日(火)午前9
時～午後3時◇集合＝三之宮比々多
神社▪定30人(申込順)
▪担みどり公園課(いせはらサンシャ
イン･スタジアム内)薀96-6466

普通救命講習会
心肺そ生法やAEDの使い方を学ぶ
◇修了証の発行あり▪時5月16日(土)午 
前9時～正午▪場コミュ 
ニティ防災センター(南
分署)▪対中学生以上の
人20人(申込順)
▪担警防救急課薀95-9144

公民館・社会教育課
申し込みは、広報発行日の午前9時
から電話か直接担当へ。▪場の記載が
ない場合は▪担が会場です。

楽しく学ぶ菊づくり講座
初心者向け▪時5月3日(日)･24日(日)、
6月20日(土)、7月11日(土)、8月1日
(土)、9月5日(土)、10月10日(土)の
全7回、午前9時～11時30分▪定15人(申
込順)▪費3000円
▪担高部屋公民館薀94-3857

男性の料理教室
男飯を作る▪時5月9日(土)午前10時～
午後1時▪対男性15人(申込順)▪費600円
▪締5月7日(木)
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

自然観察会
満開のバラを訪ねる小田原散策▪時5
月19日(火)午前9時～午後2時30分◇
集合＝伊勢原駅改札▪定20人(申込順) 
▪締5月12日(火)※交通費･昼食代実費
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

生活習慣病予防料理教室
食習慣を見直し、健康な体を作る▪時
5月21日(木)午前10時～午後1時▪定15
人(申込順)▪費600円
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

はじめての菊づくり講座
▪時5月26日(火)、6月9日(火)･23日
(火)、7月14日(火)、8月4日(火)、9
月8日(火)、10月13日(火)･28日(水)
の全8回、午前9時～11時30分▪定15人
(申込順)▪費3000円▪締5月15日(金)
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

図書館　薀92-3500

4月末まで施設を休館しています。
資料の返却は、施設の正面入口と市
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

4月末まで施設を休館しています。

健康・子育て 検診・教室など
health

すくすく健康相談
保健師や栄養士などが未就学児の健
康相談を受けます。

日　時 会　場
5/11（月）
9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

※市ホームページなどでお知らせし
ていた4月22日（水）･23日（木）の相談
は中止します
▪担子育て支援課薀94-4637

　新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い、毎年5月に行っている子
ども科学館フェスティバルを今年
は延期します。日程については、
決まり次第お知らせします。

　継続した感染症防止対策の
ため、市主催イベントなどは
4月末まで原則中止または延
期しています。
　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。
　また、イベントなどに参加
する場合は各自で予防対策を
お願いします。風邪のような
症状がある人は、参加をご遠
慮ください。

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

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

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、 5/7・11

4/30まで、 5/4〜6・11
※中央公民館は5/11は開館

4/30まで、 5/11

4/20・27、 5/11

4/30まで、 5/7・11・13

4/30まで、 5/7・11・13
　

　

4/30まで、 5/11
※弓道場は4月中も利用可（4/27を除く）

　市内の公共施設のうち、屋内の施
設は4月末まで一般利用を休止して
います。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。
　なお、屋外の施設は一部利用を再
開していますが、利用する際は小ま
めな手洗いやせきエチケットなどの
感染予防対策を徹底してください。

4/30まで、 5/11

　国勢調査は、我が国に住んでいる全ての人･世帯を対象とする、国
の最も基本的な調査です。
　調査員は、1～2調査区（1調査区あた
り50～70世帯程度）を担当し、調査票
の配布･回収、調査世帯一覧表などの
作成を行います。
　皆さまのご協力をお願いします。

応募資格　20歳以上の人
従事期間　8月中旬～10月下旬（予定）
報　　酬　1調査区＝4万円程度、2調査区＝7万円程度
応募方法　市ホームページ｢募集｣の専用フォーム、ま
たは電話か直接市役所4階の担当にお申し込みくださ
い※人数に達し次第、締め切り
▪担経営企画課薀94-4845

国勢調査員を募集しています

市ホームページ
専用フォーム

◇4月1日号7面の記事に「▪締3月31日（火）」とあるのは誤りでした。お詫
びして訂正します

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、5月9日(土)･10
日(日)に開催を予定していた第29回公園緑花まつりは中止します。
　楽しみにされていた皆さまには申し訳ありませんが、ご理解をお
願いします。
▪担みどり公園課(いせはらサンシャイン･スタジアム内)薀96-6466

第29回公園緑花まつりは中止します

　併せて、同時開催している次のイベントも中止となります。
◇リサイクル展　　▪担環境美化センター薀94-7502
◇いせはら環境展　▪担環境対策課薀94-4737
◇毎日のくらし展　▪担人権･広聴相談課薀94-4717
◇新体力テスト　　▪担スポーツ課薀94-4628

● 会 員 募 集 ●

●楽しい伊勢原童謡唱歌倶楽部
童謡･唱歌･抒情歌を楽しく歌う▪時月
3～4回(不定期)午前10時30分～11時
45分▪場たくみビル(桜台1丁目)▪定40
人(申込順)▪費1回500円
▪問木下薀95-7307
●創作和太鼓グループ 楽

ら っ

鼓
こ

基本を身に付けて楽しくたたこう◇
活動日時はホームページで確認を▪場 
市民文化会館ほか▪対小学生～高校生
▪費月1000円(別途維持費として1世帯
500円)
▪問近藤薀080-9396-4322

●アルゼンチンサッカークラブ
元アルゼンチンプロ選手が指導▪時毎 
週月曜日午後4時～6時▪場高部屋小学
校▪対幼稚園年中相当児～小学校6年
生▪費月5000円
▪問阪田薀95-5423(午後6時～9時)

● イ ベ ン ト ●

●Let's初めてのテニス
丁寧に分かりやすく指導▪時5月13日～
6月10日の毎週水曜日･全5回、午前 
10時～正午▪場市ノ坪公園テニスコー
ト▪対初心者10人(申込順)▪費4000円
▪問エンジョイテニスの会･東嶋
薀080-5473-9304
●親睦ゴルフ大会
18Ｈストロークプレー(新ペリア方式) 
▪時5月21日(木)▪場伊勢原カントリー
クラブ▪定40人(申込順、市内在住･在
勤の人を優先)▪費参加費2000円、プ
レー費6500円(ビジター8000円)※食
事代含む、税別▪締5月14日(木)
▪問市ゴルフ協会(伊勢原ゴルフセン
ター内)薀94-0666

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。先着順に受け付けます（2カ月
前が土･日曜日、祝日の場合は翌開庁日から受け付け）。なお、営利目
的、宗教･政治的活動は掲載できません。会員募集は年度に1回の掲載
とします。

4月中の一般利用を休止している
その他の施設

手洗い、マスク、
せきエチケット
が大切だよ

感染症を予防しよう

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
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市職員� ＊課長職以上を掲載。（　）内は旧所属

　新型コロナウイルス感染症に係る業務に迅速に
対応するため、今回は最小限の人事異動とし、定
期人事異動は7月1日付けで行います。

市長部局
【部長級】
企画部◇行政経営担当部長（総務省）酒井哲也
※企画部長の所管事務は、宍戸晴一副市長の事務
取扱となりました
総務部◇参事兼文書法制課長（同部文書法制課
長）三河秀行◇参事兼情報政策課長（同部情報政策
課長）宮嶋俊道
市民生活部◇参事兼市民協働課長（同部市民協働
課長）髙梨剛
経済環境部◇農地利用担当部長（農林水産省）萱
場哲◇参事兼環境美化センター所長（同部環境美
化センター所長）石田康弘
保健福祉部◇部長兼福祉総務課長（同部長）黒石
正幸◇参事兼生活福祉課長（同部生活福祉課長）土
方哲也
都市部◇参事兼みどり公園課長（同部みどり公園

課長）吉田俊
土木部◇部長兼道路整備課長（同部長）古尾谷栄一
【課長】
保健福祉部◇介護高齢課長（同課高齢者支援担当
課長兼高齢者支援係長）石井裕◇介護高齢課高齢
者支援担当課長兼高齢者支援係長（総務部職員課
主幹）佐伯明

消　防
消防本部【部長級】◇消防長（同本部参事兼消防
総務課長）和田健一郎【課長】◇消防総務課長（同
本部警防救急課長）嶋田勉◇警防救急課長（消防署
警備第1課情報指令担当課長）三橋克彦◇予防課長
（消防署警備第2課長）中村操
消防署【課長】◇警備第1課情報指令担当課長（同
課主幹）川口康彦◇警備第2課長（同課情報指令担
当課長）小泉正治◇警備第2課情報指令担当課長
（同署警備第1課主幹兼南消防係長）梅澤孝之

教育委員会
教育部【課長】◇教育指導課教育センター所長（中
沢中教頭）須永尚世◇社会教育課長（保健福祉部介
護高齢課長）山内温子

小･中学校校長･教頭　(　)内は前職
【校長】◇成瀬小（山王中教頭）櫻井綾子◇桜台小
（教育部参事兼教育指導課教育センター所長）橋口
龍郎◇緑台小（大田小教頭）佐藤幸也◇石田小（石
田小教頭）古住有美【教頭】◇大山小（成瀬小総括
教諭）柴野科子◇高部屋小（緑台小総括教諭）渡邉
良典◇大田小（県教育委員会教職員企画課主幹）中
里圭司◇石田小（大山小教頭）髙橋操◇山王中（伊
勢原中教頭）東まゆみ◇伊勢原中（山王中総括教
諭）鈴木宗武◇中沢中（中沢中総括教諭）櫻井英明

3月31日付け退職者
市職員　＊部長級以上

◇吉川幸輝（企画部長）◇古宮雄二（企画部行政経
営担当部長）◇松浦宏聡（経済環境部農地利用担当
部長）◇吉川敏勝（消防本部消防長）◇橋口龍郎（教
育部参事兼教育指導課教育センター所長）

小･中学校校長･教頭
◇能條公夫（成瀬小校長）◇関野栄子（桜台小校長）
◇葛󠄀貫泰代（緑台小校長）◇籾山忠範（石田小校長）
◇鳥海賢一（高部屋小教頭）

　新型コロナウイルス感染症の影響で、5月27日（水）に予定していた住民
総参加型スポーツイベント「チャレンジデー」の全国一斉開催は中止となり
ました。
　今年の対戦相手は秋田県由利本荘市に決定していましたが、主催者の公
益財団法人笹川スポーツ財団が一斉開催の中止を判断したものです。
　チャレンジデーの催しは行いませんが、新型コロナウイルス感染症の防
止対策には日ごろの運動で免疫力を上げることも大切です。自宅で体操や
ストレッチなどをして体を動かしましょう。
▪担スポーツ課薀94-4628

チャレンジデー伊勢原2020は中止します

クルリンへのお誕生日メッ
セージを展示
　3月1日の誕生日に合わせて、県
内外の16キャラクターからのメッ
セージを駅ナカ�クルリンハウス
で展示。思いのこもったカードが
7回目の誕生日に花を添えました。
（2月29日～3月31日）

市内の子どもたちに企業･
団体が寄付

　平塚信用金庫から図書館に大型
絵本や図鑑18冊を、伊勢原交通安
全協会から市内小学校の新1年生

にランドセルカバー
900枚などを寄贈い
ただきました。いず
れも子どもたちの健
やかな成長のために
活用していきます。
（3月10日·12日）

4月1日付けで人事異動を行いました市職員などの人事異動 ▪担職員課薀94-4873（市職員）
　学校教育課薀74-5214（小・中学校校長・教頭）

　伊勢原市と秦野市のごみ処理と火葬業務は秦野市伊勢原市環境衛生組合
が行っています。
　令和2年度当初予算は総額29億400万円で、元年度と比べると8800万円の
増額となりました。両市民の快適な生活が保たれるよう、はだのクリーン
センター、伊勢原清掃工場、秦野斎場、いずれも適正な維持管理に努めて
まいります。
　歳入・歳出の概要は次のとおりです。

▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合薀82-2500

令和2年度秦野市伊勢原市環境衛生
組合当初予算

　がんは早期発見・早期治療することで治癒率が高まります。自覚症状
がなくても定期的に検診を受けましょう。市では市内在住の人を対象に、
次のがん検診を実施しています。電話で担当にお申し込みください。

◇胃がん、大腸がん検診は公民館などで行う｢集団検診｣です
◇肺がん・結核検診は｢集団検診｣と特定（一般）健康診査に併せて行う｢施
設検診（契約医療機関のみ）｣があります
◇乳がん、子宮がん検診は｢集団検診｣と契約医療機関で行う｢施設検診｣
があります
▪担健康づくり課薀94-4616

検診種別 内　容 対象（年度末年齢） 自己負担金
胃がん検診 バリウムによるＸ線撮影

40歳以上の人
1200円

大腸がん検診 便潜血反応 500円
肺がん・結核検診 Ｘ線検査 200円
乳がん検診 視触診とマンモグラフィ 40歳以上の女性 1700円

子宮がん検診 子宮頸部の細胞診 20歳以上の女性 900円（集団検診）
1700円（施設検診）

がん検診を受けましょう

歳出
　令和2年度は、ごみの処
理や灰の処理、斎場の維持
管理経費などの衛生費が歳
出全体の約65パーセントを
占めています。

歳入
　伊勢原市と秦野市の人口
比率などを基に算出した分
担金が歳入全体の約65パー
セントを占めています。
　この分担金にかかる市民
1人当たりの負担額は、約
7187円です（令和元年12月
31日現在の住民基本台帳人
口により算出）。

歳入合計
29億400万円

伊勢原市分担金
7億4253万5千円(25.57%）

秦野市分担金
11億3777万円(39.18%）

繰入金
3億1739万円
(10.93%）

使用料及び手数料
3億6897万6千円
(12.70%）

諸収入
2億9731万1千円
(10.24%）

繰越金  4000万円(1.38%）
財産収入  1万8千円(0.00%）

予備費  300万円(0.10%）
議会費  272万7千円(0.09%）

歳出合計
29億400万円

衛生費
18億8101万8千円(64.78%）

公債費
6億2996万2千円
(21.69%）

総務費
3億8729万3千円
(13.34%）


