
点訳広報、声の広報も製作しています

　感染の拡大を防ぐため、引き続き次の予防対策を心がけましょう。

※最新の情報は、くらし安心メールで配信するほか市ホームページ｢新型
コロナウイルス感染症に伴うさまざまなお知らせ｣からもご覧になれます

3つの｢密｣に注意！
　感染症の拡大を最小限に抑えるためには、集団感染の発生を防ぐことが
重要です。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
てください。出かける際は、次の条件が重ならないよう行動しましょう。

　自治会は、誰もが住みよい環境を作るため、地域住民により自主的に組
織された会です。話し合いや助け合いで、個人や家庭だけではできない問
題の解決や、災害など非常時の対応に備えます。
　その地域に住む人なら誰でも加入できます。住民同士が協力し合い、安
心して暮らせるまちをつくりましょう。
地域活動に参加しましょう
　現在、市内には100を超える自治会があります。本市の自治会加入率は
約80％と県内でも高く、各地区では地域の諸問題の解決や防災活動をはじ
め、環境美化や防犯パトロールなどを行っています。また、子どもたちの
健やかな成長の支援や、住民同士の親睦を図るスポーツ･レクリエーショ 
ン事業なども実施しています。

“互
ご

近
き ん

助
じ ょ

力”で災害に強い地域づくり
　大規模な災害が起こると、行政による救援活動が行き渡るには最低3日
を要すると言われています。この3日間は、｢自助｣｢共助｣による地域の支
え合い･助け合いが非常に重要です。安否確認や捜索活動にも、住民同士
のつながりは大きな役目を果たします。
　｢自分たちのまちは自分たちで守る｣。日ごろから隣近所とつながりを持
ち、今後起こり得るさまざまな災害に備えましょう。

▪担自治会連合会事務局（市民協働課内）薀94-4714

 相談窓口 
【一般的な相談】
市対策本部相談窓口　薀92-1119
平日の午前8時45分～午後5時
県専用ダイヤル　
薀045-285-0536　薀050-1744-5875
毎日午前9時～午後9時（音声案内に
従って操作してください）
厚生労働省相談窓口
薀0120-565-653　 03-3595-2756
毎日午前9時～午後9時

 各種支援･給付について 
特別定額給付金
　国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、1人につき10万円
を支給します。支給には申請が必要です。
　マイナンバーカードを持っている人は、政府が運営するオンラインサー
ビス｢マイナポータル｣から電子申請ができます。郵送で申請する場合は、
5月下旬から世帯主宛てに発送する申請書類に記入し返送してください。
手続き方法など詳しくは、6月1日号や市ホームページでお知らせします。
▪担福祉総務課薀0570-027-576（専用電話、受け付けは5月25日午前9時～）
中小企業などの金融相談窓口
　セーフティネット保証の認定、制度融資や給付金の案内などを行います。
▪担商工観光課薀92-1113（平日の午前9時～午後5時）
中小企業などの経営相談窓口
　経営や資金繰りなどに関する個別相談を受けます。
▪担商工会薀95-3233（平日の午前9時～午後5時）

※高血圧や糖尿病など生活習慣
病の定期受診が心配な人は、自
己判断で延期することなく、か
かりつけ医に電話などでご相談
ください

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

自治会加入で安全･安心な暮らしを

自治会への加入方法
　ご近所の自治会の役員（自治会長、組長など）に連絡してください。
役員の連絡先が分からないときは、ご近所の人か自治会連合会事務局
にお問い合わせください。

◇市ホームページでは、各自治会の活動や行事予定、地域の出来事な
どを掲載しています。｢くらしのガイド｣→｢市民協働｣→｢自治会｣から
ご覧ください

◇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

❶換気の悪い
密閉空間

❷多数が集まる
密集場所

❸間近で会話や
　発声をする
密接場面

出典：首相官邸ホームページより

▪担新型コロナウイルス感染症対策本部薀92-1119

【感染が疑われる場合】
帰国者･接触者相談窓口
薀045-285-1015
24時間対応
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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102,171（+125）　 世帯数46,059（+167） 5月1日現在（　）は前月比

◇次回は｢六本松通り大山道｣を紹介します

　今回は、南から大山を目指す「羽根尾通り大山道」をたどってみたいと思 
います。この道は、現在のJR国

こ

府
う

津
づ

駅付近にあった前川村を起点とし、
道の名は隣接した村名に由来しています。
相模国府の港があったとされる「国府津」
　平安時代、相模国の国府（今の県庁にあたる施設で、 
現在の大磯町にあったとされる）の港であったため、
この名がつけられたとされます。
　ここから、白

し ら

髭
ひ げ

神社を通り、中村川を渡ると中井町
に入ります。宇

う

塔
と う

坂
ざ か

を上りきると、大山道一
い ち

里
り

塚
づ か

の跡
が残っています。明治時代の書物「開

かい

導
どう

記
き

」によると、 
現在の中井町地域では江戸時代末期、大山講の檀

だ ん

家
か

数
が世帯数の9割にのぼったそうです。
　さらに先に進むと、一本松峠に到着し 
ます。
大山道に残る「坊主殺しの伝説」
　一本松峠を横切る位置には、多くの人
が行き交う大山道の一つがありました。
かつて、そこには石の墓標が建っており、 
中井町誌に以下の逸話が残っています。
　下井ノ口のお堂に、ある尼

に

僧
そ う

が堂
ど う

守
も り

（現在でいう集会所の管理）をして暮
らしていました。温厚な性格で人々に親しまれ、多くの物品が持ち寄られ
たため、いつしか「小金もち｣といううわさが流れるようになりました。
　ある日の修行終わり、尼僧は強盗に襲われて亡くなります。不

ふ

憫
び ん

に思っ 
た地元の人たちは、襲われた場所に亡きがらを埋め、翌年の命日に墓標を 
建てました。以来この地は「坊主殺し｣と呼ばれ、夕暮れ時は往来する人が
ほとんどいなくなってしまったそうです。
　一本松峠を過ぎると六本松通り大山道と合流し、大山に向かいます。

第8回　「羽
は

根
ね

尾
お

通り大山道」現代の大山道

大山道一里塚跡
（中井町提供）

中井町公式
キャラクター
なかまる

道の入り口にある道標
（小田原市提供）
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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 3月 1～3月
特 殊 詐 欺 4 6（－3）
空 き 巣 0 0（－5）
車上狙いなど 5 9（－3）
乗 り 物 盗 9 24（－2）

● 会 員 募 集 ●

●すこやか剣道教室
初心者歓迎、見学･体験は随時受け
付けます▪時①毎週月曜日②毎週金曜
日午後6時30分〜8時▪場①石田小学校
②伊勢原警察署▪対幼児〜小学生▪費月
1000円
▪問川瀬薀090-9835-9220

●さがみペン習字
美文字の練習を一緒に楽しく▪時毎月
第1･3木曜日午前10時〜正午▪場大田
公民館▪対高校生以上▪費月1300円
▪問森岡薀93-0543（午後4時以降）

● お 知 ら せ ●

●第10回伊勢原第九合唱団記念演奏
会の参加者を募集
プロのオーケストラと一緒に歌おう
▪時令和3年1月24日（日）午後2時〜▪場
市民文化会館大ホール▪申電話で
▪問伊勢原第九合唱団実行委員会･木下
薀95-7307

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

お知らせ information

軽自動車税（種別割）の減免制度
障がい者本人か、障がい者本人と生
計を同一にする人が、障がい者のた
めに使用する軽自動車にかかる税金
が減免されます。なお、障がいの区
分により対象とならない場合があり
ます。必要書類など詳しくは、担当
へ◇軽自動車と普通自動車を所有す
る人は、いずれか1台が減免対象▪申必
要書類を持参の上、市役所1階の担当
で配布する申請書に記入し直接担当
へ※普通自動車の手続きは県税事務
所（平塚合同庁舎内）へ▪締6月1日（月）
▪担市民税課薀74-5428

6月1日は人権擁護委員の日
人権擁護委員は法務大臣の委嘱を受
け、地域の皆さんの人権が尊重され
るよう活動しています。新型コロナ
ウイルス感染症に関連する不当な差
別や偏見をはじめ、人権侵害につな
がる行為をしないよう一人一人が注
意しましょう。
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

成年後見制度の利用促進に関す
るwebアンケートにご協力を

成年後見制度の認知度や課題を把握
するため、ご意見をお聞かせくださ
い◇回答方法＝市ホームページ｢市
への提案･意見 webアンケート｣か
ら※右のQRコードか
らも回答できます◇実
施期間＝5月18日（月）〜
6月12日（金）
▪担福祉総務課薀94-4719

いきいき健診（特定･一般健康診
査）の見合わせについて

緊急事態宣言の延長に伴い、いきい
き健診の実施を見合わせます。開始
時期が決まり次第、広報や市ホーム
ページなどでお知らせし、対象者に
受診券を送付します▪対40歳以上で、
令和2年4月1日以前から国民健康保
険、後期高齢者医療制度に加入して
いる人と、生活保護を受けている人
▪担保険年金課薀94-4728（国保）
　健康づくり課薀94-4616（後期高齢）

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。身長や体重の計
測もできます。母子健康手帳をお持
ちください。

日　時 会　場

6/1（月）
 9：50〜10：40

成瀬コミュニティ
センター
※1歳未満児のみ

6/2（火）
10：00〜11：00 高部屋公民館

▪担子育て支援課薀94-4637

母親父親教室
初めてお母さん･お父さんになる人
のための教室。子育てに役立つ話や
マタニティ体操、妊婦さん同士の交
流会など。時間など詳しくは、担当
へ▪時6月8日（月）･25日（木）、7月21日

（火）の全3回▪場伊勢原シティプラザ
ほか▪対初めてお母さん･お父さんに
なる人24組（申込順）
▪担子育て支援課薀94-4637

図書館　薀92-3500

6月1日（月）まで休館しています。

子ども科学館　薀92-3600

6月1日（月）まで休館しています。6
月以降のプラネタリウム投影につい
ては施設にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴い、使用済みのマスク
がごみとして出されることが増
えています。ごみを出す際は、
次の点に注意しましょう。
◇燃やすごみの日に出す
◇透明または半透明の袋に入れ
て口元をしっかり
縛る
◇収集時に破れな
いよう、袋は満杯
にしない
▪担環境美化センター薀94-7502

市ホームページ「クルリン」のページ
で塗り絵や謎解きゲームを
公開中です※右のＱＲコー
ドからもご覧になれます

公共施設の一般利用休止に
ついて

次の施設は5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｣で確認を。
※一部施設は６月１日（月）は通常休館。
期間は延長する場合があります
◇図書館
◇子ども科学館
◇市民文化会館
◇各公民館
◇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
◇各コミュニティセンター
◇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
◇クルリン健康測定コーナー（市役
所分室内）
◇総合運動公園自由広場
◇チャンピオンすずかわ野球場･テ
ニスコート
◇市ノ坪公園テニスコート･自由広場
◇東富岡公園テニスコート
◇各スポーツ広場
◇学校開放施設 屋内･屋外運動場

（小･中学校）
◇学校夜間照明施設（石田小･中沢中）
◇子育て支援センター（6/2まで休止）
◇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

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）。

スポーツ推進審議会委員を募集
　市民主体の生涯スポーツ社会の
実現に向けた活動について審議し
ていただきます。
　ほかの審議会などの委員である
人は応募できません。
応募資格　市内在住で20歳以上の
人（令和2年8月1日現在）
募集人数　2人
任　　期　2年
報　　酬　会議1回につき5400円
（年3回程度）

応募方法　小論文｢市民の運動実施
率向上方策について考えること｣
（400字程度）に住所、氏名、生年
月日、電話番号を明記し、郵送か
FAX、電子メール、または直接市
役所分室2階の担当にご提出くだ
さい
締め切り　6月1日（月）※消印有効
選考方法　書類審査後に面接
▪担スポーツ課薀94-4628 93-8389

sports@isehara-city.jp

使用済みマスクの
捨て方についておうちでクルリンと

遊ぼう！

国勢調査員を募集しています
　令和2年10月1日を基準日とする
国の最も重要な統計調査です。業
務内容など詳しくは、市役所4階
の担当にお問い合わせください。
皆さまのご協力をお願いします。
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

市ホームページ
専用フォーム

　新型コロナウイルス感染症の
影響で、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。

▪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


