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6/1～30
お知らせ information

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。皆さま
のご協力をお願いします。業務内容
など詳しくは、市役所4階の担当へ
◇報酬＝1調査区4万円程度、2調査
区7万円程度▪申市ホー
ムページ「募集」の専用
フォーム、または電話
か直接担当へ※人数に
達し次第締め切り
▪担経営企画課薀94-4845

広報いせはら縮刷版を頒布しています
市政の歩みを知るアーカイブ資料と
して「広報いせはら縮刷版」第3巻～8
巻（B5判、モノクロ、8巻はオールカ 
ラー）を頒布しています。平成18～
22年度分を収録した第9巻を刊行し
ました◇第9巻仕様＝B5判、オール
カラー◇頒布価格＝4000円（3～7巻
は3000円）◇頒布場所＝市役所1階の
人権･広聴相談課
▪担広報戦略課薀94-4864

6月は二輪車交通事故防止強化
月間･暴走族追放強化月間

二輪車は自動車に比べて見落とされ
やすいため、出会い頭や右折時の事
故が多く、事故の際の被害も大きく
なる傾向があります。多発する二輪
車の事故防止や暴走族の追放、また
グループへの加入防止について、家
族や職場で話し合いましょう。
▪担市民協働課薀94-4715

令和2年度市･県民税のお知らせ
個人事業主や年金所得者などで課税
される人に、6月5日付けで令和2年
度の「市･県民税納税通知書」を発送
します。また、6月1日（月）から、令
和2年度の「市･県民税課税所得（非課
税）証明書」を市役所1階の担当窓口
または市役所駅窓口センターで発行
します。申請には運転免許証など本
人確認ができる物をお持ちください
※マイナンバーカードをお持ちの人
はコンビニエンスストアでも交付可
▪担市民税課薀74-5429

マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー通知カードは令和2年5
月25日をもって廃止となりました。
今後は交付、再交付、記載事項（住所 
や氏名など）の変更は行えません。新 
たにマイナンバーが付番された人に
は「個人番号通知書」でマイナンバー 
の通知を行います。詳しくは担当へ。
▪担戸籍住民課薀94-4713

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、
市ホームページ「職員採用」か各担当
で配布する募集案内で確認を。
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＝5人◇任用期間＝7 
月1日～令和3年3月31日▪締6月8日（月）
▪担戸籍住民課（市役所1階）薀94-4713
小･中学校特別支援学級介助員
◇従事内容＝日常生活の動作や学習
活動の援助◇募集人数＝若干名◇任
用期間＝令和3年3月31日まで※人数
に達し次第締め切り
スクールソーシャルワーカー
◇従事内容＝児童･生徒の指導上の
課題への対応や支援◇募集人数＝1
人◇任用期間＝令和3年3月31日まで
※人数に達し次第締め切り
▪担教育センター（市役所5階）薀74-5253

農薬の使用は正しく安全に
農薬は適正に使用されないと、アレ
ルギーや化学物質過敏症の人の健康
を害したり、生活環境に悪影響を及
ぼしたりすることがあります。特に
住宅地に近い場所では使用を控えま
しょう。使う際は事前に周知して決
められた量を守り、風の強さや向き
に注意して飛散を防ぎましょう。
▪担環境対策課薀94-4735
　農業振興課薀94-4664

公共施設で節電対策を実施して
います

市の公共施設では、環境への配慮と
経費節減のため次の節電対策を実施
しています。ご理解をお願いします
◇室内温度28℃を目安に冷房を管理
します◇昼休み時間は不要な屋内照
明を消灯します◇市役所のエレベー
ター1台を停止させています◇職員
のクールビズを励行しています（5～
10月）
▪担環境対策課薀94-4737

6/1～7は水道週間
ビルやマンションなどの所有者･管理 
者は、受水槽の清掃を年に1回以上、 
定期的に行い、適切な管理に努めま
しょう◇有害物や汚水による汚染が
ないか点検しましょう◇蛇口から出
る水に色や濁り、味、においなどの
異常があったときは水質検査を◇健
康危害の恐れがあるときは直ちに停
止し、関係者に周知してください
▪担環境対策課薀94-4737

障害者雇用奨励補助金の申請を
障がい者を雇用する中小企業の事業
主に奨励補助金を交付します▪対1年
以上継続して市内で事業所を営み、
市内在住の障がい者を6月1日現在で
1年以上常用雇用している企業◇交
付額＝障がい者1人につき年額6万円
◇交付期間＝5年間▪申市役所2階の担
当で配布する申請書に記入し、必要
書類を添えて郵送か直接担当へ※申
請書は市ホームページ「産業･まちづ
くり」→「雇用」からも入手可▪締6月30
日（火）※消印有効
▪担商工観光課薀94-4732

介護保険サービス利用者の自己
負担額を軽減

いずれも申請が必要です。詳しくは
担当へ▪対住民税非課税世帯の人※収
入や預貯金などによる制限あり
居住費と食費の軽減
介護保険施設サービス･短期入所サー 
ビスを利用する場合
社会福祉法人サービス利用料の軽減
社会福祉法人が提供する介護保険
サービスを利用する場合
▪担介護高齢課薀94-4722

訪問型サービスA従事者研修
高齢者の生活支援に特化したホーム
ヘルプサービスの資格が取得できま
す▪時7月2日（木）･14日（火）･22日（水）
の全3回、午前10時～午後3時▪場市民
文化会館▪対市内在住の人20人（申込
順）▪締6月24日（水）
▪担介護高齢課薀94-4725

市総合体育大会の参加者を募集
種目･日程 申込先 締切

テニス
6/28（日）

市テニス協会
isehara_t_19 

79@yahoo.co.jp
6/ 7（日）

卓球（一般、
小学生）
7/ 5（日）

市卓球協会ホー
ムページから 6/13（土）

ソフトテニス
団体戦
7/ 5（日）

岡
薀090-2175-3876 6/19（金）

ソフトボール
8/ 2（日）

豊田
薀046-286-3421 6/17（水）

▪担スポーツ課薀94-4628

児童手当等現況届の提出を
中学校卒業までの児童を養育してい
る人に、児童手当または特例給付を
支給しています。各家庭に届いた児
童手当等現況届に記入
し、郵送か直接市役所3
階3C会議室へ提出を▪締 
6月30日（火）※消印有効
▪担子育て支援課薀94-4633

木造住宅の耐震化を補助します
今年度の申請受付を開始しました。
詳しくは担当へ▪対昭和56年5月31日 
以前に在来軸組工法で建築された木
造住宅▪申工事などの着手前に担当へ
※予算の範囲内で先着順に受け付け
▪担建築住宅課薀94-4790

水洗便所改造補助金を変更
公共下水道への接続を促進するため
くみ取り便所の改造や浄化槽の切り
替え工事をして下水道に接続した人
への補助金額を変更します◇変更後
の補助額＝【供用開始から1年以内に
接続】3万円【供用開始から2年以内に
接続】2万円【供用開始から3年以内に
接続】1万円※経過措置として、令和
3年3月末までに下水道に接続した人
は、供用開始からの年数に関わらず
最低1万5000円を交付
公共下水道の供用を開始
今年度、新たに田中、伊勢原3丁目、 
伊勢原4丁目、下糟屋、上粕屋の一部 
の公共下水道の供用を開始します。
宅内の排水設備工事を行い、下水道
に接続してください※該当者には郵
送で個別にお知らせします
▪担下水道経営課薀92-3031

6/7～13は危険物安全週間
危険物は扱い方を間違うと大きな事
故につながります。家庭や職場でど
んな危険物が使われているか、貯蔵
や取り扱いの方法が安全で正しいか 
を確認し、事故防止に努めましょう。
▪担消防本部予防課薀95-2118

教科書展示会
次年度に使用する小･中学校の教科書 
を展示▪時6月12日（金）～7月2日（木）の 
午前9時～正午、午後1時～5時（日･月 
曜日、7月1日を除く）▪場子ども科学館
▪担教育指導課薀74-5247

新小学校1年生の就学相談
令和3年4月に小学校入学予定で、特
別支援学級への入級や特別支援学校
への入学など、教育的配慮を必要と
する子どもの保護者を対象に相談を
受けます▪時平日の午前9時～午後5時

（年末年始を除く）▪申事前に電話で担
当へ※受付は11月30日（月）まで
▪担教育センター薀74-5253

催　　し 講座・教室など
event

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に相模川中流右岸（厚木市）で水鳥を
観察▪時6月27日（土）午前8時50分～◇
集合＝本厚木駅▪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7月3日（金）午
後6時～9時▪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、中学生は保護者同伴）
▪担警防救急課薀95-9144

産業能率大学スポーツ教室
「親子（幼児）動きづくり教室」
▪時6月28日（日）午前9時30分～11時▪場
産業能率大学▪対年中･長の親子40組80 
人（申込多数の場合は抽選）▪申住所、
氏名、性別、年齢、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6月19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

図書館　薀92-3500

館内のイベントは中止しています。

子ども科学館　薀92-3600

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。

※入館料は展示室利用料､ 観覧料はプラネタリ
ウム利用料です

大人 小･中
学生

4歳以上
小学生未満 4歳未満

入館料 300円 100円 無料
無料

観覧料 500円 200円 200円

※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 ●

●津軽三味線･民謡貢
みつ

謙
けん

会
芸を身に付けて指導者を目指しませ
んか▪時月3回日曜日午前9時30分～正
午▪場中央公民館▪費入会金1000円、月
3000円、体験500円
▪問小

お

山
やま

薀090-3239-6700

●郡上おどりを楽しむ会
有名な盆踊り「郡上踊り」で健康づく
り▪時毎週水曜日午後1時～4時▪場中央
公民館ほか▪費1回100円
▪問近藤薀090-9679-5154
●美しく社交ダンスを踊る会
正しい基本を身に付けて楽しく踊る
▪時毎週木曜日午後7時30分～9時▪場伊
勢原南公民館ほか▪対中級者程度▪費月
3000円
▪問渋谷薀080-4883-2212

● イ ベ ン ト ●

●市ゴルフ協会主催大会･教室
いずれも▪場伊勢原カントリークラブ
第1回市ゴルフ選手権大会
18Hストロークプレー▪時7月19日（日） 
午前7時30分～▪対市ゴルフ協会会員40 
人（申込順）▪費参加費2000円、プレー
費6500円（ビジター1万1300円）※食
事代含む、税別▪締7月10日（金）
ジュニアゴルフスクール
18Hラウンドレッスン▪時8月6日（木）・ 
7日（金）午前7時30分～午後5時▪対市
内在住･在学の小学生～高校生各日
24人（申込順）▪費3000円（食事代含む）
▪締7月20日（月）
▪問市ゴルフ協会事務局（伊勢原ゴル
フセンター内）薀94-0666

市･県民税普通徴収···········1期分
国民健康保険税················3期分
介護保険料······················3期分
清掃手数料(し尿)···········4･5月分

納期のお知らせ
納期限6月30日（火）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

4月 1～4月
発　生 19  85（+12）
死　者  0   0（± 0）
負
傷
者

計 21 109（+16）
重  0   4（－ 1）
軽 21 105（+17）

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。先着順で受け付けます。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。

6/1･8･15･22･29

6/1･3･8･15･22･29

6/1･3･8･15･22･29

6/1･8･15･22･29

※中央公民館は6/1･8･15･22は開館
※大田公民館は6/1･15は開館

6/8･22

6/1･8･15･22･29

6/1･8･15･22･29

6/1･8･15･22･29

※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★ 16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）

5日（金）・12日（金）・19日（金）・ 
26日（金）13:00～16:00

行政相談 中止
不動産相談★ 18日（木）13:30～16:00
司法書士相談 中止

行政書士相談★ 8日（月）･22日（月）
13:30～16:00

社会保険労務士相談★ 10日（水）13:30～16:00
人権相談 中止 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19日（金） 24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★ 10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★ 17日（水）16:00～18:00

精神保健福祉･認知症相談★ 3日（水）･4日（木）、
7月2日（木）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

6 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

市ホームページ
専用フォーム

◇社会福祉協議会（マスクの寄贈）
◇株式会社アイワプラニング（マ
スクの寄贈）
◇タピルス株式会社（マスクの寄贈）
◇鄭

てい

健
けん

さん（マスクの寄贈）
◇伊勢原ひかりライオンズクラブ

（マスクの寄贈）
◇株式会社厚木教材社（マスクの
寄贈）
◇日産自動車株式会社（医療用フェ 
イスシールドの寄贈）
◇株式会社トーシンホーム（マス
クの寄贈）
◇地元元気プロジェクト（株式会
社ビルドアート、サミット有限会

社。マスクの寄贈、児童コミュニ 
ティクラブなどの抗菌作業）
◇明治安田生命保険相互会社（マ
スク、フェイスシールド、ハンド
ジェルの寄贈）
◇株式会社スマイルホーム（電光
掲示板の貸与）
◇株式会社中和工建（次亜塩素酸
水生成装置の寄贈）
◇武藤心

ここ

音
ね

さん（手 
作りマスクの寄贈）
※5月20日現在。
なお、希望により
掲載していない方
がいます

温かい心に感謝します ～新型コロナウイルス感染症対策
　で市に支援いただいた皆さん～

成瀬活性化委員会が「みどり 
の愛護」功労者表彰を受賞

　成瀬活性化委員会（足立安章
会長）が、長年にわたる愛甲石
田駅南口ロータリーの美化や地
域の公園愛護の活動で顕著な功
績を挙げたことが認められ、国
土交通大臣から
第31回「みどり 
の愛護」功労者
の表彰を受けま
した。
▪担みどり公園課薀94-4759

クラウン･パッケージと災害時協定を締結
　市は4月23日、大規模災害時の避難所の居住環境を向上させるため、 
株式会社クラウン･パッケージ神奈川事業所と「災害時における物資の
供給に関する協定」を締結しました。
　クッション材や間仕切り、食器など、さ
まざまな用途に使うことができる段ボール
製品を優先的に提供いただき、各避難所で
活用します。
▪担危機管理課薀94-4865

　道路や建物に被害をもたらすだ
けでなく、一瞬で人の命も奪って
しまう土砂災害。雨が続くと地盤
が緩み、発生しやすくなります。
　災害から身を守るため、次のこ
とを心がけましょう。
ハザードマップで危険箇所を確認
　自宅周辺の状況を確認しましょ
う※市ホームページ「防災･災害」
でも閲覧できます
雨が降り出したら気象情報を収集
　テレビやラジオ、インターネッ
トで最新の情報を収集しましょう
※市内の雨量情報は、市ホーム
ページ「いせはら雨量観測マップ」
でも確認できます
早めの安全確保行動を
　避難とは安全を確保する行動の

こと。自宅が安全な場所にある場
合は、その場にとどまるのも安全
確保行動です。雨や風が強く外が
危険なときは、無理をせず自宅の
安全な場所で身を守りましょう。
　やむを得ず自宅を離れる場合は
避難情報に注意し、警戒レベル3･ 
4が発令されたら速やかに指定避
難所に移動しましょう。

▪担危機管理課薀94-4865

6 月は土砂災害防止月間

◇避難する際は、食料や飲料
水、常備薬、クッション、毛
布、レジャーシート、スリッ
パなどを準備してください。
ペットを連れていく場合は、
ペット用のケージやシーツを
お持ちください

　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「新型コロナウイルス
感染症に伴うさまざまなお知ら
せ」でご確認ください。


