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お知らせ information

中小企業退職金共済制度
国が支援する中小企業のための退職
金制度で、次の特徴があります①国
から掛け金の助成を受けられる②掛
け金は全額非課税で手数料がかから
ない③社外積立型で管理しやすい④
パートタイマーや家族従業員も加入
できる。詳しくは問い合わせ先へ。
▪問中小企業退職金共済事業本部
薀03-6907-1234
▪担商工観光課薀94-4732

7/23（木）～26（日） コンビニ交付
と自動交付機を休止

システムメンテナンスのため、住民
票、印鑑証明、戸籍証明書、市県民
税課税所得証明書（現年度分）のコン
ビニ交付と自動交付機は利用できま
せん。住民票など各種証明書の発行
は市役所駅窓口センター（午前9時30
分～午後5時）をご利用ください。
▪担戸籍住民課薀94-4713

7/25（土）はマイナンバーカード
の手続きができません

システムメンテナンスが全国的に行
われるため、土曜開庁日の7月25日
はマイナンバーカードに関する手続
きが行えません。
▪担戸籍住民課薀94-4713

クールシェアいせはらを中止します
クールシェアは、地球温暖化対策の
一環として、家庭でのエアコン使用
を控え、市が登録した公共･商業施
設に集まって涼を分かち合う取り組
みです。人が密になり、新型コロナ
ウイルスの感染が拡大することを防
ぐため、今年の事業は中止します。
▪担環境対策課薀94-4737

会計年度任用職員（保健師）を募集
妊娠期から子育て期まで包括的支援
を行う非常勤職員を募集。詳しくは
市役所1階の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◇募集人数＝1人◇任用期間＝8月
1日～令和3年9月30日▪締7月20日（月）
▪担子育て支援課薀94-4637

夏を安全に過ごしましょう
花火はルールを守って
説明書をよく読み、ルールを守って
遊びましょう。バケツなどに水を用
意し、風の強い日には遊ばないよう
にしましょう。
扇風機やエアコンの管理は適正に
使う前には必ず点検し、異常があれ
ばすぐに使用をやめて販売店に相談
を。使わないときはコンセントから
電源プラグを抜きましょう。
▪担消防本部予防課薀95-2117

市長選挙の立候補予定者事前説明会
9月20日執行の伊勢原市長選挙の立候
補予定者は必ず出席してください。
出席できる人は、立候補予定者本人
か代理人（出納責任者、選挙運動員
などの予定者）で立候補予定者1人に
つき3人以内です▪時8月5日（水）午後1
時30分～▪場市役所2階2C会議室
▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

催　　し 講座・教室など
event

県子育て支援員研修（地域保育コース）
9月～令和3年1月に開催する、県内で
保育や子育て支援に従事する人向け
の研修です。詳しくは県ホームペー
ジで｢子育て支援員研修｣を検索する
か、問い合わせ先へ▪対県内在住･在
勤･在学の人▪締7月31日（金）
▪問（株）ポピンズ薀03-3447-5826
▪担子ども育成課薀94-4638

元気っ子アンサンブル教室
歌や楽器を楽しむ教室です◇発表会
の予定あり▪時9月9日～令和3年3月17
日の毎週水曜日（冬休み期間、祝日
を除く）①午後4時30分～5時10分②
午後5時20分～6時10分▪場市民文化会
館▪対①小学校3年生20人②小学校4～
6年生20人（申込順）▪費500円
▪担青少年課薀94-4647

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

展示室は当面の間休止します。プラ
ネタリウム、かんたん工作教室、や
さしい実験教室は予約制で再開して
います。内容や申し込み方法など詳
しくは、施設かホームページでご確
認ください。

※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

プラネタリウム投影番組
7月23日（木）から新番組「ハナビリウ
ム」の投影が始まります。

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◇7月22日は妊婦
の歯科･栄養相談あ
り▪申電話で担当へ（人
数制限あり）※8月3日
の相談は7月20日（月）
から受け付け

日　時 会　場
7/22（水）
13：00～14：00

中央公民館
※1歳未満児と妊婦のみ

7/28（火）
10：00～11：00 大田公民館

7/30（木）
10：00～11：00 伊勢原南公民館

8/ 3（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

▪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
で、広報紙面に掲載しているイベン
トなどでも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。
　イベントなどに参加する際は、検
温やマスク着用などの予防対策にご
協力ください。

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

7/15～8/14

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 5月 1～5月
特 殊 詐 欺 1 11（+ 1）
空 き 巣 0 0（－10）
車上狙いなど 0 10（－ 6）
乗 り 物 盗 3 35（－ 5）

施設によって、利用基準や休館日を
変更している場合があります。詳し
くは各施設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

7/20•27•28、 8/3•5•11

7月中の平日、8/5•11

7/20•27、8/3•11

7/20•27、8/3

7/20•27、8/3

7/20•27、8/3

7/27、8/10

7/20•23•24•27、8/3•10
※中央･大田公民館は7/20、8/3は開館

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

● 会 員 募 集 ●

●伊勢原市民混声合唱団“ピアー
チェ カンターレ”
コーラスで元気に◇1カ月無料体験あ
り▪時月3回月曜日午前10時～正午▪場
たくみビル（桜台1丁目）▪費月4000円
▪問木下薀95-7307

● お 知 ら せ ●

●県弁護士会人権賞候補者を募集
人権侵害に対する救済活動や人権思
想の普及･確立のための活動、人権
擁護活動をした個人･団体が対象▪締
8月31日（月）
▪問神奈川県弁護士会｢人権賞｣係
薀045-211-7705
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、
10月1日号分は8月3日から受付）。

在宅障がい者に関する各種手当のお知らせ

▪担障がい福祉課薀94-4720

　在宅の障がい者で常に特別な介護を必要とするなど、障がいの程度に
より手当を受給できる場合があります。詳しくは担当にお問い合わせく
ださい※所得状況や施設入所、入院状況などによる制限があります

種　類 対　象　者 支 給 額

福祉手当 4月1日現在市内に居住し、条件を満たす障害者
手帳または療育手帳を持っている人

（年額）
重度2万5000円
中度1万7000円
軽度9000円

特別障害
者手当 20歳以上の在宅重度障がい者（条件あり） （月額）

2万7350円
障害児福
祉手当 20歳未満の在宅重度障がい児（条件あり） （月額）

1万4880円

特別児童
扶養手当

身体、知的または精神障がいのある20歳未満の
人を養育している人（条件あり）

（月額）
重度5万2500円
中度3万4970円

神奈川県
在宅重度
障害者等
手当

8月1日現在県内に半年以上居住し、次の2つ以 
上に該当する人（条件あり）
①身体障害者手帳1･2級②療育手帳A1･A2（同 
等の判定含む）③精神障害者保健福祉手帳1級

（年額）6万円

在宅重度
障害者介
護手当

4月1日現在市内に1年以上居住し、20歳以上65歳
未満で条件を満たす障害者手帳または療育手帳
を持っており、介護が必要な在宅重度障がい者

（年額）3万円

今号の「シリーズ Road to OYAMA 現代の大山道」はお休みします

▪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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