
点訳広報、声の広報も製作しています

　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。受験案内や申込書は市
ホームページ｢職員採用｣から入手で
きます。

締め切り　8月31日（月）※消印有効

▪担職員課薀94-4873

　今後募集する職種は、広報や市
ホームページに掲載します。

伊勢原市長選挙
投票日 9月20日（日）

▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

　センターの解体工事に伴い、9月
から敷地内の電気自動車急速充電器
が利用できません。
ところ　旧青少年センター駐車場内

（田中316番地の1）

休止期間　9月1日（火）午前9時～令
和3年3月上旬
※再開時期は決まり次第、市ホーム
ページでお知らせします
▪担環境対策課薀94-4737

　主要な大山道8道の最後として、南
西から大山を目指す｢蓑毛通り大山道｣
をたどってみたいと思います。現在の
秦野市曲

まがりまつ

松で矢倉沢往還から分かれ、
蓑毛を越えて大山へ至るルートです。
　江戸からの参詣者が利用した参道に
対し、小田原や伊豆、駿河などからの
参詣者や富士講（富士山に参詣する集
団）が西からの登山口として利用した
ことで知られ、蓑

み の

毛
げ

道
み ち

や石
せ き

尊
そ ん

道
み ち

、富
ふ

士
じ

浅
せ ん

間
げ ん

道
み ち

という別名もあります。
　ルートの途中には、賽

さ い

（西）の河原跡
にある六地蔵像や、かつての大山は男
性のみ登拝が許されたことを示す女人
禁制の碑などがあり、現在は「関東ふ
れあいの道」の一つとして整備されて
います。

御
お

師
し

の里として名高い｢蓑毛｣
　江戸時代、坂本（現在の大山地区）に対して西坂本
とも呼ばれた蓑毛は、西の門前町として17軒ほどの
宿坊があったとされています。また、大山講を導く
御師（先導師）の里として、静岡や山梨から多くの講
を招きました。
　江戸初期に幕府が行った「慶長の改革」により、古
くから大山を修行の場としていた僧侶や修験者らが
山内を追われ、多くが麓の坂本に居住した一方、一
部が蓑毛に移住したとされます。やがて門前町を形
成し、大山寺に属する御師となった彼らは、大山信
仰の普及と拡大を図るため精力的に関東各地を巡り
檀
だ ん

家
か

の獲得と大山講の結成を進めました。これが、
のちの大山詣りブームが起こるきっかけの一つになったとされています。

◇次回は最終回｢現代に続く道｣です

蓑毛入口にある大鳥居。県道の中央分離
帯にあります（秦野市提供）

賽（西）の河原跡の六地蔵像。この付近は
山中で罪を犯した人を処罰した場といわれ
ています（秦野市提供） 

秦野市くずはの家
マスコットキャラクター
“もりりん”

第10回　「蓑
みの
毛
げ
通り大山道」現代の大山道

旧青少年センターの電気自動車
急速充電器を休止します

■事務　一次試験日 11月1日（日）
職　種 受 験 資 格 募集人数

事務（初級）
【障がい者対象】

平成2年4月2日以降に生まれた人で、障害者手帳な
どの交付を受けている人 1人

■消防職　一次試験日 10月18日（日）･19日（月）の2日間
職　種 受 験 資 格 募集人数

消防（上級）
平成7年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に
規定する大学を卒業（令和3年3月末卒業見込みを
含む）または同程度の学歴を有する人

2人

消防（初級）
平成7年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に
規定する高等学校を卒業（令和3年3月末卒業見込
みを含む）または同程度の学歴を有する人

※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

秋のイベント中止のお知らせ

指定管理者を募集します

　新型コロナウイルス感染症が終息していない状況を受け、参加者の健康
や安全面を優先して判断しました。
　なお、来年の行政センター周辺イベントは、市制施行50周年記念事業と
なります。皆さまのご支援･ご協力をお願いします。
中止のイベント
◇大山火祭薪能▪担商工観光課薀94-4729
◇行政センター周辺イベント
　畜産まつり▪担農業振興課薀94-4664
　サポセンフェスタ▪担市民協働課薀94-4714
　いせはらストップ温暖化展▪担環境対策課薀94-4737
　子育て応援フェスタ▪担子育て支援課薀94-4633
　健康バス測定会▪担健康づくり課薀94-4609
　※例年、同時開催している伊勢原協同病院文化祭も中止となります

八幡谷戸ふれあいガーデン
　市民農園を管理･
運営する指定管理者
を募集します。
指定期間　令和3年4月1日～8年3月31
日（5年間）
対象施設　八幡谷戸ふれあいガーデ
ン（西富岡1399番地）
応募資格　専門知識を有し、自主事
業を展開できる法人･団体、または
複数の団体により構成するグループ
受付期間　9月16日（水）～10月16日（金）
募集要項　8月31日（月）まで市役所2
階の担当で配布します※市ホーム
ページ｢募集｣からも入手できます
募集説明会
と　き　9月3日（木）午後1時30分～
ところ　市民文化会館
▪担農業振興課薀94-4648

総合運動公園ほか3公園
　4公園を一括して管理･運営する指
定管理者を募集します。
指定期間　令和3年4月1日～8年3月31
日（5年間）
対象施設　総合運動公園、鈴川公園、
市ノ坪公園、東富岡公園
応募資格　専門知識を有し、自主事
業を展開できる法人･団体、または
複数の団体により構成するグループ
受付期間　9月16日（水）～10月16日（金）
募集要項　8月17日（月）～31日（月）に
市役所分室2階の担当と市役所2階の
みどり公園課で配布します※市ホー
ムページ｢募集｣からも入手できます
募集説明会
と　き　9月7日（月）午後2時～
ところ　市体育館
▪担スポーツ課薀94-4632

令和3年4月採用の市職員を募集します

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせを4面に掲載しています

発行／伊勢原市　編集／広報戦略課
〒259-1188　伊勢原市田中348番地

発行部数／39,700部

『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

伊勢原市市公式
ホーム
ページ

令和2（2020）年 No.12058月15日

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102,073（−48）　 世帯数46,106（−3） 8月1日現在（　）は前月比
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8/15～9/14
全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

いじめや児童虐待など、子どもに関
する相談を人権擁護委員が電話で受
けます▪時 8月28日（金）～9月3日（木） 
の午前8時30分～午後7時（土･日曜日
は午前10時～午後5時）◇専用電話薀
0120-007-110（フリーダイヤル） 
▪担人権･広聴相談課薀94-4716　

みかんの木オーナーを募集
日ごろの木の管理は園主が行い、収
穫時期に家族や友人とミカン狩りが
楽しめます。オーナーに決定した人
には10月上旬までに案内を送付しま
す▪場栗原地区◇募集本数＝40本（申
込多数の場合は抽選）▪申住所、氏名、
電話番号、希望品種、収量、本数を
明記し、ハガキか電子メールで※品
種、収量は希望に添えない場合があ
ります▪締8月31日（月）※消印有効
品　種 収　量 契約金

早生･藤中

40kg程度 7000円
60kg程度 9000円
80kg程度 1万2000円

100kg程度 1万4000円
120kg程度 1万7000円
150kg程度 2万円
180kg程度 2万4000円
200kg以上 2万7000円

大津･青島

40kg程度 8000円
60kg程度 1万1000円
80kg程度 1万3000円

100kg程度 1万6000円
120kg程度 2万円
150kg程度 2万2000円
180kg程度 2万6000円
200kg以上 2万9000円

▪担農業振興課薀94-4664
nousei@isehara-city.jp

中学校卒業程度認定試験
病気などやむを得ない理由で義務教
育を受けられなかった人を対象に、
中学校卒業程度の学力があるかを認
定する試験です。合格者は高等学校
の入学資格を得られます。詳しくは
担当へ◇願書受付期限＝9月4日（金）
※消印有効◇試験日＝10月22日（木）
▪担教育指導課薀74-5247

催　　し 講座・教室など
event

家族介護者教室「認知症ケアに
ついて」

認知症の家族への関わり方を学ぶ▪時
9月14日（月）午前10時～正午▪場伊勢
原シティプラザ▪対市内在住･在勤で
高齢者を介護している人か65歳以上
の人20人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

いせはら観光ガイド養成講座
市の歴史を学ぶ一般観光ガイドコー
ス（全14回）と外国人の案内に必要な
会話を学ぶ英語コース（全15回）を開
講▪時9月5日（土）～令和3年2月◇9月5
日は開講式と記念講演▪場中央公民館
ほか▪費1コース3000円（1日のみの受講 
は1回300円）▪申電話で問い合わせ先へ
▪問事務局･三上薀95-0807
▪担商工観光課薀94-4729

市民協働事業「いせはら市民大
学･楽しい講座」

伊勢原を知る講座や施設見学など▪時9 
月12日～令和3年3月6日の原則毎回土 
曜日･全13回、午後1時30分～3時30分 
◇9月12日は開講式▪場中央公民館ほか 
▪定40人（申込順）▪費1500円▪申住所、氏
名、年齢、電話番号を明記しFAX、 
または電話で問い合わせ先か担当へ
▪問いせはら生涯学習ボランティア協
会･三上薀 95-0807
▪担社会教育課薀93-7500 93-7551

おもちゃ病院いせはらを開院
受付は各日20個（先着順）。部品交換
などは実費､ 品物によって修理でき
ない場合あり｡ 詳しくは担当へ▪時①
8月22日（土）②8月23日（日）③9月13
日（日）の午前10時～午後2時（受付は
午後1時30分まで）▪場①成瀬コミュニ
ティセンター②伊勢原南公民館③伊
勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会薀94-9600

オレンジカフェ（認知症カフェ）
介護者の体験談を聞く◇簡単な運動
あり▪時 9月10日（木）午後1時30分～3 
時30分▪場泉心荘▪対市内在住の認知症
の人とその家族、物忘れが気になる
人10人（申込順）▪費150円
▪担西部地域包括支援センター薀95-2111

認知症カフェ「レッツ!ボウリング」
認知症の人とボウリングを楽しむ◇
専門職によるサポート制度の紹介あ
り▪時9月16日（水）午後1時30分～4時
▪場伊勢原ボウリングセンター▪対認知
症の人とその家族、介護に携わる人 
30人（申込順）▪費1300円▪締9月10日（木）
▪担中部地域包括支援センター薀92-4091

図書館　薀92-3500

館内のイベントは中止しています。
システム更新のため、8月31日（月）
午前9時～9月12日（土）午前9時はホー 
ムページが利用できません。

子ども科学館　薀92-3600

展示室は一部再開しています。プラ
ネタリウム、工作教室などイベント
は予約制です（人数制限あり）。詳し
くは施設かホームページで確認を。

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
※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
☆印は入館料･観覧料がかかりません

プラネタリウム投影番組
8月17日（月）は機械点検のため、投影 
はありません。9月以降の投影スケ
ジュールはお問い合わせください。

8/18～21 13：30◎/15：30●

土･日曜日、祝日 10：30〇/13：30◎/
15：30●

◎＝ 親子･一般向け番組「ハナビリウム」※星
空解説なし

●＝親子･一般向け番組「銀河鉄道の夜」
〇＝ 親子･一般向け番組「ダイナソートラベ

ラーズ　飛行の起源をさぐれ!」

たぬき先生のやさしい顕微鏡教室
顕微鏡を使っていろいろな物を見よ
う▪時8月中の土･日曜日、午前10時～
11時▪対小学生～中学校1年生各日6人

（申込順、保護者同伴）
 

たぬき先生のやさしいおもちゃづくり
紙飛行機など、簡単にできる楽しい
おもちゃ作りを体験▪時8月中の土･日
曜日、午前11時～正午▪対4歳～小学校
5年生各日6人（申込順、保護者同伴）

エメラルド先生のやさしい木工教室
電動糸ノコギリを使って木工を楽し
む▪時8月中の土･日曜日①午後1時30
分～2時30分②午後3時～4時▪対小学
校3年生～中学生各回4人（申込順、
保護者同伴） 

天体観察会「クーデの日」☆
天体望遠鏡で惑星や星雲･星団を観
察◇クーデ式望遠鏡は使用しません
▪時8月25日（火）午後7時～8時※参加
自由（人数制限の場合あり）、中学生
以下は保護者同伴、雨天･曇天時は26 
日（水）に延期

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▪申電話で担当へ

（人数制限あり）※9月7日の相談は8
月20日（木）から受け付け
日　時 会　場

8/26(水）
9：30～10：30 中央公民館

8/27（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

9/ 7（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

母親･父親学級
初めての出産を安心して迎えるため
の教室です。時間など詳しくは、担
当へ▪時9月7日（月）･29日（火）、10月
20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15人（申込順）
▪担子育て支援課薀94-4637

初めての孫育て教室
子育ての今と昔の違いを解説▪時8月
31日（月）午後1時30分～3時30分▪場伊
勢原シティプラザ▪対市内在住の妊婦
または祖父母になる人15人（申込順）
▪担子育て支援課薀94-4637

▪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 6月 1～6月
特 殊 詐 欺 4 15（−　1）
空 き 巣 1 　1（−10）
車上狙いなど 2 12（−10）
乗 り 物 盗 6 41（−　5）

　感染症の影響で掲載している催し
などが中止となる場合があります。
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。

お知らせ information

会計年度任用職員（一般事務）を募集
詳細は担当か市ホームページ｢職員採 
用｣で確認を◇従事内容＝国勢調査に 
関する事務◇募集人数＝2人◇任用期 
間＝9月8日～10月30日▪締8月21日（金）
▪担経営企画課薀73-8731

福祉のいずみ基金の果実配分
福祉事業を行う団体に基金の運用で
生じた利子を配分▪対①障がい者や福
祉援護が必要な人とその家族で構成
される団体②市内に活動拠点があり
社会福祉事業を行う団体（営利・政治・ 
宗教活動目的を除く）③設立後3年以
上活動実績がある団体◇対象経費＝
継続的に実施する事業に係る経費（人 
件費や食料費、運営費は除く）、福祉 
の向上を目的とした事業に係る経費
◇配分額＝1団体30万円以内▪申市役所 
1階の担当で配布する申請書に記入し 
担当へ▪締9月14日（月）※消印有効
▪担福祉総務課薀94-4719

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

8/17･24･31、9/7･14

8/17･24･31、9/7･14
※中央公民館は8/31以外は開館
※大田公民館は8/17、9/7は開館

8/17･24･31、9/7･14

8/17･24･31、9/7･14

8/24･31、9/7～11、14

8/17･24･31、9/1～11、14
※9/1～11は資料整理・
システム更新休館

※9/8～11は施設点検
休館

8/24、9/14

8/17･24･31、9/7･14

　新型コロナウイルス感染症の影
響を受ける市内企業や飲食店が、
まちに活気を取り戻そうと行う野
外映画イベントです。「スパイダー
マン：ファー・フロム・ホーム｣｢ワン 
ス・アポン・ア・タイム・イン・ハリ
ウッド｣などの作品を日替わりで
上映します。
　会場では、市内店舗がオンライ
ン注文･デリバリー方式で飲食物の 
販売も行います。密集を避けられ
る車内で映画を楽しみませんか。

と　き　9月1日（火）～3日（木）の 
午後7時30分～9時30分、4日（金） 
①午後6時30分～8時30分②午後10
時～午前0時
ところ　総合運動公園第2駐車場
費　用　各回車両1台5000円（食事
代含む）
申込み　「スターライトシネマ　伊
勢原」のホームページからお申し
込みください
▪問実行委員会･中村薀090-1852-7611
▪担商工観光課薀94-4729

　市内大山在住の邦楽家･福原
洋子（本名 尾崎洋子）さんが重
要無形文化財保持者に認定され
る見通しとなりました。国の無
形文化財保持者の認定は市内で
初めてです。
　7月17日に文化審議会から文
部科学大臣に答申があったもの
で、今後大臣により告示され、
正式に認定されます。
　尾崎さんは笛の演奏家で、国
指定重要無形文化財保持団体と
して認定されている｢伝統長唄
保存会会員｣に所属しています。
同団体には現在67人の保持者が
おり、今回は尾崎さんを含む31
人が追加で認定を受けます。
▪担教育総務課薀74-5109

市内初の重要無形文化財
保持者が誕生へ

今年は地元で
のんびりと 市民協働事業｢スターライトシネマ

（ドライブインシアター）｣を開催

シティプロモーション公認
サポーターの動画を公開中

～県｢バーチャル開放区｣で
医療従事者らにエール～　

　県では、新型コロナウイルス
感染症の治療に取り組む医療従
事者などへの応援や感謝をテー
マに、音楽やダンス、大道芸な
ど文化芸術分野の動画を募集･
配信する｢バーチャル開放区｣事
業を行っています。
　いせはらシティプロモーショ
ン公認サポーターの伊勢原手作
り甲冑隊、バルーンパフォー
マーMIYUKI（JOYバルーン）さ
ん、伊勢原室内管弦楽団による
動画も公開中です。市ホーム
ページ｢いせはらシティプロモー 
ション｣から視聴できますので、 
ぜひご覧ください。
▪担広報戦略課薀94-4864

● 会 員 募 集 ●

●伊勢原女声コール フルリール
コーラスで元気に◇無料体験あり▪時
月2回水曜日午後2時～4時▪場たくみ
ビル（桜台1丁目）▪対女性▪費月3000円
▪問木下薀95-7307

● イ ベ ン ト ●

●伊勢原市文化財協会･講演会
伊勢原市石造物調査実施状況報告◇
文化庁補助金事業▪時9月5日（土）午前
10時～正午▪場中央公民館▪申電話で▪締
8月26日（水）
▪問陶

す

山
やま

薀93-0964（午後6時以降）
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。

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

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。

地域を彩った花々
　7月上旬、市内各地を夏の花が彩りました。
　日向地区では市の花キキョウが満開に。市民協働事業としてNPO
法人生活文化ルネッサンスが管理している花畑で、紫や白など250
株が花を咲かせました。
　串橋にある小田急線沿いの畑では、比々多観光振興会が1年ぶり
にヒマワリを植栽。脇を通過する電車とともに、大輪の花を写真に
収める人の姿も見られました。

リサイクルフェア
　市が収集した粗大ごみを再利用
するイベントを資源リサイクルセ
ンターで開催。シルバー人材セン
ターが手直しした家具やダイエッ
ト器具などを低価格で販売したほ
か、パネル展示でごみの資源化･
減量化を呼びかけました。

（7月18日）

市体育館に大型木製遊具の寄贈
　総合運動公園を管理･運営する山 
王総合株式会社から、子ども向け
の室内用大型木製遊具を寄贈いた
だきました。屋内でアスレチック
ができるウッドクライマーと滑り
台を組み合わせたもので、市体育
館1階ロビーに設置されています。

（7月14日）

地元商店応援｢まけるな伊勢原!｣
　新型コロナウイルス感染症の影
響を受ける市内小売店を応援しよ
うと、市民有志によるNPO法人
イセハライクがイベントを開催。
各店舗が地場産野菜、パン、豆腐
などの飲食物や手作りの雑貨など
を販売しました。

（7月12日）

市優良建設工事表彰式
　市が発注した工事で、他の模範
となる優れた施工をした受注者を
表彰。隔年で実施しているもので
今年は過去2年度中に完成した工
事受注者の中から4社に感謝状を
贈呈しました。

（7月14日）

親子で認知症サポーター養成講座
　若い世代に認知症への理解を深
めてもらうため、小学生と保護者
を対象に昨年から行っている講座
です。参加者は紙芝居やクイズで
認知症について学んだり、特殊な
器具を身に着けて加齢による体の
変化を体験したりしました。

（7月18日）

大山の夏山開き
　大山で400年以上続く｢夏山開 
き」が行われました。新型コロナ
ウイルスの感染拡大を防ぐため、
今年は開門の儀式のみを実施。東
京日本橋の｢お花講｣の代表者が山
頂へ至る登拝門を開き、大山に夏
の訪れを告げました。

（7月27日）
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　国や県では、感染症の陽性者の動向を確認し、集団感染の拡大を防ぐシステムの普及を進めています。
　いずれも、氏名や電話番号、位置情報など個人が特定される情報を収集･利用することはありません。利用者が増えることで、感染拡大を防止する
効果が高まります。自分や大切な人を守るため、積極的なご利用をお願いします。

県によるL
ラ イ ン

INEコロナお知らせシステム 新型コロナウイルス接触確認アプリ（Ｃ
コ コ ア

ＯＣＯＡ）

国･県による接触確認システムを利用しましょう

ご活用ください 各種支援制度

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
▪担健康づくり課薀94-4609

市内の感染症患者の発生状況
患者数（累計）　13人
※8月10日現在

　県内の店舗や施設がガイドラインに沿って行う感染症対策を記載した
｢感染防止対策取組書｣。取組書にあるQRコード
を読み取って県のLINE公式アカウントに登録す
ると、感染者が同じ施設を利用していた際、接触
の可能性がある場合に、LINEメッセージで通知
が届きます。
【利用時のポイント】
◇QRコードは場所によって異なります。訪れた場
所ごとに読み取ってください
◇通知はQRコードを読み取った日時に基づいて送
られます。同じ場所を訪問した場合でも毎回読み
取ってください

　スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、感染者
と接触した可能性があるかを確認できるアプリです。
　接触の可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートをよ
り早く受けられます。利用方法など詳しくは、厚生労働省のホームペー
ジをご覧ください。
【アプリの仕組み】
❶過去14日間の感染者と接触した可能性を確
認できます。接触が確認された場合は、画面
の表示に従い症状の有無などを入力すると、
検査の受診などを案内します
❷陽性と診断された場合は、保健所から通知
される処理番号を登録します
接触の目安…アプリをインストールし、ブ
ルートゥース機能をオンにしたスマートフォ
ン同士が約1ｍ以内の距離で15分以上近接し
ていた場合、接触と判断されます
情報の管理…接触情報は各自の端末の中だけ
で暗号化して記録され、14日後に自動で無効
になります

感染防止対策取組書のイメージ

メイン画面イメージ

登録専用フォーム

Android用

　取組書を掲示することで、利用者に対策の内容を
分かりやすく伝えられます。県ホームページの専用
フォームから登録すると発行できます。
　店舗や施設を安心して利用してもらうためにも、
システムをご活用ください。

事業者の皆さんへ　～取り組みをご登録ください～

右のQRコードから▶︎
インストールできます

●❶

●❷

iPhone用

～市民向け～
◇生活に関する支援･給付

内　　容 連　絡　先

特別定額給付金
（10万円）

1人当たり10万円を支給
※申請は8月24日（月）まで、
消印有効

市特別定額給付金専用
ダイヤル（福祉総務課） 
薀0570-027-576
平日午前9時～午後5時

緊急小口資金･総合支
援資金

収入の減少や失業などで生活
の立て直しが必要な人に一時
金を貸し付け※相談は要予約

社会福祉協議会
薀94-9600
平日午前8時45分～正午
午後1時～3時15分

住居確保給付金
休業などで家賃の支払いが困
難な人に家賃相当額を支給
※収入などの要件を満たす人
が対象。上限あり

生活福祉課 薀94-4726

市国民健康保険の傷病
手当金

感染または感染が疑われ、給
与の支払いを受けている加入
者に支給
※適用は9月30日（水）まで

保険年金課 薀94-4728

後期高齢者医療保険の
傷病手当金 保険年金課 薀94-4521

新型コロナウイルス感
染症対応休業支援金

休業手当が支払われない中小
企業の従業員に月額賃金の8割
を支給（上限33万円）

厚生労働省のホーム
ページをご覧ください

◇納税などの猶予･減免
内　　容 連　絡　先

市税の猶予制度 収入が大幅に減少した場合、
1年間納税を猶予 収納課 薀74-5489

国民健康保険税の減免
収入が減少し一定の要件を満
たす場合、保険税（料）を減免

保険年金課 薀94-4728
後期高齢者医療保険料
の減免 保険年金課 薀94-4521

介護保険料の減免 介護高齢課 薀94-4722

国民年金の免除制度 収入が減少した人の保険料を
免除または納付猶予

平塚年金事務所
薀22-1515
保険年金課 薀94-4520

上下水道料金の猶予 支払いを最長4カ月間猶予 厚木水道営業所
薀046-224-1111

内　　　　容 連　絡　先

中小企業などの経営や資金繰りに関する
相談

中小企業等金融相談窓口（商工観
光課）
薀92-1113　平日午前9時～午後5時
中小企業等経営相談窓口（商工会）
薀95-3233　平日午前9時～午後5時

固定資産税･
都市計画税の
減免

売り上げが減少した中小
企業者、小規模事業者に
対し、令和3年度の税を減
免

資産税課 薀74-5469

持続化給付金

売り上げが半分以下に減
少した中小法人に最大200
万円、個人事業者（フリー
ランス含む）に最大100万
円を支給

持続化給付金事業コールセンター
薀0120-115-570
毎日午前8時30分～午後7時（9月以
降は土曜日、祝日を除く）

雇用調整助成
金

賃金が支払えない事業主
に休業手当などの一部を
助成
※申請は9月30日（水）まで

神奈川労働局神奈川助成金セン
ター 薀045-277-8815
平日午前8時30分～午後5時15分

小学校休業等
対応助成金、
小学校休業等
対応支援金

学校の臨時休業に伴う子
どもの世話で休業した個
人事業主や、従業員に特
別休暇を取得させた事業
主に支給

学校等休業助成金･支援金コール
センター 
薀0120-60-3999
毎日午前9時～午後9時

～事業者向け～

▪問県新型コロナウイルス感染症専門ダイヤル
薀0570-056-774（平日午前9時～午後5時）

2m

引き続き感染防止対策を
マスクの着用距離の確保 手洗い･消毒


