
9 月 の 相 談 会場は原則、市役所1階市民相談室
費用はすべて無料
　　マークは予約制、〔　〕は相談員予約
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9/1～30
お知らせ information

事務事業評価の結果を公表
市総合計画中期戦略事業プランに計
上した令和元年度事務事業の評価結
果を公表します◇閲覧場所＝市役所
1階市政情報コーナーか4階の担当※
市ホームページ｢市政情報｣→｢行政
評価｣からもご覧になれます
▪担経営企画課 94-4845

合同就職面接会の参加事業所を募集
伊勢原･平塚･秦野･茅ヶ崎･大磯･二
宮地区の合同面接会。詳しくは問い
合わせ先へ▪時11月30日（月）午後1時
30分～4時、12月1日（火）午前10時15
分～午後0時45分、午後1時45分～4
時15分▪場平塚駅ビルラスカホール▪申
問い合わせ先のホームページで申込
書を入手し問い合わせ先へ▪締9月30
日（水）
▪問平塚市産業振興課 21-9758
▪担商工観光課 94-4732

建設業退職金共済制度
国がサポートする、建設業を営む中
小企業のための退職金制度で、主な
特色は次のとおりです①退職金は企
業間を通算して計算②掛け金の一部
を国が補助③掛け金は全額非課税④
経営事項審査で加点評価の対象とな
る。詳しくは問い合わせ先へ。
▪問建設業退職金共済事業神奈川支部
045-201-8454

▪担商工観光課 94-4732

10月から　医療証を更新
心身障害者医療費助成対象者に発行
している医療証は、9月30日で期限
が切れます。新しい医療証は9月下
旬に郵送します。
医療証の対象となる人
未交付の人は担当にお問い合わせく
ださい①身体障害者手帳1･2級の人
②IQ35以下の人③身体障害者手帳3
級でIQ50以下の人④精神障害者保
健福祉手帳1級の人※65歳以上で新
たに①～④の該当となった人は除
く。④の人は通院費のみ助成
所得制限について
本人に令和元年中、一定以上の所得
がある場合は助成の対象外となりま
す。該当者には9月下旬に通知しま
す。制限額など詳しくは、担当へ。
▪担障がい福祉課 94-4720

生活困窮者の自立支援制度
働きたくても働けない、失業して家
賃が払えないなど生活全般にわたる
相談ができます。また、家族からの
相談も受けています。
自立相談支援事業
支援員が状況に応じた助言や支援を
行います。
住居確保給付金事業
住居を失う恐れのある人に対し、就
労に向けて活動することを条件に、
家賃相当額を一定期間支給します※
資産収入などに関する要件を満たし
ている人が対象。上限あり
▪担生活福祉課 94-4726

合同消火訓練を実施
川崎市消防局航空隊と訓練を行いま
す。ヘリコプターの飛行音などでご
迷惑をおかけしますが、ご理解をお
願いします▪時9月7
日（月）午前9時～�
午後0時30分▪場総�
合運動公園◇雨天
中止
▪担消防署警備第2課 95-2119

市総合体育大会の参加者を募集
種目･日程 申込先 締切

ボウリング
 9/27（日）

伊勢原ボウリ
ングセンター
94-2260

9/26（土）

▪担スポーツ課 94-4628

生産緑地地区の都市計画変更案
の縦覧

期間中は意見書が提出できます▪時9
月15日（火）までの午前8時30分～午�
後5時▪場市役所2階の担当
▪担都市政策課 94-4742

木造住宅の耐震化を補助します
住宅の倒壊から人命を守るため、大
規模な地震に備えた住まいの耐震化
を進めましょう▪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◇補助金額＝【耐震診断】全額

（限度額10万円）【耐震改修工事】工事
および工事監理費用の1/2（限度額50
万円）【除却工事】工
事および工事監理費
用の1/2（限度額25万
円）▪申工事などの着
手前に担当へ
▪担建築住宅課 94-4790

市営住宅入居者を募集
条件など詳しくは、｢募集のしおり｣
で確認を◇一般世帯向け3戸＝池端
住宅1戸、精進場住宅1戸、峰岸住宅1
戸※単身者向けの募集はありません
募集のしおり配布
◇期間＝9月30日（水）まで▪場市役所2
階の担当、1階ロビー、市役所駅窓
口センター（夜間と土･日曜日、祝日
は市役所夜間窓口で配布）
入居申込受付
◇期間＝9月28日（月）～30日（水）の�
午前9時～正午、午後1時～5時▪場市
役所レストラン棟2階会議室
▪担建築住宅課 94-4782

会計年度任用職員（給食調理補
助）を募集

市内小学校で給食調理を補助する非
常勤職員を募集します。勤務条件な
ど詳しくは、市ホームページ｢職員採�
用｣か市役所5階の担当で配布する募
集案内で確認を◇応募資格＝64歳未
満の人（令和2年11月1日現在）◇募集
人数＝5人程度◇任用予定期間＝11月�
1日～令和3年3月31日▪締9月18日（金）
▪担学校教育課 74-5224

不登校相談会･進路情報説明会
フリースクールなどと県教育委員会
が連携して相談を受けます▪時9月26
日（土）午後1時30分～4時30分（受付
は午後4時まで）▪場平塚市教育会館�
（平塚市浅間町）▪対小･中学生、高校
生、高校中退者、保護者、教員
▪問県子ども教育支援課 045-210-8292
▪担教育センター 74-5253

いせはら市民ファンド  ＊敬称略
◇（株）高井工務店･6万3500円
▪担財政課 94-4862

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
鈴川･大根川周辺で水鳥を観察▪時9月
27日（日）午前9時～
午後3時◇集合＝鈴�
川会館前▪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） 96-6466

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、工作教室など館内のイ
ベントは全て予約制で、人数制限が
あります。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
☆印は入館料･観覧料がかかりません

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
9月22日（火）まで

土･日曜日、
祝日

10:30◎/13:30○/
15:30◎

9月26日（土）～10月4日（日）

土･日曜日 10:30□/13:30●/
15:30◎

◎＝�親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣
　　※10:30の回は星空解説なし
○＝�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!｣
□＝親子･一般向け番組｢めざせ!?火星ライフ｣
●＝�親子･一般向け番組｢ポラリス2�ルシア

と流れ星の秘密｣

※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

固定資産税・都市計画税�······· 3期分
国民健康保険税···················· 6期分
介護保険料�··························· 6期分
後期高齢者医療保険料�········ 3期分

納期のお知らせ
納期限9月30日（水）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

7月 1～7月
発　生 10 137（+26）
死　者  0   0（－ 2）

負
傷
者

計 11 166（+22）
重  0   4（－ 1）
軽 11 162（+23）

9/1～11、 14･23･28

9/7～11、 14･23･28

9/14･28

9/7･14･28

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。

税
務
相
談▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

15日（火）13：00～16：00
相続、贈与、土地売買などに
伴う税金の相談〔税理士〕

予約

行
政
相
談▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

16日（水）13：30～16：00
国の行政全般に関する苦情や
要望など〔行政相談委員〕

予約

不
動
産
相
談▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

17日（木）13：30～16：00
土地や建物の取引や賃貸に関
する相談〔宅地建物取引士〕

予約

9日（水）13：00～15：00
高齢者や障がい者の契約行為
や財産管理における権利擁護
についての相談〔行政書士〕
会場＝伊勢原シティプラザ
▪担成年後見･権利擁護推進センター
薀94-9600

行
政
書
士
相
談

成
年
後
見
な
ど
の

予約

▪締9月18日（金）
▪担建築住宅課　薀94-4782

23日（水）13：00～16：00
管理組合の運営や大規模修繕
工事に関する相談
〔マンション管理士〕

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
相
談

予約

法
律
相
談
▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

4日（金）･11日（金）･
18日（金）･25日（金）
13：00～16：00
相続･夫婦･金銭のトラブル、
多重債務などの相談〔弁護士〕
◎予約は、相談日の週初めから

予約

消
費
生
活
相
談

月～金曜日
9：30～12：00、 13：00～16：00
訪問販売など契約に関するト
ラブルの苦情や相談
〔消費生活相談員〕
▪担消費生活センター　薀95-3500 ▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

9日（水）13：30～16：00
年金や社会保険、労働災害な
どに関する相談
〔社会保険労務士〕

社
会
保
険
労
務
士
相
談

予約

● 会 員 募 集 ●

●フォーレ･モーツァルト2大“レク
イエム”を歌おう
▪時月2回日曜日午後2時～4時▪場たく
みビル（桜台1丁目）▪費月2500円
▪問木下 95-7307

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

たぬき先生のやさしい実験教室
▪時9月中の土･日曜日、午前9時30分～�
10時30分▪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9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9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）

科学館の先生たちの工作実験教室
▪時9月21日（月）･22日（火）の①午前9
時30分～10時30分②午後2時30分～3
時30分▪対小学生～中学校1年生各回6
人（申込順、保護者同伴）

天体観察会｢クーデの日｣☆
望遠鏡で月や惑星を観察◇クーデ式
望遠鏡は使用しません▪時9月26日（土）�
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･曇天時は中止

図書館　薀92-3500

システム更新のため、9月12日（土）
午前9時までホームページが利用で
きません。

野の会による対面朗読（視覚障
がい者向け）

希望する人は電話で申し込みを。

16日（水）16：00～18：00
高齢者や障がい者に関する法
律相談〔弁護士〕
会場＝伊勢原シティプラザ
▪担成年後見･権利擁護推進センター
薀94-9600

予約
な
ど
の
法
律
相
談

高
齢
者･

障
が
い
者▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

10日（木）13：00～16：00
登記、相続、遺言、多重債務、
成年後見制度などの相談
〔認定司法書士〕

司
法
書
士
相
談

予約

　人権相談は、9月中は市役
所での相談を中止します。
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

●相
そ う

頓
と ん

寺
じ

俳句会
初心者からベテランまで、大山で俳
句を楽しむ▪時毎月第4日曜日▪場夢心
亭（大山）▪費1回1000円▪申電話かFAXで
▪問中尾 92-0093
●絵画教室
デッサンの基礎から学ぶ▪時毎月第1･�
2日曜日午後1時～4時▪場大田公民館
▪費1回1600円
▪問岡村 080-9700-5131

行
政
書
士
相
談▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

14日（月）･28日（月）
13：30～16：00
行政手続き書類作成や遺言、
相続、会社設立の書類作成方
法などの相談〔行政書士〕

3日（木）･4日（金）
13：30～16：00
精神的な不調やアルコールの
問題など〔専門医〕
会場＝伊勢原シティプラザ
▪担平塚保健福祉事務所秦野センター保健予防課
薀82-1428（代）

認
知
症
相
談

精
神
保
健
福
祉・

予約

9/7･14･21･22･28
※�中央公民館は9/7･14は開館
※大田公民館は9/7は開館

9/7･14･23･28

9/7･14･28

9/7･14･28

※9/8～11は施設点検
休館

※9/1～11は資料整理･
システム更新休館

　トラクターやコンバイン、田
植え機などは、公道を走行しな
い場合も軽自動車税（種別割）の
対象となります。
　4月1日時点で対象の車両を所
有している人は、市役所1階の
担当に税の申告をし、ナンバー
プレートの交付を受けて車両に
取り付けてください。詳しくは
担当にお問い合わせください。
対象車両　最高速度が時速35km�
未満で、運転席がある農耕作業
用の小型特殊自動車
▪担市民税課 74-5428

農耕作業用自動車にも
ナンバープレートが必要です

●伊勢原サンデージョギング
会費･会則なしのゆるい雰囲気で楽
しくジョグ、ラン、ウオークを▪時毎
週日曜日午前7時～8時▪場市役所周辺
▪問佐藤 080-3085-0552　
●伊勢原郷土史研究会
講演会や史跡巡り、新編相模国風土
記稿を学ぶ▪時毎月第2土曜日午前10
時～正午▪場中央公民館▪費月500円
▪問渡

わた

部
べ

95-1794（午後6時以降）

｢ウオームシェアいせはら｣の協力施設を募集
　冬は暖房の稼働などで電力の
需要が高まります。市では施設
などで暖かさを共有することで
家庭での暖房の使用を控え、地
域の節電･省エネ効果を高める�
｢ウオームシェア｣を推進してい
ます。
　この取り組みに協力いただけ
る施設や店舗を募集します。
募集施設　市内に所在し、市民
が広く利用できる施設
実施期間　11月1日（日）～令和3
年1月31日（日）

応募方法　市ホームページ｢参
加協力施設募集のお知らせ｣か
ら申込書を入手し、FAXか電子
メール、または直接市役所2階
の担当にご提出ください
締め切り　9月30日（水）
◇新型コロナウイルスの感染拡
大を防ぐため、実施場所には市
が配布するアルコール消毒液を
設置するほか、定期的な換気･
消毒をお願いします
▪担環境対策課 94-4737 95-7613

kankyou@isehara-city.jp

障

※9月13日（日）は午後のみ投影

　新型コロナウイルスの感染拡大
を防ぐため、次の催しなどは中止
します。ご理解をお願いします。
◇障がい者スポーツ大会
▪担障がい福祉課 94-4720
◇子育て応援ボランティア（子育
てサポーター、ファミリー･サポー
ト･センター支援会員）養成講座
▪担ファミリー･サポート･センター
事務局 74-5596
◇救急フェスティバル
▪担警防救急課 95-9144
◇第56回伊勢原市民文化祭
▪担社会教育課 93-7500
◇大学開放講座
▪担社会教育課 93-7500

催し中止のお知らせ

｢広報いせはら｣の戸別配布を行っています
　市内在住で、新聞を購読して�
いないなどの理由で広報を入手
できない人のため、希望者への
戸別配布を行っています。
　配布は1世帯につき1部です。
事業所などには配布できません。
申し込み　市役所4階の担当や
各公民館などで配布する申込書
に記入し、郵送かFAX、または�
直接担当へご提出ください※申
込書は市ホームページ｢広報い
せはら｣からも入手できます
配布方法　発行日に、市が契約
した業者が配布します◇配布開
始は申込日の翌々月の1日号か
らです（例：9月中に申し込み→�
11月1日号から配布）
※お申し込みいただいた情報を

基に、選挙公報などを配布する
場合があります
無料アプリでも広報を配信中
　発行日にお手持ちのスマート
フォンやタブレット端末にお知
らせが届き、いつでもどこでも
手軽に広報いせはらを読むこと
ができます。
利用方法　下のQRコードを読
み込み、アプリ｢マチイロ｣をイ
ンストールしてください※通信
料、インターネット接続料は自
己負担となります

▪担広報戦略課 94-4864 93-2689
Android iOS

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。

　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。

予約


