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お知らせ information

消防出初式および新春市民の集
いは中止します

令和3年1月10日（日）に予定していた
消防出初式と新春市民の集いは、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、来場者の健康と
安全を最優先に考え、中止します。
▪担消防総務課薀95-9143（消防出初式）
　秘書課薀94-4843（新春市民の集い）

いせはらくらし安心メールに登録を
希望する人は広報1面右上のQRコー�
ドを読み取るか、isehara@emp-sa.�
smart-lgov.jpに空メールを送信し
て登録してください※迷惑メール設
定をしている人は、事前にisehara-�
city.jpのドメインからの受信許可
が必要です
配信内容（選択制）
◇防犯・交通安全情報◇防災情報◇
防災行政用無線情報◇火災情報◇行
方不明者情報◇環境情報◇イベント・�
講座等開催情報◇子育て支援情報◇
健康づくり情報◇伊勢原のＰＲ・観光�
情報◇その他のお知らせ
▪担市民協働課薀94-4715

下水道事業計画変更案の縦覧
期間中は意見書を提出できます◇案
件＝相模川流域関連伊勢原公共下水
道事業計画（伊勢原第2号公共下水道）�
▪時12月11日（金）～24日（木）の午前8
時30分～午後5時▪場市役所1階ロビー�
かアクアクリーンセンター2階の担当
▪担下水道経営課薀92-3341

会計年度任用職員を募集
市役所業務の補助や専門的な業務を
行う非常勤職員を募集します。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▪締
12月14日（月）
一般事務
◇従事内容＝パソコンによる簡単な
データ入力や資料作成、有害鳥獣対
策に係る現場作業◇募集人数＝1人◇�
任用期間＝令和3年4月1日から1年間
▪担農業振興課（市役所2階）薀94-4664
校務整備員
◇従事内容＝小学校の環境整備◇募
集人数＝2人◇任用期間＝令和3年1
月15日～3月31日
▪担教育総務課（市役所5階）薀74-5104

ひとり親家庭などに医療費を助成
ひとり親家庭や、それに相当する家
庭の児童と父または母、養育者の医
療費（健康保険の自己負担分）を助成
します。助成には申請が必要です。
詳しくは担当へ※所得による制限あ
り◇助成期間＝対象児童が18歳に
なった日以後最初の3月31日まで（一
定の障がいがあるか、定時制高等学
校などに在学中の場合は20歳未満ま
で）※既に医療証が交付されている
人は、資格更新のため11月下旬に発
送した現況届を12月15日（火）までに
提出してください（今年度の児童扶養�
手当現況届を提出している人を除く）
▪担子育て支援課薀94-4633

令和3年成人式は1月11日（月）
対象者には12月中旬に案内状を送付
します。居住地ごとに時間を分けた
2部制で開催し、オンライン配信も
行います。会場には新成人のみ入場
できます。介助で同伴が必要な人は
担当へ。詳しくは市ホームページ
「成人・就職」→「成人式」で確認を※
案内状がなくても入場できます▪時令
和3年1月11日（月）①午前11時～（午
前10時30分開場）②午後1時30分～（午�
後1時開場）▪場市民文化会館大ホール
▪対平成12年4月2日～13年4月1日生ま
れで①伊勢原・中沢
中学校区在住の人②
山王・成瀬中学校区
在住の人※現在市外
在住の人や指定時間
以外の参加可
▪担青少年課薀94-4647

高額療養費･外来年間合算の申請
年間を通して高額な外来診療を受け
ている国民健康保険加入者に対し、
自己負担の年間上限額を超えた分が
払い戻されます。対象と思われる人
には、令和3年1月以降に申請書を送
付します。計算方法など詳しくは、
担当へ▪対令和2年7月31日において、
高額療養費の自己負担限度額の区分
が「一般」または「住民税非課税世帯」
に属する70歳以上の人（計算期間中
に「現役並み所得」の区分だった月の
自己負担額を除く）◇計算期間＝令
和元年8月1日から2年7月31日◇上限
額＝14万4000円（年間）
▪担保険年金課薀94-4728

国民年金保険料の納付はお早めに
保険料の納め忘れがあると、将来の
年金額が減額になるだけでなく、も
しものときに障害年金や遺族年金が
受けられなくなることがあります。
また、納めた保険料は全額が社会保
険料控除の対象となります。納付が
済んでいない人は早めに納付してく
ださい。納付書の再発行は問い合わ
せ先へ。
▪問平塚年金事務所薀22-1515
▪担保険年金課薀94-4520

伊勢原駅自由通路の有料広告を募集
申し込み方法など詳しくは、問い合
わせ先へ◇規格＝縦1118㎜以内×横
3000㎜以内（分割での申し込み可）◇
掲出場所＝①南口エスカレーター上
壁面②北口エスカレーター上壁面◇
広告料＝6カ月当たり①24万2000円
②19万8000円

南口の掲出場所

▪問（株）小田急エージェンシー
薀03-3346-0880
▪担市街地整備課薀94-4764

暖房器具は正しく取り扱いましょう
石油ストーブなどに古くなった灯油
を使うと、異常燃焼を起こす恐れが
あり大変危険です。使用前に取扱説�
明書をよく読み正しく扱いましょう。
▪担消防本部予防課薀95-2117

就学援助入学準備金を援助
経済的な理由で子どもを学校に通わ
せることが困難な世帯に、入学準備
金を支給します◇支給額＝5万1060
円◇支給時期＝令和3年2月▪対令和3
年4月に小学校に入学する子どもが�
いる世帯▪申9月発送の就学時健康診
断のお知らせに同封した申請書に記
入し担当へ▪締12月18日（金）
▪担学校教育課薀74-5168

明るい選挙啓発ポスターコンクール
県審査結果

応募総数1189点の中から、優秀賞に
2点、佳作に19点が選ばれました。
優秀賞受賞者は次のとおりです（敬
称略）◇小学校の部＝関西凰次朗（大
山小6年）◇中学校の部＝小倉日向

（成瀬中1年）
▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

催　　し 講座・教室など
event

神奈川県ゆかりの特定失踪者
パネル展

拉致の疑いのある特定失踪者に関す
る資料を展示▪時12月10日（木）～16日

（水）の午前8時30分～午後5時◇土曜
開庁日の12日午前中もご覧になれま
す▪場市役所1階ロビー
▪担人権・広聴相談課薀94-4716

ヘルスメイト養成講座
食の知識や調理のスキルを身に付け
て、受講後はボランティアとして地
域で食育や健康づくりに関わる活動
を行います。時間など詳しくは、担
当へ▪時令和3年1月8日（金）・18日（月）・�
21日（木）・28日（木）、2月3日（水）・12
日（金）・26日（金）、3月8日（月）の全8
回▪場中央公民館ほ
か▪対市内在住の人
16人（申込順）※テ
キスト代がかかり
ます
▪担健康づくり課薀94-4609

図書館　薀92-3500

野の会による視覚障がい者向け
対面朗読サービス

希望する人は電話で申し込みを。

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確認を。

※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

　年末は交通量や飲酒の機会が増え、事故が多発しやすくなります。
一人一人が交通安全について考え、ルールの遵守とマナーの向上に取
り組みましょう。
飲酒運転は絶対にダメ
　｢これくらいなら｣という安易な気持ちが、一生
かかっても償えない悲惨な事故を引き起こします。
歩行者と自転車の事故を防ごう
　夜間は目につきやすい明るい服装や反射材を身に着けましょう。特
に高齢者はご注意を。自転車に乗るときはヘルメット
を着用し、必ず損害賠償保険などに加入しましょう。
シートベルト、チャイルドシートは正しく着用
　命を守る大切な装具です。必ず全ての座席で正しく
着用しましょう。
▪担市民協働課薀94-4715

障害者週間（3日～9日）
　障がいを理由とする差別を解消し、障がいの有無にかかわらず、共
に暮らせる社会の実現に向けて理解を深めましょう。
啓発コーナーを設置します
　障がい福祉事業所の製品とともに啓発物品を配布します。
と　き　12月3日（木）～9日（水）の午前8時30分～午後5時
ところ　市役所1階ロビー
▪担障がい福祉課薀94-4721

人権週間（4日～10日）
　人権は全ての人が生まれながらに持っている
権利です。人権週間をきっかけに、思いやりや
かけがえのない命について考えましょう。

相談窓口

　人権擁護委員や法務局職員が電話相談を受けます。人権に関わる問
題にお悩みの場合は、一人で悩まずご相談ください。
受付日時　平日の午前8時30分～午後5時15分（年末年始を除く）
みんなの人権110番（差別や虐待、パワーハラスメントなどについて）
薀0570-003-110
女性の人権ホットライン（セクハラやDV被害などについて）
薀0570-070-810
子どもの人権110番（いじめや体罰などについて）
薀0120-007-110
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

12月の週間

プラネタリウム投影時間

土･日曜日、 祝日 10：30◎/13：30〇/
15：30□

12/25 13：30〇/15：30□

◎＝�親子・一般向け番組「こまねこのクリス
マス」

○＝親子・一般向け番組「HAYABUSA2」
□＝親子・一般向け番組「ハナビリウム」

科学工作教室｢自宅で自由に作ろう！
君だけのクルマ　粘土コンテスト｣

毎年夏休みに行っている教室。今年
はDVDを見ながら自宅で工作し、
作品は科学館で展示します。詳しく
は担当へ◇日産自動車（株）テクニカ
ルセンター協力。参加者には記念品
があります▪対小学生30人（申込順）▪締
12月6日（日）

作品のイメージ

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、掲載しているイベントなどが中
止や延期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、手洗いなどの予防
対策にご協力ください。

12月11日
～20日

年末の交通事故防止運動
～無事故で年末 笑顔で新年～

　早めに大掃除を行い、数回に分けて出すなど、年末にごみが集中し
ないようご協力ください。分別方法や正しい出し方は｢いせはら分別
ガイド｣（市ホームページ｢環境･衛生･ごみ｣に掲載）で再確認しましょ
う。収集の年内最終日と年明けの開始日は表のとおりです。

▪担環境美化センター薀94-7502

12/1～31
利用基準や休館日を変更している場
合があります。詳しくは各施設へ。

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

12/2•7•14•21•28～31

12/2•7•14•21•28～31

12/14•28～31

12/7•14•21•28～31

12/7•14•21•28～31
※中央公民館は12/28～31以外は開館
※大田公民館は12/7･21は開館

12/7•14•21•28～31

12/7•14•21•28～31

3/9まで休場

固定資産税･都市計画税�······ 4期分
国民健康保険税···················· 9期分
介護保険料�··························· 9期分

納期のお知らせ
納期限12月25日（金）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

10月 1～10月
発　生 34 215（+35）
死　者  0   1（－ 1）
負
傷
者

計 38 253（+25）
重  0  10（+ 2）
軽 38 243（+23）

※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★ 15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）

 4日（金）･11日（金）･
18日（金）13：00～16：00

行政相談★ 16日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 17日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 10日（木）13：00～16：00
行政書士相談★ 14日（月）13：30～16：00
社会保険労務士相談★  9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18日（金） 23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★  9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★ 16日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★  2日（水）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

12 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

地　区　名 燃 資 不 プラ
東大竹（小田急線以北）、板戸、白根、
鈴川

12/28
（月）

1/ 4
（月）

18（金）
15（金）

25（金）
 8（金）

29（火）
 5（火）

東大竹（小田急線以南）、岡崎、八幡
台1･2丁目、三ノ宮（小田急線以南）

16（水）
 6（水）

23（水）
13（水）25（金）

 8（金）
桜台1～5丁目 15（火）

 5（火）
22（火）
12（火）

神戸、串橋、坪ノ内、笠窪、善波、三
ノ宮（小田急線以北）、大住台1～3丁目

25（金）
 8（金）

18（金）
15（金）

29（火）
 5（火）

田中、伊勢原1～4丁目、東大竹1･2丁目
12/29
（火）

1/ 5
（火）

23（水）
13（水）

16（水）
 6（水）

26（土）
 9（土）

大山、子易、上粕屋、西富岡、日向 21（月）
 4（月）

28（月）
11（月）

30（水）
 6（水）

東富岡、粟窪、高森（東名高速道路以
北）、高森台1～3丁目、高森1～4丁目、
東高森団地

28（月）
11（月）

21（月）
 4（月）

24（木）
 7（木）

池端、沼目（飛び地）、下糟屋、高森（東
名高速道路以南）、高森5～7丁目（東
高森団地を除く） 12/30

（水）

1/ 6
（水）

24（木）
14（木）

17（木）
 7（木）

28（月）
 4（月）

石田、見附島、東成瀬 22（火）
12（火）

15（火）
 5（火）

24（木）
 7（木）

下落合、歌川1～3丁目、上谷、下谷、
小稲葉、上平間、下平間、沼目、沼
目1～7丁目

17（木）
 7（木）

24（木）
14（木）

28（月）
 4（月）

＊1�茶文字は最終日（全て12月）、黒字は開始日（全て1月）
＊2�燃＝燃やすごみ、資＝資源物、不＝不燃物、プラ＝容器包装プラスチック

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

● イ ベ ン ト ●

●子育てサポーター講座
子どもと楽しい時間の過ごし方▪時12
月8日（火）午後1時30分～3時▪場伊勢
原シティプラザ▪定15人（申込順）
▪問地域福祉を考える会･永田薀95-6665
●いせはらこども食堂
申し込み制、入れ替え制で開催▪時12
月17日（木）午後5時30分～7時30分▪場
だいろくコミュニティ広場�来るり
ん（伊勢原1丁目）▪費大人300円、高校
生以下100円▪申電話で
▪問地域福祉を考える会･中台薀95-6665

●パソコン樂習の会20周年記念展示会
これまで約1万人が参加し学習した
成果やテレビ放映された200年以上
の家系図を展示。広報未掲載のクル
リンや大山例大祭などの写真展も併
せて開催◇特別学習会も実施します
▪時12月16日（水）～22日（火）午前9時～�
午後9時▪場中央公民館��
▪問吉岡薀94-1760
●かながわ共同会人権フォーラム2020
人権啓発･共生社会の推進を目的と
した講演や活動発表などを動画で配
信▪時12月19日（土）午後1時30分～3時
30分◇かながわ共同会ホームページ
から閲覧可
▪問かながわ共同会法人事務局･城所
薀80-8224

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。
なお、会員募集は年度に1回の掲
載とします。

早めに出そう 年末のごみ


