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人口と世帯

人口101,954
（−36）

世帯数46,122（＋12 ） 12月1日現在（

パブリックコメントを募集します
市パブリックコメント制度（市民
意見提出制度）
に基づき、次の計画案
などに対するご意見を募集します。
閲 覧 場 所 市役所1階の各担当
窓口か1階ロビー、各公民館※市ホー
ムページ｢パブリックコメント｣から
もご覧になれます
意見提出期間 12月21日（月）～令和
3年1月20日（水）※消印有効
意見提出方法 住所、氏名、意見、
電話番号を明記し、郵送（〒259-1188
※住所欄の記入は不要）かファクシ
ミリ、電子メール、または直接各担
当にご提出ください
第6期伊勢原市障がい者計画･障がい
福祉計画及び第2期障がい児福祉計
画（案）
障害者基本法、障害者総合支援法、
児童福祉法に基づき、障がい者の日
常生活を総合的に支援するため、施
策の基本的方向や福祉サービスの必
要量などを定めるものです。
担 障がい福祉課薀94-4721 95-7612
▪
shien-c@isehara-city.jp

『いせはら くらし安心メール』
の

伊勢原市は令和3年3月1日に

配信登録や閲覧は、
市ホームページから

）は前月比 ※平成27年国勢調査を基にした推計人口

市制施行50周年を迎えます

発行部数／38,700部

年末年始のお知らせ

ごみの持ち込み
第8期伊勢原市高齢者保健福祉計画･
介護保険事業計画
（案）
分別方法や出し方は｢いせはら分別ガイド｣でご確認ください。
老人福祉法に基づく高齢者保健福 燃やすごみ･不燃物＝伊勢原清掃工場、はだのクリーンセンターへ（有料）
祉計画と介護保険法に基づく介護保
担当で持ち込むものを確認し、搬入承認書を発行します。
険事業計画を一体的に定める計画で 【最終】
12月28日
（月）
午後4時【開始】1月4日（月）午前9時
す。それぞれの事業における今後の せん定枝･刈草･落ち葉
（資源化するもの）
＝指定業者へ（無料）
方向や、必要なサービス見込み量を
担当で持ち込むものを確認し、搬入確認済書を発行します。
定め、介護保険事業の安定的な運営 【最終】
12月28日
（月）
午後4時【開始】1月6日（水）午前9時
を図るものです。
粗大ごみ＝環境美化センターへ（有料）
担 介護高齢課薀94-4722 94-2245
▪
【最終】
12月28日
（月）
午後4時【開始】1月4日（月）午前9時
し尿のくみ取り
kaigo@isehara-city.jp
12月28日
（月）
【開始】1月4日（月）
第4期伊勢原市地域福祉計画一部改 【最終】
担 環境美化センター薀94-7502
▪
定（案）
｢権利擁護の推進｣の項目について、
年末年始特別警戒期間
（1月3日まで）
成年後見制度の利用の促進に関する
法律に基づき、判断に配慮を要する
この時季は帰省や初詣でなどで家を空けがちです。
高齢者や障がい者の支援を充実させ 空き巣はこうしたタイミングを狙っているため、短時
るため｢伊勢原市成年後見制度利用 間の外出でも確実に施錠しましょう。特殊詐欺の前兆
促進基本計画｣として見直し、第4期 電話や架空請求詐欺のハガキにも、引き続き注意が必
地域福祉計画の一部として一体的に 要です。一人一人が防犯意識を持ち、被害に遭わない
進めるものです。
よう心がけましょう。
担 福祉総務課薀94-4719 95-7612
担 市民協働課薀94-4715
▪
▪
f-soumu@isehara-city.jp

｢いせはら景観写真展｣の受賞作品
、堺柊治
（同6
10月に市ホームページ上で開催し 髙山瑚生（成瀬小4年）
（桜台小6年）
、大辻紗
た｢いせはら景観写真展｣でのWeb投 年）、駒崎伶奈
、大邊佳奈子
（同）
、
票と審査会の審査により、次の人が 衣（緑台小4年）
（竹園小4年）
、八毛由翔
受賞しました※敬称略。｢みんなが 越水理梨香
（石田小5年）
、
多田陸人
（中沢中1年）
、
選んだ景観賞｣は、氏名のみ掲載
担 都市政策課薀94-4739
岩崎優貴（成瀬中2年）
、岩崎美優
（同
▪
3年）、古川航一郎
（自修館中1年）
、
小･中学生の部（応募作品519点）
（同）
、芝田礼人
（同）
、坂
市長賞◇藤野匠（高部屋小4年）｢やぎ 市川ひまり
口莉菜（同）
、本杉亜莉沙
（同）
、飯島
と大山｣
、中野重裕
（同）
教育長賞◇山口陽冬
（大田小4年）
｢葉っ 弦大（同）
一般の部（応募作品101点）
ぱのトンネル｣
観光協会会長賞◇早川恵
（桜台小6年） 市長賞◇秋山浩行｢神山が見守る新
東名｣
｢この向こうに…｣
審査委員特別賞◇因泥幸紀（伊勢原 教育長賞◇佐藤隆｢春の水面｣
小6年）｢すれちがうケーブルカー｣◇ 観光協会会長賞◇川戸光久｢向日葵
赤羽寿貴（桜台小4年）｢アメンボがん 畑と赤い少女｣
ばれ!｣◇中西碧（成瀬中3年）｢大切な 審査委員特別賞◇込山定之｢秋最中｣
みんなが選んだ景観賞◇吉本雄一、
道｣
みんなが選んだ景観賞◇平畠愛士
（高 池田厚子、神戸信義、島田雅裕、片
部屋小5年）
、清水菜那
（比々多小4年）
、 山凪、村石ふみ子、長野聡之、佐藤
小泉美侑（同）、添田裕樹子（同6年）、 萌香

引き続き、感染症対策にご協力ください
年末年始は、人の移動が集中し｢密｣になりがちなため、できるだけ
帰省や旅行の時期を分散するようご協力をお願いします。体調が悪い
場合は外出を控えましょう。また、会食する際は｢飲酒は少人数・短時
間で｣｢席の配置は斜め向かいに｣｢ガイドラインを遵守したお店で｣な
どの対策を行い、感染リスクを下げながら楽しむ工夫をしましょう。
担 健康づくり課薀94-4609
▪

伊勢原市

12月25日～31日は歳末火災特別警戒期間

空気が乾燥し、火災が起こりやすくなる季節です。
火災から命や財産を守るため、火の元には十分注意し
ましょう。
担 警防救急課薀95-9124
▪

休日夜間急患診療

12月29日
（火）
～1月3日
（日）は、伊
勢原シティプラザ内にある休日夜間
急患診療所など
（1次救急）の診療は
｢休日扱い｣となります
（表参照）。発
熱やせき、咽頭痛の症状がある人は
休日夜間急患診療所に電話連絡の上
受診するようお願いします。休日歯
科診療所では歯周病検診と妊婦歯科
検診も受けられます。なお、眼科･
耳鼻咽喉科
（9：00～16：30）と2次救急
の当番医は、消防署
（薀95-2119）に
お問い合わせください。
担 健康づくり課薀94-4609
▪

診療機関など

受付時間

休日夜間急患診療所 9：00～11：30
14：00～16：30
薀93-5019
19：30～22：45
内科･小児科･外科
休日歯科診療所
薀95-3121

9：00～11：30
13：00～16：30

休日夜間薬局
薀95-7551

9：00～17：00
19：30～23：00

※受診後は、必ずかかりつけ医を受診し
てください

休日夜間急患診療所に発熱外来を
開設します
伊勢原市医師会は発熱症状のある患者への迅速な対応や、休日夜間急患
診療所の負担軽減を図るため、臨時診察ボックスを設置し、診察や検査な
どを行います。
開設期間 令 和3年3月31日（水）まで※開始日については担当か市ホーム
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
診療時間 ◇平日、土曜日＝午後8時～10時
◇日曜日、祝日
（年末年始含む）＝午前9時30分～正午、午後2時
30分～5時、午後8時～10時※受付は終了の15分前まで
開設場所 伊勢原シティプラザ救急入口玄関前
担 健康づくり課薀94-4609
▪
点訳広報、声の広報も製作しています
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12/15～1/14

お知らせ information

償却資産の申告書を発送
市内で事業を営んでいる人は、令和
3年1月1日現在所有する事業用の償
却資産について申告が義務付けられ
ています。2年度までに申告している
人には、12月中旬に申告書類を送付
します。新たに資産を取得した人や
市内に事業所を開設した人で、申告
書が届いていない場合は担当に連絡
を◇申告期間＝令和3年1月4日
（月）
～
2月1日
（月）
担
▪資産税課薀74-5469

離婚時の年金分割制度
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年
金を分割して、それぞれの年金にす
ることができます。分割には離婚後
2年以内の手続きが必要です。お早
対 婚姻期間
めに年金事務所で相談を▪
中に厚生年金保険料の納付がある人
問 平塚年金事務所薀22-1515
▪
担 保険年金課薀94-4520
▪

催

し

図書館

27

環境美化センター
薀 ７-５０２

固定資産税･都市計画税の特例
措置
新型コロナウイルス感染症の影響
市体育館
宝くじ助成金で備品を購入
で、2月から10月までのうち連続す
公民館
宝くじの社会貢献広報事業で、宝く る3カ月の事業収入が前年同期より3
12/21･28～1/4･11
※中央･大田公民館は12/21は開館
還付申告の提出について
じの受託事業収入を財源としたコ 割以上減少している中小事業者など
いせはらサンシャイン・スタジアム
市体育館
ミュニティ助成金を自治会活動に必 は、令和3年度分の償却資産および 確定申告に先立ち、令和3年1月4日
12/21･28～1/4
事業用家屋の固定資産税・都市計画 （月）から所得税の還付申告の提出を
要な備品整備に活用しました。
場 平塚税務署
税を、減少割合に応じて半額または 受け付けます▪
片町第一自治会
（平塚市
武道館
いせはらサンシャイン・スタジアム
対
テントや長机、いす、発電機、LED 全額減免する措置を受けられます。 庁舎内）▪ 医療費控除などの申告を
3/9まで休場
詳しくは市ホームページ
「新型コロ する人や中途退職をして年末調整を
フラットライトなど
行政センター体育館･弓道場
ナウイルス感染症に伴うさまざまな 受けていない人◇1月15日（金）まで
武道館
お知らせ」で確認を◇申告期間＝令 に作成相談を希望する人は要予約。
12/21･28～1/4
和3年1月4日
（月）
～2月1日
（月）
16日以降の相談会場や予約方法など
行政センター体育館･弓道場
担 資産税課薀74-5469
▪
詳しくは、担当へ※医療費控除の申
12/28～1/4･11
告は、領収書に代わり明細書または
市プレミアム付商品券｢いせはら得 医療費通知が必要です
チケ｣の引き換えはお済みですか
マイナンバーカードのご利用を
納期のお知らせ
販売期間は12月21日
（月）
までです。 ICカードリーダライタまたはマイ
納期限1月4日（月）
担 市民協働課薀94-4714
期間を過ぎると、購入できなくなり ナンバーカード読み取りに対応した
後期高齢者医療保険料………6期分 ▪
ます。期間内に指定の引換所で購入 スマートフォンでマイナポータルに
市内の主な犯罪発生件数
市役所駅窓口センターのご利用を してください。
アクセスし、e-Taxと連携すると申
担
告書の提出がインターネットでいつ
伊勢原駅自由通路内の市役所駅窓口 ▪商工観光課薀94-4732
犯罪の種類 10月
1～10月
でもできます※贈与税はスマート
センターは、土
・
日曜日、祝日
（年末
特 殊 詐 欺
1
27（－ 5）
福祉展は中止します
フォン未対応
年始を除く）
も住民票の写しや戸籍謄
空 き 巣
2
3（－12）
担 平塚税務署薀22-1400
本などの証明発行業務を行っていま 新型コロナウイルスの感染拡大を防 ▪
車上狙いなど
0
13（－24）
す◇開所時間＝午前9時30分～午後8 ぐため、今年度の福祉展は中止しま
乗 り 物 盗
6
65（－21）
福祉のいずみ基金 ＊敬称略
時（土・日曜日、祝日は午後5時まで） す。ご理解をお願いします。
担 戸籍住民課薀94-4713
担 福祉総務課薀94-4718
▪
▪
伊勢原警察署調べ（ ）内は前年比
◇神奈川県自転車商協同組合・1万
3000円
児童扶養手当の請求を
担 福祉総務課薀94-4718
▪
年末年始の休業・休館日（12/27~1/5）
離婚や死別などで父または母と生計
12月
1月
を別にする18歳未満
（中度以上の障
講座・教室など
がい児は20歳未満）
の児童を監護して
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
施設名など
event
いる父・母・養育者は、所得に応じて
日月火水木金土日月火
おもちゃ病院いせはらを開院
手当を受けられます。公的年金を受
市役所薀94-4711
（代）
●
●●●●●●
けられる人で、年金額が手当額より 受付は各日20個（先着順）。部品交換
自動交付機、コンビニ交付
●●●●●●
低い場合はその差額分を受給できま などは実費､ 品物によって修理でき
市役所駅窓口センター薀91-5833
●●●●●●
時①
す。受給には認定請求が必要です。 ない場合あり。詳しくは担当へ▪
いせはら市民活動サポートセンター薀94-5300 ●
●●●●●●
所得制限など詳しくは、担当へ。
12月26日（土）②12月27日（日）③令和
障害年金などとの併給調整が見直さ
3年1月10日（日）の午前10時～午後2
成瀬コミュニティセンター薀95-5320
●●●●●●●●●
場 ①成
れます
時（受付は午後1時30分まで）▪
伊勢原北コミュニティセンター薀94-4499
●●●●●●●●
受給資格者が障害基礎年金や障害補 瀬コミュニティセンター②伊勢原南
伊勢原南コミュニティセンター薀95-5599
●●●●●●●●●●
償年金などを受けている場合、年金 公民館③伊勢原シティプラザ
ふるさとハローワーク薀95-5652
●●●●●●
担 社会福祉協議会薀94-9600
の本体部分に子の加算額を合わせた ▪
額が手当額を上回るため、手当の全
子育て支援センター薀74-5558
（事務局）
●
●●●●●●
額を支給停止していました。令和3
ファミリー・サポート・センター薀74-5596
（事務局） ●
●●●●●●
薀92-3500
年3月分の支給からは子の加算額と
老人福祉センター阿夫利荘薀93-1006
●
●●●●●●
野の会による視覚障がい者向け
手当額を比較し、差額分を受給でき
社会福祉協議会（成年後見権利擁護推進センター）薀94-9600 ●
●●●●●●
対面朗読サービス
るようになります。
担 子育て支援課薀94-4633
▪
希望する人は電話で申し込みを。

「みんなの伝言」
3月1日号分は1月4日
（月）
から受け付けます。

子ども科学館

幼稚園の預かり保育などの利用
料を助成（10～12月分）
施設等利用給付認定「新2号」
「新3号」
を受け、幼稚園の預かり保育、認可
外保育施設、保育所の一時預かり、
病児・病後児保育、ファミリー・サ
ポート・センターの預かりを利用し
た場合の利用料を助成します。必要
書類など詳しくは、担当へ◇受付場
締 令和3年1月
所＝市役所1階の担当▪
25日（月）※助成額に
上限あり。幼稚園の
預かり保育の申請は
各施設へ
担 子ども育成課薀94-4638
▪

市の燃やすごみの約 ％は生ごみです。一度はしをつけた料理は腐敗しやすくなります。量が多いと思ったら事前
に減らすことも大切です。外食時はご飯の量を減らしてもらうなど、食べ物はおいしく
「食べキリ」
ましょう。

｢あなたが選ぶ! いせはら2020
施設によって、利用基準や休館日を
図書館
10大ニュース｣に投票を
変更している場合があります。詳し
「市へのご意見 web
くは各施設にお問い合わせください。 市ホームページ
子ども科学館
アンケート」
から、5件まで投票でき
図書館
ます。結果は12月中に市ホームペー
12/21･28～1/4･12･13
ジ上で発表します※右
市民文化会館 ※1/5は正午から開館
のQRコードからも投
子ども科学館
票ページにアクセスで
12/21･28～1/4･12･13
締 12月20日
きます▪
（日）
公民館
市民文化会館
担 広報戦略課薀94-4864
▪
12/21･28～1/4･12

家屋の固定資産税の減額措置
住宅の省エネ、バリアフリー、耐震
の改修工事や認定長期優良住宅の新
築を行った場合に、一定の要件を満
たし、申告することで固定資産税が
軽減されます。詳しくは担当へ。
担 資産税課薀74-5469
▪

「 食 べ キ リ 」で 生 ご み を 減 ら し ま し ょ う

※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

第1213号

94

担
▪

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。
大人

小･中
学生

入館料 300円 100円
観覧料 500円 200円

・教室など
健康・子育て 検診
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。身長・体重の計
測もできます。母子健康手帳をお持
申 電話で担当へ
ちください▪
（人数制
4歳以上
4歳未満 限あり）◇1月7日の相談は12月21日
小学生未満
（月）から受け付け
無料
日 時
会 場
無料
200円
12/24
（木）

※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

プラネタリウム投影時間
土・日曜日、
祝日

10：30◎/13：30〇/
15：30□

1/5・6

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｣

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。

10：00～11：00
1/ 7
（木）
10：00～11：00

成瀬公民館

伊勢原南公民館

担 子育て支援課薀94-4637
▪

令和2年度高齢者肺炎球菌ワクチ
ン定期接種が間もなく終了します
接種期限は令和3年3月31日（水）まで
です。市内と近隣市の一部医療機関
対 ①令和3年3月
で1回接種できます▪
31日 ま で に65・70・75・80・85・90・95・
100歳になる人で1回も接種したこと
がない人②60歳以上65歳未満の人
で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト
免疫不全ウイルスにより免疫機能に
障がいがあり1回も接種したことが
ない人※①の人は3月下旬に送付し
た接種券が必要です。②の人は接種
前に担当へご連絡ください
担 健康づくり課薀94-4609
▪

災害時協定を締結しました
災害廃棄物等の処理に関する基本協定
11月18日、伊勢原市、秦野市、
秦野市伊勢原市環境衛生組合（以
下、二市組合）は、大栄環境株式
会社（大阪府和泉市）と｢災害廃棄
物等の処理に関する基本協定｣を
締結しました。
地震などの発生時に生じた災害
廃棄物や、二市組合の処理施設が使えなくなった場合のごみの処理
について連携を図るものです。
担 環境美化センター薀94-7502
▪
災害時における物資供給に関する協定
11月26日、伊勢原工業団地内に
工場を置く、王子コンテナー株式
会社神奈川工場と｢災害時におけ
る物資供給に関する協定｣を締結
しました。
同社の製造する段ボールベッド
や簡易トイレといった段ボール製
品のほか、グループ会社の王子ネ
ピア株式会社からウエットティッシュや紙おむつなどの生活必需物
資が優先的に供給され、避難所の居住環境向上を図ります。
担 危機管理課薀94-4865
▪

がんばれ！いせはらっ子

伊勢原高校の女子バレー部
が春高出場

令和2（2020）年12月15日

広報いせはら戸別配布利用者の
皆さまへ
1月1日号は発行日当日に配布で
きない場合があります。ご了承く
ださい。

ク

ー

ル

チ

ョ

新型コロナウイルス感染症
市内の患者発生状況
患者数（累計） 56人
※12月8日現在

イ

ス

「COOL CHOICE」
を実践しよう
「COOL CHOICE」
は地球温暖化
対策のための国民運動です。地球
にやさしい賢い選択をしましょう。
「実践!エコドライブ」
動画を公開中
環境に配慮した自動車の運転方
法「エコドライブ」を分かりやすく
まとめた動画を公開しました。環
境だけでなく、経済的にもやさし
い運転方法です。免許を取ったば
かりの人や普段運転しない人、燃
費が気になる人はぜひ参考にして
ください。
市ホームページ「くらしのガイ
ド」→「環境・衛生・ご
み」
→
「エネルギー・地
球温暖化」
またはYou
Tubeの市公式チャ

ンネルからご覧になれます◇左下
のQRコードからも視聴できます
公開期間 令和3年1月31日（日）まで
公共交通機関利用キャンペーン
生活する中で排出されるCO2の
約4分の1は「移動」にかかるもので
す。感染症対策をして公共交通機
関を上手に利用しましょう。
実施期間 12月19日（土）～令和3
年1月18日（月）
実施内容 伊勢原管内を走行する
神奈川中央交通バス車内にある吊
り下げチラシの応募ハガキで応募
すると、抽選でバスグッズが当た
ります
締め切り 令和3年1月28日（木）
担 環境対策課薀94-4737
▪

大山山頂からの初日の出

予想時刻 午前6時45分頃

大山の山頂は、県内で最も早く初日の
出が見られる場所です。なお、混み合う
ことが予想されるため、お越しの際はマ
スクの着用や人との距離を確保するなど
の感染症対策にご協力ください。
人100円、小人50円）。
とき 1月1日（金）〜3日（日）の午
前9時～午後5時（1日は午前4時～）
伊勢原駅観光案内所（駅ナカ クル
リンハウス）薀95-5333
年末年始も営業を行っています。
営業時間 午前9時～午後5時※1
月1日（金）～3日（日）は午前10時～
午後3時
担 観光協会薀73-7373
▪

年末年始の大山ケーブルカー運行
時間
◇12月31日（木）午後11時40分～令
和3年1月1日（金）午後5時30分※終
夜運転。今年は伊勢原駅北口から
の臨時バスは運行されません
◇1月2日（土）～5日（火）は午前8時
30分～午後5時30分
臨時駐車場を大山小学校に開設
シャトルバスが運行されます（大

専大の佐藤投手がプロ入りを報告
さ

と う しょう ま

専修大学野球部の佐藤奨真投手
が、プロ野球ドラフト会議で千葉
ロッテマリーンズから育成4位の
指名を受けました。
「プロの世界
は厳しいと思いますが、いつか子
どもたちに夢を与えられるような
選手になりたいです」と力強く語
りました。
（11月30日）

安全願い、いざ出陣

伊勢原高等学校女子バレーボール部が
令和3年1月5日から行われる「第73回全日本バレーボール高等学校選手
権大会(春高)」に出場します。3年ぶりの大舞台に3年生の金光真鈴さん
は「粘り強さ日本一をモットーにベスト8を目指します」と話しました。
（12月1日）
か ね み つ

ま

り ん

２

NEXCO中日本伊勢原保全・サー
ビスセンターで雪氷対策出陣式が
行われました。社員や県警高速隊
員ら約90人が出席。冬季の高速道
路で路面の凍結や積雪による事故
が起きないよう、除雪車などの試
運転や動作確認、安全祈願をしま
した。
（12月１日）

第1213号
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令和2
（2020）年12月15日

伊勢原のできごと

今年もたくさんの出来事がありました。一年を振り返ってみましょう。

1月
12日
13日
19日
25日

消防出初式･新春市民の集い
成人式
（1085人が新成人に）
第37回伊勢原駅伝･ミニ駅伝競走大会★
日向薬師で文化財防火デー合同放水訓練

2月
11日
12日
17日
22日
22日

第8回“おおやまみち”まちづくりサミットin伊勢原
日産自動車
（株）
および関連3社と災害時協定を締結
社会福祉協議会がマスクを寄贈（以降、新型コロ
ナウイルス感染症に関連して多くの個人･団体が
市を支援）
新 型コロナウイルス感染症の影響で第35回記念
大山登山マラソン大会の中止を決定（以降、イベ
ントや行事が順次中止に）
大山で3度目の歩行支援ロボット実証実験★

◇うまいもの遺産創造委員会が｢ドライブマップいせは
らみち｣を発行
◇市民文化会館などで次亜塩素酸水を無料配布
◇商店会連合会や商店主有志が市内飲食店のテイクアウ
トやデリバリーの情報を積極的に発信
（いせはらテイク
アウト大作戦、Isehara EATSなど）
1日 下糟屋公園を供用開始
1日 子育て世代包括支援センターを開所
4日 総 合運動公園子どもの広場｢空と大地のゾーン｣
を供用開始★
7日 国により緊急事態宣言が発令（5月25日まで）
23日 （株）

クラウン･パッケージ神奈川事業所と災害時
協定を締結

7日 N
 PO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワー
クと災害時協定を締結
7日 新たな土産品、日産自動
車監修｢新型カキノタネ｣
が発売★
14日 山王総合（株）が市体育館
に大型木製遊具を寄贈

◇10月1日を基準日とする国勢調査を実施
◇第53回伊勢原観光道灌まつりを中止
1日 小児医療費助成制度の通院助成の対象を中学校
3年生までに拡大
1日 県 内 8 市町村広報連携企画「今こそ!KANAKA
MAとなりっぷ ～かながわのなかま～」始動
1～30日 プレミアム付商品券「いせはら得チケ」の購入申
し込み受付
9日 市内在住の笛演奏家･福原洋子（本名 尾崎洋子）
さんが市内初の国指定重要無形文化財保持者に
14日 大
 原保育園内に「つどいの広場いせはら」開設★
24･25日 クレー射撃2020年度全日本選手権大会
24･25日 市内在住の石川優さん（相洋高3年）が陸上競技
の全国大会で2冠を達成

3月

1日 市
 制50周年サイトを開設
7日 新東名高速道路･伊勢原大山インターチェンジが
開通★

6月
5月

21日 特
 別定額給付金
（10万円）
の振り込み
（支給）
を開始
（25〜29日は市民文化会館に受付窓口を開設）
★
22日 ヤ
 マト運輸
（株）
厚木主管支店と災害時協定を締結

8月
7月

★印は写真があります

写真提供/NEXCO中日本

4月

10月

４

2日 商
 工会青年部が「大納涼まつりコンパクトエディ
ション」を開催★
4日 読み聞かせボランティア団体おはなしばる～んが
紙芝居｢ワシの育て子｣を寄贈
11日 秦野市と消防通信指令業務の共同運用に向けた合
意書を締結

11月

1日 中央備蓄倉庫を運用開始
7日 かながわシニアスポーツフェスタ剣道大会
8日 産業能率大学が「最も長い絵馬の列」の世界記
録達成（463枚）
12日 地域作業所ドリームがポップコーンの製造販
売工房をオープン
16日 いせはら乗るたびスマイルキャンペーンを開
始★
18日 伊勢原市、秦野市、秦野市伊勢原市環境衛生
組合が大栄環境（株）と災害時協定を締結
21〜29日 大山の紅葉ライトアップ
26日 王
 子コンテナー（株）神奈川工場と災害時協定
を締結

◇新型コロナウイルス感染症対策
（第1弾）
を発表
1日 大山地区を｢大山まちなみ継承地区景観重点地区｣
に指定★
9日 屋 外公共施設の一般利用を再開（屋内施設は16日
から再開）

9月

◇新型コロナウイルス感染症対策
（第2弾）
を発表
◇旧青少年センター本館の解体工事開始
1日 子育て支援の窓口業務に多言語音声翻訳システ
ムを導入
1～4日 市民有志がスターライトシネマ
（ドライブイン
シアター）
を開催★
 制50周年記念事業 ｢みんなの写真でモザイク
15日 市
アートをつくろう！｣ 写真募集
（11月13日まで）
20日 伊勢原市長選挙
27日 NPO法人イセハライクが
「まけるな伊勢原!＆
イセハライチ」
を開催

12月

1日 プ
 レミアム付商品券
「いせはら得チケ」の販売･利
用開始
4日 石
 田商工振興会が愛甲石田駅前でイルミネーショ
ンを実施★
6日 商工会青年部が｢若手の力｣を開催

「今年の10大ニュース」
web投票を実施しています
投票方法など詳しくは、3面をご覧ください。
今号の
「市制50周年記念アーカイブ シリーズ 新聞記事で振り返る あの日、あの時」
はお休みします

広報紙は古紙を含んでおり、環境インクを使用しています

