
点訳広報、声の広報も製作しています

　第二十六回郡市対抗駅伝競走大会は市制施行後初出場の伊勢原市を
含めて十九チームが参加、十三日午前九時、小田原土木事務所前をス
タート、相模湖漕艇場までの8区間74.5キロのコースで行なわれた。ど
んよりと曇った天候のもとでスタート、後半にはいり小雪に見舞われ
るあいにくのコンディションとなったが、
八選手中七人までを青森～東京駅伝のメン
バーで編成する川崎がやはり強く5区から
独走、コースが三百メートル短縮されたと
はいえ前年のタイムを3分以上も縮める好
記録で、二年連続十度目の優勝を飾った。
また2位は藤沢、3位
に横浜がはいり、4
位には初参加ながら
好選手をそろえた伊
勢原が入賞した。
（後略）［神奈川新聞］

　アグリパーク伊勢原「八幡谷戸ふ
れあいガーデン」の、4月から1年間
の利用者を募集します。休憩室やト
イレを備えた管理棟や駐車場があり
水道や農具も無料で利用できますの
で、手ぶらで気軽に来園できます。
豊かな自然の中で、楽しく野菜づく

りをしませんか。
募集区画　15区画（1区画30㎡）
利用料金　年2万1000円
申し込み　電話で問い合わせ先にお
申し込みください
▪問アグリメディア薀0120-831-296
▪担農業振興課薀94-4648

　クルリンのイラストや写真を使用
する場合は市への申請が必要です。
市役所4階の担当で配布する申請書
に、デザイン案を添えてご提出くだ
さい。申請書は市ホームページ｢伊
勢原市公式イメージキャラクター ク
ルリン｣→｢デザイン使用について｣ 
からも入手できます。申請後、承認

通知書を発行します。詳しくは担当
にお問い合わせください。
継続使用について
　使用期間は最長で、承認日から2年
後の最初の3月31日までです。使用期
間が満了し、継続を希望する場合は
再度、申請書をご提出ください。
▪担広報戦略課薀94-4864

市民農園の利用者を募集します

クルリンのイラスト使用は申請が必要です

◇次回は｢県立伊勢原射撃場が完成｣を紹介します

第4回「郡市対抗駅伝（現かながわ駅伝）で過去最高の4位入賞」

川崎、圧倒の連勝 伊勢原好調の4位

　今回紹介するのは市として初出場し、好成績を収めた郡市対抗駅伝につ
いて掲載された、昭和47（1972）年2月14日の記事です。

提供 神奈川新聞社　※当時の紙面記事をそのまま使用（一部記事省略）

シリーズ

記事の
中身は

　乳幼児健診･各種健（検）診の日程
や事業の案内などを掲載した｢いせ
はら健康家族カレンダー｣を作成し
ました。3月25日（木）に新聞折り込
みで配布します。

　同日から市役所、各公民館などの
公共施設でも配布するほか、市ホー
ムページ｢健康･福祉｣→｢健康･予防｣
からも入手･閲覧できます。
▪担健康づくり課薀94-4609

　　   いせはら健康家族カレンダーを配布令和3年度

　4月から、容器包装プラスチック
の収集は民間事業者が行います。収
集時間が変わる場合がありますが、
これまでと同様、収集日当日の午前

8時30分までに決められた収集場所
へ出すようにお願いします。なお、
収集日に変更はありません。
▪担環境美化センター薀94-7502

　　   容器包装プラスチックの
収集者が変わります

4月から

　狂犬病は、ウイルスを保有する動
物にかまれたり引っかかれたりする
ことで感染し、発病するとほぼ100％
死に至ります。世界では毎年5万人
以上が亡くなっており、国内でも昨
年5月に愛知県で15年ぶりとなる発
症者が確認されました。
　生後91日以上の犬の飼い主には、

犬の登録と毎年1回（4～6月）の狂犬
病予防注射が法律で義務付けられて
います。なお、令和3年度の定期集
合注射は行いませんので、各動物病
院での接種をお願いします。費用な
ど詳しくは、病院にお問い合わせく
ださい。
▪担健康づくり課薀94-4609

狂犬病の予防注射を受けましょう

猫もマナーを守って飼いましょう
◇屋外には、けがや伝染病の感染
といった命に関わる危険がたくさ
んあります。屋内で飼いましょう
◇飼い主のいない猫に餌を与える
と、その場に居つき、鳴き声やふ
ん尿で近所に迷惑をかけます。与
えるのであれば、責任をもって飼
いましょう

◇全国で毎年約3万頭が殺処分さ
れています。不幸な命を増やさな
いために、去勢･不妊手術をしま
しょう
◇マナーを守らない人がいたら、
問い合わせ先にご相談ください
▪問平塚保健福祉事務所秦野センター
環境衛生課薀82-1428

わがまちの誇りを胸に、早春の神奈川を駆け抜ける
　昨年で74回目を迎えたこの大会の始まりは、昭和22（1947）年5月4日。前
日に施行された日本国憲法を記念して｢新憲法施行記念都市訪問 郡市対抗
駅伝｣の名称で開催され、第50回から現在の名称になりました。近年は、秦
野市カルチャーパーク陸上競技場から県立相模湖公園までの51.5㎞のコー
ス（7区間）で、県内30市町の代表選手がたすきをつなぎます。
　伊勢原市は大会を後援しているほか、白根中継所では地元自治会による
おもてなしが行われます。また国道246号沿道では、力走する選手たちに
大きな声援や拍手が送られています。

　受益者負担金は、公共下水道が整備
される区域内の土地の所有者や権利者、
家屋の所有者などに、土地の面積に応
じて建設費の一部を負担いただく制度
で、単位負担金額は市下水道運営審議
会の答申を受けて決定しています。
　今回対象となるのは地図で示した区
域です。受益者負担金や工事内容など
の詳細については、工事区域ごとに関
係者への事前説明を行います。受益者
負担金に関する通知などは工事終了後、
公共下水道に接続できる段階で送付します。
単位負担金額　325円/㎡
負 担 区 域　下糟屋･見附島地区の各一部（3.96ha）
算 定 方 法　土地の面積（㎡）×単位負担金額
▪担下水道経営課（アクアクリーンセンター内）薀92-3031
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『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
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伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えました

人口と世帯 人口101,634（−106）　 世帯数46,053（＋6） 3月1日現在（　）は前月比 ※平成27年国勢調査を基にした推計人口



　緊急事態宣言が延長されています。引き続き基本的な予防対策に加え、昼夜を問わず、生活に必要な場合を除いた不要不急の外出は控えま
しょう。自分自身や家族、友人の命を守るため、一人一人が強い危機感を持ち、感染拡大防止にご協力をお願いします。
◇市長メッセージを市ホームページに随時掲載しています。トップページからご覧になれます
▪担健康づくり課薀92-1119

引き続き、感染症予防の徹底をお願いします 市内の患者発生状況
患者数(累計)　297人
※3月8日現在

　市では、国の指示に基づいて県や関係機関と調整を行い、速やか
に接種が行えるよう準備を進めています。接種時期など詳しくは、
市ホームページや広報で随時お知らせしていきます。
接種の対象者　市に住民登録があり、接種する日に16歳以上の人

接種までの流れ

接種場所と方法
　本市では診療所などでの個別接種と、公共施設での集団接種を実
施予定です。接種券はワクチンの供給量が判明次第、65歳以上の人
から順に送付する予定です。

接種場所に来場、受付
　予診票に記入のうえ、接種
券、本人確認書類とともにご
持参ください

※接種は2回必要です。1回目
から3週間後に2回目を接種す
ることが推奨されています

ワクチン接種に関するお知らせ　※内容は3月8日現在のものです。今後変更される場合があります

Ｑ1　接種にはお金がかかるの？
Ａ1　�無料です。接種にかかる費用は全額公費負

担です。

Ｑ2　マイナンバーカードは必要ですか？
Ａ2　�必要ありません。マイナンバーが分からな

くても接種できます。

Ｑ3　必ず接種しなくちゃいけないの？
Ａ3　�接種は強制ではありません。ワクチンによる感染症予防

の効果と副反応のリスクについて理解したうえで、自ら
の意思で受けていただきます。

Ｑ4　接種するワクチンは選べるの？
Ａ4　�受ける時期に供給されているワクチンを接種することに

なります。なお、2回目の接種では1回目と同じ種類を接
種する必要があります。

Ｑ5　副反応はどんなものがあるの？
Ａ5　�接種部位の痛みや頭痛、倦

けん

怠
たい

感、筋肉痛などが報告され
ています。万が一、健康被害が発生し、国がワクチン接
種によるものと認定したときは、健康被害救済制度の対
象になります。

Ｑ A&
　まずは、かかりつけ医に相談し、受診できない場合は県の発熱等診療予
約センターにお問い合わせください。
電話番号　0570-048914�または�薀045-285-1015
受付日時　毎日午前9時～午後9時
◇県のLINE公式アカウント｢新型コロナ対策パーソナルサポート｣（2面参
照）からも予約できます

発熱･せき･のどの痛みがあるときは…

※PCR検査の予約はできません。受診予約以外の相談は県専用ダイヤル�
（2面参照）にご連絡ください

予約までの流れ

❶�電話かLINEで�
予約申し込み

❹�予約結果を�
連絡

❷�予約の可否を�
照会

❸�予約確定
発熱、せき、
のどの痛みの
いずれかの症
状がある人

発熱等診
療予約セ
ンター

発熱診療
医療機関

日曜日、祝日に発熱外来を設置しています
　受診を希望する人は、事前に電話（薀93-5019）でご連絡ください。
受付日時　3月28日までの日曜日、祝日
　　　　　午前9時～11時30分、午後2時～4時30分
開設場所　伊勢原シティプラザ救急入口玄関前

県専用ダイヤル（音声案内に従って操作してください）

その他の相談窓口

県LINE公式アカウント｢新型コロナ対策パーソナルサポート｣
　体調や年齢、持病などを入力すると、状態に合った情報を
提供します。LINEアプリでアカウントを友だちに追加して
ください※右のQRコードからも追加できます

　出産や就職などを控えた4人の
若者たち。それぞれの事情を抱え
ながらも、願うことは一つ。
　「早く、新型コロナウイルス感
染症が終息しますように…」
　みんなの切実な思いを聞いた天
の声は、｢一人一人がしっかり取
り組んで、一緒に安心できる社会を取り戻そう｣と語りかけ、｢いせはら」
の4文字を頭文字に組み込んだお願い（右）が聞こえてきます。
　ロングバージョン（約3分）とショートバージョン（15秒）4種類の計5種類
で、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｣やYouTubeの市公式チャンネルからご覧になれるほ
か、ツイッターやTVerで適宜配信しています。
◇市役所1階ロビーや伊勢原駅改札前のデジタルサイネー
ジなどでも放映します
▪担広報戦略課薀94-4864

感染拡大防止を呼びかける動画｢お願い｣を作成しました

　同じ建物内で生活する人同士は、接触する機会や共通して使用する物
品が多く、感染が広がりやすい傾向があります。家族や仕事仲間、クラ
スメートの間でも、次のことに注意しましょう。

ウイルスを広げないために
　◇できるだけ全員がマスクを使用する
　◇小まめに手洗い･手指消毒をする
　◇日中はできるだけ換気をする
　�◇取っ手、ノブなど共用する部分を消毒
する
　�◇食べるときだけマスクを外す｢マスク
会食｣や一人で食べる｢個食｣、黙って食
べる｢黙食｣を心がける
　�◇歯みがきは時間をずらし、口を閉じて
みがくなど飛

ひ

沫
まつ

が飛ばないように気を付�
ける
　◇ごみは密閉して捨てる

感染者や感染が疑われる人が家族にいる場合
　�◇感染者と他の同居者の部屋を可能
な限り分ける
　�◇感染者の世話をする人は、できる
だけ限られた人（1人が望ましい）に
する
　�◇同居人も検温など健康観察をし、
症状があるときは学校や職場などに
行かない

家庭、職場、学校内の感染を防ごう

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

　　　　0570-056774
上記番号につながらない
場合（一部IP電話など）　

　　　　045-285-0536　　

1無休（24時間）
2�平日、緊急事態宣言発出
中の土・日曜日、祝日

　（9：00〜17：00）
98734
　平日（9：00〜17：00）

音
声
案
内

新型コロナウイルスワクチンコールセンターを開設しています
　ワクチン接種に関する一般的な質問を受けます。治療中の病気や服薬と
の関連などは、かかりつけ医にご相談ください。
電話番号　0570-090-655
受付時間　平日の午前8時45分～午後5時

芝桜まつりを中止します
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、毎年4月に開催してい
る芝桜まつりを中止します。ご理解をお願いします※臨時駐車場の設
置や、伊勢原駅南口からのシャトルバスの運行も行いません
▪担商工観光課薀94-4729

接種の優先順位とスケジュール

優先順位および対象者 3月 4月 5月以降

①�医療従事者など[県が実施]
�　新型コロナウイルス感染症患
者（疑いを含む）に直接医療を提
供する施設の医療従事者や救急
隊員、保健所職員など

②�令和3年度中に65歳以上に
なる人
　昭和32年4月1日以前に生まれ
た人

③�基礎疾患を有する人
　慢性の呼吸器の病気、心臓病、
腎臓病、肝臓病、糖尿病、神経
疾患、睡眠時無呼吸症候群、高
血圧、BMI30以上の肥満など
④�高齢者施設などの従事者
⑤�60〜64歳の人
⑥�①〜⑤以外の人�

体制確保
順次接種

接種券
郵送

体制準備
（会場確保など）
接種券発行準備･印刷

体制準備
（会場確保など）
接種券発行準備･
印刷

市から接種券・予診票を送付

接種場所を選択し、予約

　市のコールセンターまたは
接種を希望する医療機関に連
絡し、日時を予約します

接種、接種済証を受け取る

　接種券の台紙に接種済証
を添付します（接種しなかっ�
た場合も書類は返却します）

問　診

　体調や持病を確認し、医
師の診察･説明を受けて接
種するかを決めます

市ホームページ体制確保
順次接種

接種券
郵送

1
感染の不安のある人、健康・医療に
関すること、COCOA・濃厚接触者
に関することなど

2 ■ �営業時間短縮要請に関すること
■ �大規模イベント開催の事前相談

9 協力金（第3弾・第6弾）に関すること

8 協力金（第4弾）に関すること

7 協力金（第5弾）に関すること

3 経営相談

4 ■ �LINEコロナお知らせシステム
■その他

人気声優の田所あずささんが出演
　みんなの願いを聞き、コロナ終息へ導く天の
声を演じるのは、若者を中心に人気の声優、田
所あずささん。コロナ禍で心がけたい事柄を強
く、優しく呼びかけています。
【プロフィール】
　｢第36回ホリプロタレントスカウトキャラバ
ン�～次世代声優アーティストオーディション～」�
グランプリ。人気作のアニメ･ゲームの声を数
多く担当する一方、アーティストとしてもアルバム4枚とシングル11
枚をリリースし、ソロライブも精力的に行う。
◇代表作　テレビアニメ｢半妖の夜叉姫｣もろは役、｢ウマ娘｣シンボリ
ルドルフ役、｢ワンダーエッグ･プライオリティ｣長瀬小糸役、｢神達に
拾われた男｣リョウマ役　ほか

３ ２第1218号　令和3（2021）年3月15日 第1218号　令和3（2021）年3月15日広  報



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

お知らせ information

令和3･4年度競争入札参加資格
認定随時申請の受付

市の入札に参加するには競争入札参
加資格者名簿への登録（登録内容変
更などを含む）が必要です。詳しく
は県ホームページ｢かながわ電子入
札共同システム｣をご覧ください。
▪担管財契約検査課薀94-5030

土地･家屋の縦覧帳簿の縦覧
自己の所有資産（土地･家屋）の評価
額を市内のほかの資産と比較･確認
できます。縦覧期間中は固定資産課
税台帳（土地･家屋名寄帳）の閲覧手
数料が無料です（借地借家人を除く）
▪時 4月1日（木）～5月31日（月）▪場市役
所1階の担当▪対市固定資産税納税者
◇運転免許証など本人確認ができる
ものを持参
▪担資産税課薀74-5469

フードドライブにご協力ください
食品ロス削減の一環で、家庭や職場
に眠っている食品を福祉団体などへ
寄付します。賞味期限まで3カ月以
上あり、常温保存できるレトルト食
品や缶詰などをお持ちください▪時3
月22日（月）･23日（火）の午前9時～午
後4時◇受付場所＝市役所2階の環境
対策課
▪担環境美化センター薀94-7502

令和3年度国民年金について
令和3年4月から4年3月までの保険料
は月額1万6610円です。2年分、1年分
または6カ月分を前納すると割引制
度が適用されます。
学生納付特例制度
国民年金保険料の納付が猶予されま
す。申請は毎年度必要です▪対大学（大
学院）や短大、専修学校などに在学
する20歳以上の学生で、本人の前年
所得が一定基準以下または失業など
の理由がある人
▪問平塚年金事務所薀22-1515 
▪担保険年金課薀94-4520

幼稚園の預かり保育などの利用
料を助成（1～3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▪締4月23
日（金）※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

消防署による目標物調査にご協力を
119番通報時にいち早く現場を特定
できるよう、転入･転出が多いこの時
期に新築のアパートや住宅、新しい
店舗などの調査を行っています。ご
理解をお願いします※署員が私服や
電話で調査をすることはありません
▪担消防署薀95-2119

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇向上高等学校なおき会･11万3696円
▪担福祉総務課薀94-4719

催　　し 講座・教室など
event

ミニ観察会
グリーン･インストラクターと植物
や生き物を観察▪時3月28日（日）午前
10時～正午◇集合＝いせはら塔の山
緑地公園※当日受付、雨天中止
▪担みどり公園課（いせはらサンシャ
イン･スタジアム内）薀96-6466

おもちゃ病院いせはらを開院
受付個数は各日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①3月27日（土）②3月28日（日）③4月
11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

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
蕙（かおりぐさ）の会による書道展
▪時3月16日（火）～28日（日）

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

展示室の利用や館内のイベントは予
約制で、人数制限があります。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

プラネタリウム投影番組

土・日曜日、祝日
10:30○/13:30◎/
15:30■

○＝親子･一般向け番組｢HAYABUSA2｣
◎＝親子･一般向け番組｢銀河鉄道の夜｣
■＝親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣

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。身長･体重の計
測もできます▪申電話で担当へ（人数
制限あり）◇4月5日の相談は3月22日

（月）から受け付け
日　時 会　場

3/18（木）
10:00～11:00 伊勢原南公民館

3/24（水）
13:00～14:00

中央公民館
※1歳未満児と妊婦のみ

4/ 5（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

伊勢原警察署調べ （ ）内は前年比

緊急事態宣言発出中は、一般利用を
休止します（図書館を除く）。詳しく
は各施設にお問い合わせください。

● イ ベ ン ト ●

●虹の会絵画展
静物や風景を描いた水彩･油彩を展
示▪時 4月6日（火）～11日（日）午前9時 
30分～午後4時30分（11日は午後3時 
まで）▪場中央公民館
▪問増井薀94-6502

● 会 員 募 集 ●

●伊勢原シニアテニスクラブ
試合形式で楽しむ。合宿や交流戦あ
り▪時毎週水曜日正午～午後4時▪場市
ノ坪公園テニスコート▪対50歳以上の
人▪費入会金1000円、年1000円、参加
費1回500円
▪問茂

も

泉
いずみ

薀090-6717-6105
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。

犯罪の種類 1月
特 殊 詐 欺 1（−1）
空  き  巣 2（+2）
車 上 狙 い な ど 1（−1）
乗 り 物 盗 5（−5）

5月31日（月）まで公開
◇市民音楽会
　市音楽家協会会員と賛助出演者
が、ビバルディ「四季」より「春」ほ
か全3曲を演奏する映像です。
3月20日（土）～4月30日（金）公開
◇第35回伊勢原美術協会展
　協会所属の美術家の絵画、版画、
彫刻などをウェブ上で展示します。
3月20日（土）～8月31日（火）公開
◇人権セミナー｢音楽は世界共通
のことば｣
　ヨーロッパでも活躍する市出身
のピアニスト、古川貴子さんの講
演とコンサートの映像です。
◇ウェブ紙芝居講座
　伊勢原の民話を題材にした紙芝
居の実演や制作したボランティア
団体による解説、舞台となった場

所を巡る映像を公開します。
※いずれも、市ホーム
ページ上部メニュー｢子
育て･教育｣→｢社会教
育｣→｢各種イベント｣
からご覧ください
▪担社会教育課薀93-7500
◇｢市民活動×新しい日常｣～オン
ライン市民活動ウイーク
　会議アプリ｢Zoom｣と
YouTubeで市内団体が
活動成果を発表。問い
合わせ先のホームペー
ジからご覧ください。
とき　3月15日（月）～21日（日）の
午前10時～午後4時
▪問いせはら市民活動サポーターズ

（アイサポ）･名
な

桐
き り

薀95-5433
▪担市民協働課薀94-4714

オンラインイベント･講座のお知らせ

市ホームページ

｢アイサポ｣
ホームページ

　新型コロナウイルス感染症の影響
で催しなどを中止・延期する場合があ
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｣で確認を。
　催しに参加する際は検温やマスク
着用など予防対策にご協力ください。

▪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

4第1218号　令和3（2021）年3月15日

※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

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

3/15～4/14

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

3/15･22･29、 4/5･12

3/15･20･22･29、 4/5･12
※中央公民館は3/20･29以外は開館
　（3/19は臨時休館）
※大田公民館は3/15、4/5は開館

3/15･22･29、4/5･12

3/15･22･29、 4/5･12

3/15･22･23･29、 4/5･7･12

3/15･22･23･29、 4/5･7･12

3/22、4/12

3/15･22･29、4/5･12

市内の主な犯罪発生件数

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


