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▪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

お知らせ information

広報いせはら市民通信員･市民
リポーターを募集

広報いせはらの紙面づくりに協力し
ていただく市民委員を募集します◇
任期＝6月から2年間▪対市内に6カ月以 
上居住する18歳以上の人（令和3年4月 
1日現在）▪申希望する委員名、住所、
氏名、電話番号、取り上げたいテー
マ（リポーターのみ）を明記し郵送か
FAX、または電子メールで担当へ▪締 
4月30日(金)※面接あり
市民通信員
広報いせはらを読んだ感想を用紙に
記載し、担当へ提出します◇募集人
数＝若干名◇謝礼＝用紙提出1回に
つき500円
市民リポーター
1日号に掲載する｢市民リポート｣の
記事を年2回程度作成します◇募集
人数＝若干名◇謝礼＝記事1回につ
き3000円
▪担広報戦略課 94-4864 93-2689
 kouhou@isehara-city.jp

谷戸田オーナーを募集
豊かな自然の中で米作りをしません
か◇収穫した米は参加者で分配、み
そ作りなどの里山暮らし体験あり▪時
5～11月の毎回日曜日･全7回程度▪場日 
向地区の谷戸田▪定20組（申込順）▪費1組 
1万円▪申代表者の住所･氏名･電話番
号、参加者の氏名を明記し電子メー
ル、または伊勢原森林里山研究会の
ホームページから▪締4月30日（金）
▪担農業振興課 94-4648
 nousei@isehara-city.jp

ミュージックチャイムの時刻変更
防災いせはらでお知らせしている 
｢夕やけ小やけ｣の放送時刻が、4月1
日から午後5時30分に変わります。
▪担危機管理課 94-4865

4/6～15 春の全国交通安全運動
～安全は 心と時間の ゆとりから～

入学、入園の季節です。子どもたち
が事故に巻き込
まれないよう、
次の点に注意し
ましょう。
◇通学路の運転は十分に注意する
◇横断歩道を渡ろうとしている歩行
者がいたら、必ず一時停止する
◇加齢などで運転に不安のある人が
身近にいる場合は、運転免許の自主
返納について話し合う
◇自転車に乗る際はルールとマナー
を守り、万一の事故に備えて自転車
損害賠償責任保険などに加入する
◇二輪車を運転するときはヘルメッ
トやプロテクターを着用し、夜間は
反射材を効果的に活用する
▪担市民協働課 94-4715

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、渋田川河畔で毎年4月に開
催している芝桜まつりを昨年に続き
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。ご注意ください
▪担商工観光課 94-4729

合併処理浄化槽の設置費用を補助
生活排水による水質汚濁を防ぐため
単独処理浄化槽などから合併処理浄
化槽への設置替えにかかる費用を補
助します。詳しくは市役所2階の担当 
へ◇交付条件＝建築確認を伴わない
設置替えで、下水道事業計画の予定
処理区域外で住宅に設置するもの◇
補助金額（上限）＝【日向川左岸区域】
5人槽98万1000円、7人槽117万4000
円、10人槽145万9000円【その他の区
域】5人槽63万2000円、7人槽71万4000 
円、10人槽84万8000円▪申設置工事の
着手前に担当へ※他の補償や補助と
の併用不可
▪担環境対策課 94-4735

介護保険料の仮徴収額通知書を
発送

年金からの天引き（特別徴収）
新たに特別徴収が開始される人を対
象に、4月上旬に仮徴収額通知書を
発送します（昨年度から継続して特
別徴収となる人は対象外）。仮徴収
額は4･6･8月に年金から天引き（特別
徴収）されます。令和3年度分保険料
の本算定後の通知書は7月中旬に発
送します。
納付書または口座振替による納付
4月中旬に仮徴収額通知書と1～3期
分の納付書を発送します。4期分以
降と、最近転入した人、65歳になっ
たばかりの人は本算定後の通知書を
7月中旬に発送します。
▪担介護高齢課 94-4722

国民健康保険税の仮算定納税通
知書を発送

年金からの天引き（特別徴収）
4月上旬に4･6･8月の仮徴収額通知書
を発送します。なお、令和3年度分
保険税の本徴収額通知書は7月中旬
に発送します。
納付書または口座振替による納付
4月中旬に1～3期分の仮算定納税通
知書を発送します。なお、4期分以
降の本算定納税通知書は7月中旬に
発送します。
▪担保険年金課 94-4728

後期高齢者医療保険料の仮徴収
額通知書を発送

年金からの天引き（特別徴収）
新たに特別徴収が始まる人には4月
上旬に4･6･8月の仮徴収額決定通知
書を発送します。なお、令和3年度
分保険料の確定額（本算定）通知書は
7月中旬に発送します。
納付書または口座振替による納付
仮徴収はありません。
▪担保険年金課 94-4521

ひとり親家庭などに入学支度金を支給
▪対4月に小･中学校（相当する学校を
含む）に入学する子どもがいるひと
り親家庭や養育者家庭▪申印鑑と申請
者名義の振込先が分かるものを持参
し市役所1階の担当へ◇支給額＝小
学校入学1万円、中学校入学1万2000
円※所得制限あり▪締4月30日（金）
▪担子育て支援課 94-4633

雨水管･水路の調査にご協力を
大雨の際に雨水管や水路からの浸水
が想定される区域などをまとめたハ
ザードマップを策定するため、5月末 
まで市内の測量調査を実施します。
調査業者は、市が交付する身分証明
書を携帯しています。作業中はマン
ホールを開閉しますので、通行の際
はご注意ください。
▪担下水道経営課 92-3341

会計年度任用職員（資料整理員）
を募集

古文書や歴史資料の整理作業を行う
非常勤職員を募集。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◇募集人数＝2人◇任用 
期間＝6月1日～令和4年3月31日▪締4月 
7日（水）
▪担教育総務課 74-5109

いせはら市展（6/9～27）の作品を募集
市民が日ごろの創作活動の成果を発
表する有審査の公募展です◇部門＝
①絵画･版画･彫刻②書、写真、陶･
工芸▪対市内在住･在勤･在学か、主に
市内で創作活動をする15歳以上の人

（中学生や中等教育学校前期課程の
生徒を除く）▪費1点目2000円（学生1000 
円）、2点目1000円※1部門につき1人2 
点まで▪申各公民館で配布する申込書
に記入し①は5月1日（土）～14日（金）、 
②は5月15日（土）～6月1日（火）に各
公民館へ
▪担社会教育課（中央公民館内） 93-7500

就学相談説明会
個別に支援を必要とする子どもの就
学に関する相談や手続きについて説
明します▪時4月22日（木）･28日（水）の
午前10時45分～正午▪場市役所2階2C
会議室▪対令和4年度に小学校へ入学
する子どもの保護者▪申電話で担当へ
▪担教育センター 74-5253

漏水調査にご協力を
4月中旬から9月中旬に道路や宅地内

（水道メータまで）の漏水調査を実施
します。調査員は腕章を着け、県営
水道発行の身分証明書を携帯してお
り、費用を請求したり見積もりを出
したりすることはありません。
▪担厚木水道営業所工務課
046-224-1111

催　　し 講座・教室など
event

エアロビクス教室
誰でも気軽に参加できます。詳しく
は担当のホームページで確認を▪時4～ 
6月の毎週火曜日、午前10時30分～
11時30分▪場市体育館▪対高校生以上の
人各日30人（先着順）▪費1回300円
▪担 “元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

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。

※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

　5月3日（月）～5日（水）は、入館 
者を対象にした工作教室やサイ
エンスショーなどを予定してい
ます。詳しくは科学館のホーム
ページでお知らせします。

※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

4/1～30
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。

国民健康保険税���������������������1期分
介護保険料 ����������������������������1期分
清掃手数料（し尿） �������������2・3月分

納期のお知らせ
納期限4月30日（金）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

2月 1〜2月
発　　生 23 47（+ 1）
死　　者  0  0（± 0）
負傷者計 23 48（－12）

内
訳

重傷  1  1（± 0）
軽傷 22 47（－12）

※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★ 20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）

 9日（金）･16日（金）･23日（金）･
30日（金）13：00～16：00

行政相談★ 21日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 15日（木）13：30～16：00
司法書士相談★  8日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 12日（月）･26日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 14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23日（金） 28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★ 14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★ 21日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★ 14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

4 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

プラネタリウム投影番組
4月24日（土）以降のスケジュールは
施設にお問い合わせください。

4/1･2 13：30◎/15：30■

4/18までの
土･日曜日、祝日

10：30○/13：30◎/
15：30■

◎＝ 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」
○＝親子・一般向け番組「HAYABUSA2」

天体観察会｢クーデの日｣☆
望遠鏡で惑星や星雲･星団を観察▪時4
月24日（土）①午後7時～7時30分②午
後7時30分～8時▪定各回2組（1組5人ま
で、申込順）▪申4月7日（水）午前9時か
ら電話で担当へ※中学生以下は保護
者同伴、雨天･曇天時は中止

　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。
　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。

令和3年6月採用の任期付職員を募集します
　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担当
にご提出ください。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。
任　期　6月1日～令和6年3月31日
締切り　4月16日（金）※消印有効
▪担職員課 94-4873

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

4/5•7•12•19•26

4/5•7•12•19•26

4/12•26

4/5•12•19•26

4/5•12•19•26•29
※中央公民館は4/5･12･19は開館
※大田公民館は4/5･19は開館

4/5•12•19•26

4/5•12•19•26

4/5•12•19•26

市ホームページで混雑情報を配信
しています
　市役所1階｢クルリン窓口｣の順番
待ち人数や証明交付の呼び出し状
況などをウェブ上で確認できるよ
うになりました。トップページ｢窓
口混雑状況｣からご覧になれますの
で、来庁時の参考にしてください。
土曜開庁をご利用ください
　第2･4土曜日の午前中は、次の
窓口を開庁しています。
◇戸籍住民課、保険年金課、子育
て支援課、収納課
※一部受け付けできない事務や当
日処理できない事務があります。
事前に各担当へご確認ください
駅窓口センターのご利用を
　住民票の写しや戸籍謄本などの
各種証明書は、市役所駅窓口セン
ター（伊勢原駅自由通路内 91-
5833）でも取得できます。
受付時間　午前9時30分～午後8時

（土･日曜日、祝日は午後5時まで）
▪担戸籍住民課 94-4713

職　種 受験資格 募集人数
環境整備員 年齢や資格などの要件はありません 若干名
給食調理員 1年以上学校給食調理業務に従事したことがある人 若干名

募集職種など （任期付短時間、週31時間勤務）

※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

旧青少年センター跡地に市役所駐車場を開設
　市役所駐車場の混雑緩和のため
4月1日から旧青少年センター跡地
駐車場（市役所第3駐車場）の利用
を開始します。
駐車可能台数　17台

※市役所、市民文化会館、図書館、 
子ども科学館、行政センター体育
館･弓道場の利用者以外は駐車で
きません
▪担管財契約検査課 94-5020

　昨年9月から休止していた電気自動車急速充電器の利用を再開しま
す。なお、バッテリー容量の増加に伴い1台当たりの充電時間が長く
なっているため、多くの人が利用できるよう充電率を70％から50％に
引き下げます。ご理解をお願いします◇充電料金は無料です
▪担環境対策課 94-4737

市役所市役所郵便局郵便局

行政センター
体育館
行政センター
体育館

ドラッグストアドラッグストア

コンビニコンビニ

郵便局
駐車場
郵便局
駐車場

市役所
分室
市役所
分室

いせはら市民活動
サポートセンター
いせはら市民活動
サポートセンター

第1駐車場第1駐車場

市役所前市役所前

第３駐車場第３駐車場

電気自動車急速充電器電気自動車急速充電器

第2
駐車場
第2
駐車場

歩
行
者
用
通
路

歩
行
者
用
通
路

※右折入場はご遠慮ください

電気自動車急速充電器の利用を再開4/2（金）正午〜

年度初めは窓口が
混み合います

語り継ごう 平和の尊さを ～平和史料を公開中～

　市は東海大学と協働し、戦争の惨禍や平和の尊さを伝えるドキュメ
ンタリー映像を制作しています。同大文化社会学部水島研究室の協力
で撮影や編集を行い、平和のつどいをはじ
め、さまざまな機会で発表してきました。
　令和2年度は、市内の石碑や建物に宿る戦 
争の記憶に焦点を当てた｢伝えたい想いを乗
せて｣を新たに制作しました。映像を通じ
て、平和について改めて考えてみませんか。

◇伝えたい想いを乗せて
〜伊勢原•比々多〜
　市ホームページ｢くら
しのガイド｣→｢平和事
業｣からご覧ください。

◇戦争体験インタビュー
　市内の戦争体験者10人の証言を
収めたDVDを、図書館で視聴で
きます。
▪担市民協働課 94-4714

現在視聴できる映像

市ホーム
ページ

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

● 会 員 募 集 ●

●新婦人親子リズム(リトミック)
親子で楽しくリズム体操▪時月3回木
曜午前10時～11時30分▪場伊勢原南コ 
ミュニティセンター▪対1歳～未就園児 
と保護者▪費入会金100円、月1500円
▪問玉田 96-6308

●津軽三味線貢謙(みつけん)会
三味線や民謡で健康維持▪時月3回日曜 
日午前9時30分～正午▪場中央公民館▪費 
入会金1000円、月3000円、体験500円
▪問小

お

山
やま

090-3239-6700
●アルゼンチンフットボールクラブ
南米流サッカーをやってみよう◇1
カ月無料▪時毎週月･水曜日▪場高部屋
小学校ほか▪対4歳児以上▪費月3600円
▪問阪田 95-5423
●美しく社交ダンスを踊る会
正しい基本を身に付けて楽しく踊る
▪時毎週木曜日午後7時30分～9時▪場伊 
勢原南公民館ほか▪対中級者程度▪費月 
3000円
▪問渋谷 080-4883-2212

● イ ベ ン ト ●

●水彩画はなみずき展
風景画や静物画、人物画などを展示
▪時4月15日（木）～18日（日）午前9時30 
分～午後5時（15日は午後1時30分～、 
18日は午後4時まで）▪場中央公民館
▪問石川 95-1387
●Ｃ

コ ー ダ ー

ｏｄｅｒＤ
ド ウ ジ ョ ウ

ｏｊｏ伊勢原
プログラミングを学ぶ▪時5月15日（土） 
午後2時～4時▪場いせはら市民活動サ 
ポートセンター▪対7～17歳の人5人（申 
込順、小学生は保護者同伴）▪申電子
メールか電話で
▪問宇佐美 090-4572-1488
 isehara.jp@coderdojo.com

●韓国語市民講座
ハングルの読み書きや簡単なあいさ
つを学ぶ▪時4月22日～6月10日の毎週 
木曜日･全8回、午後3時45分～4時45 
分（入門）、午後6時～7時（中級）、午 
後7時30分～8時30分（初級）▪場伊勢原 
シティプラザ▪定各12人（申込順）▪費
6000円
▪担国際文化交流協会･前田 090-6489- 
2803（平日午前11時～午後4時）

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。


