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お知らせ information

経済センサス 活動調査にご協力を
事業所と企業を対象に、6月1日を基
準日として売上金額や費用などの経
理項目についての調査を全国一斉に
行います。調査結果は行政の施策立
案などの基礎資料として活用されま
す。県知事が任命した調査員が、調
査員証を持って5月中旬から伺いま
す◇回答期限＝6月8日（火）※原則、
調査員による回収は行いません。感
染症対策のため、インターネットか
郵送での回答をお願いします。また、
調査内容を統計調査以外の目的に使
用することはありません

▪担経営企画課薀74-5608

花いっぱい運動の協力団体を募集
年2回、市が配布する花苗を沿道に
植え、地域の環境美化･緑化活動を
行います▪対年間を通して植栽と管理
ができる団体▪申団体名、代表者の住
所･氏名･電話番号、植栽場所と面積

（5㎡以上）またはプランター数、花
苗の配布希望日時（6月中）を明記し
ハガキ（〒259-1111西富岡320）かFAX、
または電子メールで担当へ▪締5月14
日（金）
▪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 96-6467 

kouen@isehara-city.jp

市税の納付は口座振替で
預金口座から納期に合わせて自動的
に振替ができます。通帳、届出印、
納税通知書を持参し市指定金融機関
で手続きするか、納税通知書に同封
する口座振替依頼書（ハガキ）に記入
し担当へ返送してください。
▪担収納課薀74-5495

水田活用の直接支払交付金
水田を活用して農作物を生産･販売 
する場合、作付面積に応じて国から 
交付金が交付されます。新規に申請 
を希望する人は担当に連絡を▪対市内
在住で対象の作物を販売目的で生産
する農業者◇前年
度の申請者には個
別に通知します▪締
5月20日（木）
▪担農業振興課薀94-4648

キャッシュレス決済ポイント還元
事業説明会

地域経済の活性化を促すため、ス
マートフォンのアプリを使って市内
で買い物をした人にポイントを還元
するキャンペーンを6月に実施しま
す。制度や利用方法の説明会を開催
しますのでスマートフォンをお持ち
いただけば、アプリの登録などを案
内します▪申氏名、電話番号、希望す
る会場を明記しFAX、または電話で
担当へ

日　時 会　場 定員
（申込順）

5/20（木）
14：00～15：00 中央公民館 44人

5/21（金）
15：00～16：00 比々多公民館 37人

5/23（日）
14：00～15：00 成瀬公民館 65人

5/25（火）
14：00～15：00 大山公民館 28人

5/26（水）
14：00～15：00 伊勢原南公民館 35人

5/28（金）
14：00～15：00 大田公民館 30人

5/30（日）
14：00～15：00 高部屋公民館 34人

▪担商工観光課薀94-4732 95-7613

光化学スモッグにご注意を
光化学スモッグは、風が弱く日差し
の強い日に発生しやすくなります。
発生すると目がチカチカする、頭痛
がするなどの健康被害が生じること
があります。市内で注意報が発令さ
れると、防災いせはらやくらし安心
メールなどでお知らせしますので、
屋外での活動は控えましょう。特に
子どもや高齢者はご注意ください。
県環境科学センター（薀050-5306-
2687）でも情報を提供しています。
▪担環境対策課薀94-4735

5月31日は世界禁煙デー
たばこは、肺がんや動脈硬化、心臓
病などの発症率を高め、吸わない人
にも健康被害を及ぼします。この機
会に喫煙の危険性や禁煙の重要性を
考えてみましょう。
▪担健康づくり課薀94-4609

児童扶養手当の請求を
離婚や死別などで父または母と生計
を別にする18歳未満（中度以上の障
がい児は20歳未満）の児童を監護し
ている父･母･養育者は、所得に応じ
て手当を受けられます。公的年金を
受けられる人で、年金額が手当額よ
り低い場合はその差額分を受給でき
ます。受給には認定請求が必要です。
所得制限など詳しくは、担当へ。
障害年金などとの併給調整が見直さ
れました
受給資格者が障害基礎年金や障害補
償年金などを受けている場合、年金 
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 
額を支給停止していました。令和3 
年3月分の支給からは子の加算額と 
手当額を比較し、差額分を受給でき 
るようになりました。年金を受給し
ていたため手当を受けられなかった
人で、3月1日時点で支給要件を満た
している場合、6月30日までに認定請
求をすれば3月分から支給されます。
必要書類など詳しくは、担当へ。
▪担子育て支援課薀94-4633

木造住宅の耐震化を補助します
今年度の申請受付を開始しました。
詳しくは担当へ▪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▪申工事など
の着手前に担当へ
※予算の範囲内で
先着順に受け付け
▪担建築住宅課薀94-4790

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3年6月1日現在）◇募
集人数＝5人程度◇募集期間＝5月6
日（木）～14日（金）◇任用予定期間＝
6月1日～令和4年3月31日
▪担学校教育課薀74-5224

日赤の活動資金にご協力を
日本赤十字社では、国内外で発生す 
る災害の救援活動や市内で災害が発
生した際の援護物資の支給を行って
おり、その資金は主に寄付金により
賄われています。今年も活動資金の
寄付を募集します◇受付場所＝市役
所1階の担当 
▪担日赤伊勢原市地区事務局（福祉総務
課内）薀94-4718

5･6月は不正大麻･けし撲滅運動期間
｢大麻草｣や｢けし｣の不正栽培、自生
を見つけたら担当か警察に連絡を。
▪担平塚保健福祉事務所秦野センター
薀82-1428
 

いせはら市民ファンド　＊敬称略

◇（株）フリーデン代表取締役森延 
孝･50万円◇明治安田生命保険相互
会社･10万円
▪担財政課薀94-4862

催　　し 講座・教室など
event

子ども虐待防止基礎講座
子どもへの虐待を防ぐための知識を
学ぶ▪時 6月3日、7月1日･8日･29日の毎
回木曜日･全4回、午後2時～4時30分
▪場子どもの権利擁護センターかなが
わ（桜台1丁目）▪定12人（申込順）▪申申込
書に住所、氏名、電話番号を明記し
FAXか電子メールで問い合わせ先へ
※申込書は問い合わせ先のホーム
ページから入手できます▪締6月1日（火）
▪問認定NPO法人チャイルドファー
ストジャパン薀90-2715 90-2716

info@cfj.childfirst.or.jp
▪担子ども家庭相談課薀94-4642

点訳基礎講座
点字の読み･書きと訳し方の基礎を
学ぶ▪時5月12日（水）～7月14日（水）の
毎週水曜日･全10回、午前10時～正
午▪場伊勢原シティプラザほか▪対市内
在住の人10人（申込順）
▪担社会福祉協議会薀94-9600 94-5990
tiiki@isehara-shakyo.or.jp

産業能率大学スポーツ教室｢親子（幼
児）動きづくり教室①走る、跳ぶ｣

▪時5月16日（日）午前9時30分～11時▪場
産業能率大学▪対年中･長の親子40組
80人（申込多数の場合は抽選）▪申住
所、氏名、性別、学年、電話番号を
明記し郵送（〒254-0026平塚市中堂
18-8 E棟3階）かFAX（ 24-2514）、
または電子メール（  
event@bellmare.
or.jp）で問い合わせ
先へ▪締5月7日（金）
▪問湘南ベルマーレ
薀25-1211
▪担産業能率大学湘南学生SC薀92-2214

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
広報いせはらで見る50年の歩み展
▪時5月2日（日）～13日（木）

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
スショーなどを行います。教室の
内容など詳しくは、施設やホーム
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

5/1～31
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。

軽自動車税（種別割） �����������全期分
固定資産税･都市計画税 �������1期分
国民健康保険税���������������������2期分
介護保険料 ����������������������������2期分

納期のお知らせ
納期限5月31日（月）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

3月 1〜3月
発　　生 13 60（－ 6）
死　　者  1  1（＋ 1）
負傷者計 15 70（－18）
内
訳

重傷  1  2（－ 2）
軽傷 14 68（－16）

※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★ 18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）

14日（金）･21日（金）･28日（金）
13：00～16：00

行政相談★ 19日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 20日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 13日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 10日（月）･24日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 12日（水）13：30～16：00
人権相談★ 17日（月）13：30～16：00 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21日（金） 26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★ 12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★ 19日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★
7日（金）、6月2日（水）･3
日（木）
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

5 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

土・日曜日、祝日
10：30◎/13：30□/
15：30○

◎＝親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣
□＝ 幼児･低学年向け番組｢ピーターパンと

ほしのくにへいこう｣
○＝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5
月22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 5月12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、催しなどを中止や延期する場合
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。

｢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：5月中に申し込み→7月1日号
から配布）
　なお、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

▪担広報戦略課薀94-4864 93-2689

　毎年5月の最終水曜日に全国一
斉開催される住民総参加型スポー
ツイベント｢チャレンジデー｣。市
では平成26年度から参加し、住民
参加率は初年度の39％から最高で
78.8％まで増加しました。さらに、
自治会など地域での自主的な運動
やスポーツの実施が定着し、住民
の健康づくりや地域活性化に一定
の効果が得られたことから、今年
度以降は参加を取りやめることと
しました。
　今後は、新型コロナウイルス感
染症対策など｢新しい生活様式｣の
中で実施できるスポーツ推進事業
を検討していきます。 ▪担スポーツ課薀94-4628

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

5/6•10•12•17•24•31

5/6•10•12•17•24•31

5/10•24

5/10•17•24•31

5/3〜5、10•17•24•31
※中央公民館は5/10･17･24は開館
※大田公民館は5/17は開館

※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

5/6•10•17•24•31

5/10•17•24•31

5/10•17•24•31
令和3年度の受付を開始します
　地震の際に転倒や倒壊の危険性
があるブロック塀などの撤去や、
安全な物への入れ替えにかかる費
用の一部を補助します。補助を受
けるには、事前に担当による現地
確認が必要です。
工事着手前に、
直接市役所2階
の担当へ事前調
査申請書を提出
してください。
対　象　高さ120cm以上（ブロッ
ク部分は60cm以上）で道路に面し
たコンクリートブロック塀や組積
造の塀、万年塀および塀と一体の
門柱や基礎
※詳しい条件はお問い合わせくだ
さい
補助額　工事費用の2分の1と、塀
の長さ（m）×1万円のうち低い方
の金額※限度額10万円（通学路に
面する場合は15万円）
◇撤去後に軽量フェンスなどを設
置する場合も費用の補助がありま
す※限度額10万円 
▪担危機管理課薀94-4865

危険ブロック塀の撤去
費等を補助します

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 ●

●暴力団被害無料電話相談会
弁護士や警察官などが暴力団･反社
会的勢力からの被害相談を受けます
◇秘密は厳守します▪時5月14日（金）
午前10時～午後6時（最終受付＝午後
5時30分）◇相談番号045-662-6501
（当日限り）
▪問神奈川県弁護士会薀045-211-7702

●弓道教室
▪時5月22日～8月7日の毎週土曜日･
全12回、午後1時30分～4時▪場行政セ
ンター弓道場▪対市内在住･在勤･在
学で高校生～65歳の人10人（申込順）
▪費3000円▪申氏名、年齢、電話番号を
明記し電子メール（ isehara.kyudo.
club.mail＠gmail.com）、または
電話で
▪問伊勢原弓道協会･山田
薀92-2723（午前9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。
7月15日号分は5月17日（月）から受
け付けます。なお、会員募集は年
度に1回の掲載とします。

さつきラン＆ウオーク2021
のご案内
　スマートフォンのアプリを使
い、1カ月間に走った距離や歩
数を競うオンラインイベントで
す◇期間＝5月1日（土）～31日（月）
※随時参加できます
申し込み　問い
合わせ先のホー
ムページまたは
右のQRコード
から
▪問さつきラン ウオーク2021大
会事務局薀03-6804-3383

Android iOS

チャレンジデーの参加を取りやめます

大会ホームページ

地域の伝統芸能を学ぶ
　大山能楽社保存会が、市内の親
子を対象に「大山能狂言親子教室」
を開催。観世流能楽師の松

ま つ

木
き

千
ち

俊
と し

さんが講師を務め、謡
うたい

や舞
ま い

を学び
ました。全12回の教室で、集大成
として例年10月に行われる大山火
祭薪能に出演する予定です。

（4月15日）

　広報では伝えきれない、フォト
ニュースや行政情報を随時お知ら
せしています。市ホームページの
トップページ｢公式SNS｣の各アイ
コンをクリックしてご覧ください
※一部のブラウザでは表示されな
い場合があります

▪担広報戦略課薀94-4864

フェイスブック･ツイッター
などで市の情報を発信中

YouTubeTwitterFacebook


