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お知らせ information

令和3年度市･県民税のお知らせ
個人事業主や年金所得者などで課税
される人に、6月4日付けで令和3年
度の｢市･県民税納税通知書｣を発送
します。また6月1日（火）から、令和
3年度の｢市･県民税課税所得（非課税）
証明書｣を市役所1階の担当窓口また
は市役所駅窓口センターで発行しま
す。申請には運転免許証など本人確
認ができるものをお持ちください※
マイナンバーカードをお持ちの人は
コンビニエンスストアでも交付可。
今年度からコンビニエンスストアで
は、高等学校就学支援制度に必要と
される事項を記載したものが発行さ
れます
▪担市民税課薀74-5429

農薬の使用は正しく安全に
農薬は適正に使用されないと、アレ
ルギーや化学物質過敏症の人の健康
を害したり、生活環境に悪影響を及
ぼしたりすることがあります。特に
住宅地に近い場所では使用を控えま
しょう。使う際は事前に周知して決
められた量を守り、風の強さや向き
に注意して飛散を防ぎましょう。
▪担環境対策課薀94-4735
　農業振興課薀94-4664

愛の献血
▪時①6月7日（月）午前10時～午後0時
30分、午後2時～4時②6月12日（土）
午前10時～正午、午後1時30分～4時
▪場①市役所②MIプラザ
▪担健康づくり課薀94-4609

障害者雇用奨励補助金の申請を
障がい者を雇用する中小企業の事業
主に奨励補助金を交付します▪対1年
以上継続して市内で事業所を営み、
市内在住の障がい者を6月1日現在で
1年以上常用雇用している企業◇交
付額＝障がい者1人につき年額6万円
◇交付期間＝5年間▪申市役所2階の担
当で配布する申請書に記入し、必要
書類を添えて郵送か直接担当へ※申
請書は市ホームページ｢産業･まちづ
くり｣→｢雇用｣からも入手可▪締6月30
日（水）※消印有効
▪担商工観光課薀94-4732

公共施設で節電対策を実施
市の公共施設では、環境への配慮と
経費節減のため、次の節電対策を実
施しています。ご理解をお願いしま
す◇室内温度は28℃を目安に冷房を
管理します◇昼休み時間は不要な屋
内照明を消灯します◇職員のクール
ビズを励行
しています
（5～10月）
▪担環境対策課薀94-4737

受水槽の適正な管理について
ビルやマンションなどの所有者･管
理者は、受水槽の清掃を年に1回以
上、定期的に行い、適正な管理に努
めましょう◇有害物や汚水による汚
染がないか点検しましょう◇蛇口か
ら出る水に色や濁り、味、においな
どの異常があったときは水質検査を
◇健康危害のおそれがあるときは直
ちに停止し、関係者に周知してくだ
さい◇有効容量8㎥超の受水槽は法
定点検を受検しましょう
▪担環境対策課薀94-4737

介護保険サービス利用者の自己
負担額を軽減

いずれも申請が必要です。詳しくは
担当へ▪対住民税非課税世帯の人※収
入や預貯金などによる制限あり
居住費と食費の軽減
介護保険施設サービス･短期入所サー
ビスを利用する場合
社会福祉法人サービス利用料の軽減
社会福祉法人が提供する介護保険
サービスを利用する場合
▪担介護高齢課薀94-4722

教科書展示会
次年度に使用する小･中学校の教科
書をご覧になれます◇閲覧を希望す
る場合はお声がけください▪時6月11
日（金）～30日（水）の午前9時～正午、
午後1時～5時（土･日曜日を除く）▪場
市役所5階の担当
▪担教育指導課薀74-5243

新小学校1年生の就学相談
令和4年4月に小学校入学予定で、特
別支援学級への入級や特別支援学校
への入学など、教育上特別な配慮・
支援を必要とする子どもの保護者を
対象に相談を受けます▪時平日の午前
9時～午後5時▪申事前に電話で担当へ
※受付は11月30日（火）まで
▪担教育センター薀74-5253

市総合体育大会の参加者を募集
種目･日程 申込先 締切

バスケットボー
ル3×3
6/20（日）

市バスケット
ボール協会の
ホームページ
から

6/13（日）

柔道
6/26（土）

松本
薀93-9293 6/ 5（土）

テニス
6/27（日）、7/18

（日）

市テニス協会
isehara_

t_1979@yah 
oo.co.jp

6/10（木）

卓球（一般、小学生）
7/ 4（日）

市卓球協会の
ホームページ
から

6/12（土）

ソフトテニス
団体戦
7/ 4（日）･11（日）

岡
薀090-2175-
3876

6/18（金）

水泳
7/25（日）

市水泳協会
isehara.

city.swim@
gmail.com

6/25（金）

ソフトボール
8/ 1（日）･15（日）

豊田
薀046-286-
3421

6/16（水）

卓球（中学生）
8/ 5（木）

各中学校を通
じて中沢中学
校へ

7/ 3（土）

▪担スポーツ課薀94-4628

児童手当等現況届の提出を
中学校卒業までの児童を養育してい
る人に、児童手当または特例給付を
支給しています。各家庭に届いた児
童手当等現況届に記入し、郵送か直
接市役所3階3Ｃ会議室へ提出を▪締6
月30日（水）※消印有効
▪担子育て支援課薀94-4633

公共下水道の供用を開始
今年度新たに田中、伊勢原3丁目、
伊勢原4丁目、上粕屋、下糟屋の一
部の公共下水道の供用を開始しま
す。宅内の排水設備工事を行い、下
水道に接続してください※該当者に
は郵送で個別にお知らせします
宅内排水設備工事費用を補助します
一定の条件により補助金または融資
のあっせんが受けられます※市指定
の工事店に依頼してください◇補助
金交付額＝最大3万円◇融資あっせ
ん（金融機関貸付）＝60万円以内、40
カ月の均等返済（無利子）
▪担下水道経営課薀92-3031

6/6～12は危険物安全週間
｢事故ゼロへ トライ重ねる ワンチーム｣

危険物は、取り扱いを間違うと大き
な事故につながります。家庭や職場
でどんな危険物が使われているか、
貯蔵方法や取り扱い方法が安全で正
しいかどうかを確認し、事故の防止
に努めましょう。
▪担消防本部予防課薀95-2118

危険物取扱者試験（乙種4類）準備
講習会

▪時7月17日（土）午前9時～午後5時▪場
コミュニティ防災センター（南分署）
▪定30人（申込順）▪申受講料9600円を持
参し、伊勢原市消防本部か秦野市消
防本部へ▪締7月10日（土）◇試験の日
程は、消防試験研究センター神奈川
県支部のホームページでご確認くだ
さい
▪担消防本部予防課薀95-2118

催　　し 講座・教室など
event

血糖をコントロールするための食生活
｢高血糖予防の食事｣をテーマに管理
栄養士の講話とレシピの紹介▪時6月
25日（金）午前10時～11時▪場中央公民
館▪定12人（申込順）▪申住所、氏名、年
齢、電話番号を明記し、FAXか電子
メール、または電話で担当へ
▪担健康づくり課薀94-4609 93-8389

kenkou@isehara-city.jp

骨の健康を維持する食生活
｢骨粗しょう症予防の食事｣をテーマ
に管理栄養士の講話とレシピの紹介
▪時7月6日（火）午前10時～11時▪場中央
公民館▪定12人（申込順）▪申住所、氏名、
年齢、電話番号を明記し、FAXか電
子メール、または電話で担当へ
▪担健康づくり課薀94-4609 93-8389

kenkou@isehara-city.jp

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に相模川中流右岸（厚木市）で水鳥を
観察▪時 6月26日（土）
午前8時50分～◇集
合＝本厚木駅▪定30人
（申込順）
▪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

地域のつどい（秦野･伊勢原）
認知症の人の介護者同志で交流機会
を持ちませんか▪時6月23日（水）午後1
時30分～3時30分▪場市民文化会館▪対
認知症の人を介護している人20人（申
込順）▪申住所、氏名、電話番号を明
記しFAX、または電話で問い合わ
せ先へ
▪問認知症の人と家族の会神奈川県支
部薀 044-522-6801（月･水･金曜日
の午前10時～午後4時）
▪担介護高齢課薀94-4725

普通救命講習会
心肺そ生法やAED（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ◇修了証の発
行あり。再講習も可▪時7月2日（金）午
後6時～9時▪場コミュニティ防災セン
ター（南分署）▪対中学生以上の人10人

（申込順）▪申市ホームページ｢防災･消
防･救急｣→｢救急｣→「救
命講習｣から電子申請、
または電話か直接消防
本部2階の担当へ▪締6月
25日（金）
▪担警防救急課薀95-9144

産業能率大学スポーツ教室｢親子（幼児）
動きづくり教室③（バランス、リズム感）｣

▪時6月13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）、電子
メール（ event@bellmare.or.jp）
で問い合わせ先へ▪締6月4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

※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

6/1～30
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。

市･県民税普通徴収 ���������������1期分
国民健康保険税���������������������3期分
介護保険料 ����������������������������3期分
清掃手数料（し尿） �������������4･5月分

納期のお知らせ
納期限6月30日（水）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

4月 1〜4月
発　　生 21 81（－ 4）
死　　者  0  1（＋ 1）
負傷者計 24 89（－20）
内
訳

重傷  0  2（－ 2）
軽傷 24 87（－18）

※費用はすべて無料、★印は要予約6 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

図書館　薀92-3500

おはなし会＆対面朗読
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時 6月15日（火）～18日（金）の午前11
時～11時15分▪定各回2組6名（申込順）
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  

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｣☆
望遠鏡で月や星などを観察▪時6月19日
（土）午後7時～8時、事前予約制※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。

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

6/2･7･14･21･28

6/2･7･14･21･28

6/14･28

6/7･14･21･28

6/7･14･21･28
※中央公民館は6/28以外は開館
※大田公民館は6/7･21は開館

※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止します

6/7･14･21･28

6/7･14･21･28

6/7･14･21･28

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 ●

●KPチャンネル
発達障がいのある児童･関係者向け
（栄養・美術）の活動▪場成瀬コミュニ
ティセンター▪▪対発達障がいの子を
もつ親
▪問小山薀090-6149-5731

●すこやか剣道教室
初心者大歓迎、見学･体験は随時受
け付けます▪時①毎週月曜日午後6時
30分～8時②毎月第1･3水曜日午後7
時～8時▪場①石田小学校②成瀬中学
校▪対幼児～中学生▪費月1000円
▪問川瀬薀090-9835-9220

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（2カ月前が土・日曜日、
祝日の場合は翌開庁日から受け
付け）。なお、営利目的、宗教・
政治的活動は掲載できません。
会員募集は年度に1回の掲載と
します。

環境学習の場に指導員を派遣します
　6月は、環境の保全について関
心と理解を深める｢環境月間｣で
す。市では、市民団体や自治会な
どが開催する環境学習の場に、専
門的な知識や経験のある指導員を
派遣しています。派遣費用は無料
ですので、ぜひご活用ください◇
指導員として登録していただける
人も募集してい
ます。詳しくは
担当へご連絡く
ださい。

学習テーマ例
◇自然環境の観察◇日向川の生き
もの調べ◇自然素材を使った工作
◇伐採・竹割り・たき火体験
対　　象　10人以上の団体
申し込み　市役所2階の担当で配
布する申請書に記入し、開催日の
2週間前までに直接担当へお申し
込みください※申請書は市ホーム
ページ「環境･衛生･ごみ」→「環境
学習」からも入手できます
▪担環境対策課薀94-4737

伊勢原うまいものセレクトに9品目が仲間入り
　市ゆかりの特産物や伝統工芸な
どをアピールし、産業の活性化や
本市のＰＲを行う地域ブランド

「日本遺産のまち 伊勢原うまいも
のセレクト｣。独自の認定基準に
基づき審査を行い、新たに9品目
が認定され、44事業者73品目とな
りました。
追加認定された商品
◇大山詣り豆腐（米谷豆腐店）◇さ
かもとのちきん、あふりしゃも

（坂本養鶏）◇伊勢原大山阿夫利山

荘鹿肉カレー（セゾオン）◇自然
薯、自然薯パウダー、丹沢大山そ
ば（自然薯家）◇ジェリーズポップ
コーン（地域作業所ドリーム）◇新
型カキノタネ（龍屋物産）※順不同
▪担観光協会薀73-7373

電子申請ページ

　大地震の被害を受けた建築物は、
余震による倒壊などで二次災害を引
き起こす危険性があります。こうし
た被害を防ぐため、市では地震発生
後にできる限り早く応急危険度判定
を行います。
　判定士が建物を調査し、当面の使

用の可否を3段階で判定。調査が完
了した建物には判定標識を表示しま
す（判定結果は、り災を証明するも
のではありません）。
　なお、判定士は腕章を着け、認定
証を携帯して活動を行います。
▪担建築住宅課薀94-4783

ご存知ですか 応急危険度判定

調査済（緑色）
建築物は使用可

要注意（黄色）
立ち入りは十分注意

危険（赤色）
立ち入りは危険

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）･
25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）･28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★ 21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★ 17日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★
 2日（水）･3日（木）、7月1日

（木）･2日（金）
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

　文化芸術への関心を深める機
会として｢いせはら市展｣を開催
します。市民の創作活動の成果
を発表する場として行っている
公募展です※今年は作品を鑑賞
しながらの講評は行いません。
会場で配布する資料や市ホーム
ページ「子育て・教育」→「社会教
育」からご覧ください
と　き

【絵画・版画・彫刻部門】
6月9日（水）～13日（日）

【書、写真、陶・工芸部門】
6月23日（水）～27日（日）
午前9時～午後5時（13日・27日は
午後4時まで）
ところ　中央公民館

▪担社会教育課薀93-7500

いせはら市展を開催


