
点訳広報、声の広報も製作しています

女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。
（令和3年度｢男女共同参画週間｣キャッチフレーズ）

　性別に関わらず、職場や学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発
揮できる社会を実現するには、一人一人の理解と取り組みが必要です。こ
の機会に、私たちの周りのパートナーシップについて考えてみましょう。
男女共同参画について考える展示会を開催します
　男女共同参画のさまざまなテーマに関するパネル展示などを行います。
と　き　6月23日（水）～29日（火）の午前8時30分～午後5時※土曜開庁日の6
月26日午前中もご覧になれます
ところ　市役所1階ロビー
▪担人権･広聴相談課 94-4716

6月23日～29日は男女共同参画週間
「春の褒章」「危険業務従事者叙勲」を受章

第54回伊勢原観光道灌まつりは中止します

育児休業代替任期付職員（事務）を募集

＊祝日を除く
◇年末年始は相談をお休みします（24時間対応の相談窓口を除く）

相談窓口 受付日時

Ｄ
Ｖ
相
談

女性
向け

DV相談 91-9237 平日 午前9時～午後5時
女性相談員による相談

0466-26-5550
平日 午前9時～午後9時
土·日曜日＊ 午前9時～午後5時

女性への暴力相談｢週末ホットライン｣
045-451-0740

土·日曜日 午後5時～9時
祝日 午前9時～午後9時

多言語による相談窓口（8カ国語対応）
090-8002-2949 月～土曜日 午前10時～午後5時

男性
向け

被害者相談窓口 0570-033-103 平日 午前9時～午後9時
DV相談 0570-783-744 月･木曜日＊ 午後6時～9時

警察総合相談 ＃9110または 045-664-9110 24時間対応
DV相談＋（プラス） 0120-279-889 24時間対応

チャット（左の
QRコードから） 毎日 正午～午後10時

DV相談ナビ #8008
※最寄りの相談機関につながります 機関によって異なります

児
童
虐
待
相
談

子ども家庭相談課 94-4642
平日 午前8時30分～午後5時子ども相談 92-1095（専用電話）

平塚児童相談所 73-6888 平日 午前8時30分～午後5時15分
テレホン相談（子ども･家庭110番）

0466-84-7000 毎日 午前9時～午後8時

児童相談所虐待対応ダイヤル 189 24時間対応

危険業務従事者叙勲春の褒章
黄綬褒章
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　4月に｢春の褒章｣｢危険業務従事者叙勲｣の受章者が発表されました。
　長年にわたり各分野で活躍、貢献された4人が受章しました。

　令和5年度からスタートする次期総合計画の策定に向けて、皆さんの想
いを計画に反映させるため、市民ワークショップを開催します。内容など
詳しくは、担当か市ホームページ｢総合計画｣でご確認ください◇参加して
いただいた人には記念品を差し上げます

総合計画とは･･･長期的な展望に立って本市の目指すまちづくりを示す
市の最上位計画です

と き　7月4日（日）･11日（日）の全2回、午後1時～4時
と こ ろ　市役所2階2C会議室
対 象　 市内在住･在勤･在学で高校生以上の人20人（申込多数の場合は

抽選）
申し込み　 住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、ファクシミリか電子メー

ル、または電話で担当にお申し込みください
締め切り　6月30日（水）
▪担経営企画課 94-4845 93-2689 kikaku@isehara-city.jp

　新型コロナウイルス感染症の影響
に伴い、第54回伊勢原観光道灌まつ
りは中止します。また、商工会によ
る第47回商工まつりも中止となり、
ともに参加者の募集も行いません。
　事態が収束していない現状から関

　受験希望者は、市ホームページ 
｢職員採用｣から受験案内を入手し、
必要書類を郵送で担当に提出してく
ださい。
受験資格　パソコンの基本操作（文

　空き家は適切に管理されないと、敷地内の草木が隣地や道路にはみ出し
たり、老朽化した瓦や外壁が飛散したりするなど、地域住民の生活環境に
深刻な影響を及ぼします。特に、これからの季節は草木の繁茂や台風によ
る被害も心配されます。
　空き家の所有者や管理者に対しては｢空家等対策の推進に関する特別措
置法｣で、適切な管理に努めるよう責務が規定されています。
皆さんの意識で空き家問題は解決します
　建物の点検や除草、草木のせん定を定期的に行うほか、普段から近隣同
士で気軽に相談し合える関係づくりに努めましょう。
　また、緊急時に備え、近所の人に連絡先を伝えたり、将来の管理方法を
家族で話し合ったりしておきましょう。
▪担建築住宅課 94-4782
自分で管理できないときは

　個人での管理が難しい場合は、業者に依頼するのも一つの方法です。
　市では、空き家の適切な管理を促進し、高齢者の地域社会での活動･貢
献の場を広げるため、市シルバー人材センターと協定を結んでいます。料
金など詳しくは、問い合わせ先にお問い合わせください。
主な業務内容
◇家屋や敷地の現状確認
◇敷地内の除草や植木などのせん定（3メートル以上の高木を除く）
▪問シルバー人材センター 92-8801

係者や来場者の健康と安全を最優先
して決定したものです。楽しみにさ
れていた皆さまには申し訳ありませ
んが、ご理解をお願いします。
▪担道灌まつり実行委員会（商工観光
課内） 94-4729

書作成、表計算処理など）ができる人
募集人数　4人程度
受付期間　6月30日（水）まで※消印
有効
▪担職員課 94-4873

DV･児童虐待で悩んでいませんか ～まずご相談ください～
　新型コロナウイルス感染症の影響などで生活が変化し、家族･親子の関係
で心配事や悩みが増えていませんか。辛い、苦しいと感じたら、一人で悩ま
ずに、まずは電話でご相談ください。相談者の秘密は固く守られます※緊急
の場合は、110番をするか最寄りの警察署にご相談ください

空き家の管理は適切に 

次期総合計画策定に向けた市民
ワークショップ参加者を募集

発行／伊勢原市　編集／広報戦略課
〒259-1188　伊勢原市田中348番地

発行部数／38,700部

『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

伊勢原市市公式
ホーム
ページ

令和3（2021）年 No.12246月15日

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101,670（－41）　 世帯数46,416（＋4） 6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



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

6/15～7/14

固定資産税（家屋）の減額措置
住宅の省エネ改修工事、バリアフ
リー改修工事、耐震改修工事を行っ
た場合や認定長期優良住宅を新築し
た場合に、一定の要件を満たし、申
告することにより固定資産税が軽減
されます。詳しくは担当へ。
▪担資産税課 74-5469

市総合体育大会の参加者を募集
種目･日程 申込先 締切
サッカー
 8/ 1（日）･
    8（日）･
   22（日）

杉崎
090-2662-3483 7/25（日）

野球
 8/21（土）～
11/28（日）

藤木
76-5089 7/25（日）

▪担スポーツ課 94-4628

幼児教育･保育の無償化に伴う
利用料を助成（4～6月分）

施設等利用給付認定「新2号」「新3号」
を受け、4～6月に幼稚園の預かり保
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
場所＝市役所1階の担
当▪締7月21日（水）※幼
稚園の預かり保育の
申請は、各施設へ
▪担子ども育成課 94-4638

シルバー人材センター入会説明会
健康で働く意欲のある入会希望者は
出席を▪時7月8日（木）午前9時～正午
▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住で
60歳以上の人30人（申込順）
▪担シルバー人材センター 92-8801

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇伊勢原市カラオケ歌謡協会･8万円
◇神奈川県自転車商協同組合･1万
6000円
▪担福祉総務課 94-4719

催　　し催　　し 講座・教室など
eventevent

おやこで認知症サポーター養成
講座

スタンプラリーで楽しく学ぶ◇オレ
ンジリングの配布
あり▪時7月17日（土）
午前10時～11時30
分▪場伊勢原シティ
プラザ▪対市内在住
の小学生と保護者
15組30人（申込順）
▪担介護高齢課 94-4725

お知らせお知らせ informationinformation

敬老事業助成と敬老祝金品事業
の対象年齢などを変更

今年度から内容を見直します。
敬老事業助成
75歳以上の人1人当たり1000円を、80 
歳以上の人1人当たり800円にします。
敬老祝金品事業
88歳と100歳、101歳以上の人に贈呈
していましたが、88歳と100歳の人
を対象にします。
▪担介護高齢課 94-4724

つけましょう 住宅用火災警報器
住宅用火災警報器を設置している場
合、していない場合と比べて死者の
数が半減するほか、焼損面積や被害
額も大幅に減少し
火災の被害を少な
くできます。まだ
設置していない場
合は必ず設置しま
しょう。
▪担消防本部予防課 95-2118

家族介護者教室｢介護保険制度
について｣

介護保険の仕組みや活用方法を学ぶ
▪時7月20日（火）午後6時30分～8時30
分▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住
で高齢者を介護している人か65歳以
上の人20人（申込順）
▪担介護高齢課 94-4725

おなか元気教室
「腸内環境の改善」をテーマに小田原
ヤクルトの社員が講話▪時7月12日（月） 
午前10時～11時▪場中央公民館▪対市内
在住･在勤の人12人（申込順）▪申住所、
氏名、生年月日、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 94-4609 93-8389
 kenkou@isehara-city.jp

市民のための大学教養講座
「鉢物植物の扱い方」をテーマに東京
農業大学の教授が講演▪時7月14日（水） 
午前10時～11時30分▪場中央公民館▪定
20人（申込順）▪申6月15日（火）午前9時
から電話か直接担当へ
▪担中央公民館 93-7500

伊勢原市史を読む
資料編を読み、江戸時代の生活を解
説▪時①6月24日（木）②6月25日（金）の
午前10時～11時30分▪場①大山公民館
②比々多公民館▪対20歳以上の人各10
人（申込順）▪申6月15日（火）午前9時か
ら電話か直接担当へ
▪担大山公民館 93-5708
　比々多公民館 92-6961

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①6月26日（土）②6月27日（日）③7
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 94-9600

オレンジカフェ（認知症カフェ）
ウクレレの音色を聴きながら介護に
関する情報交換◇個別相談あり▪時7
月9日（金）午前10時～11時30分▪場成
瀬コミュニティセンター▪対市内在住
の認知症の人とその家族10人（申込
順）▪費100円▪締7月8日（木）正午
▪担東部地域包括支援センター花たば
97-4755

産業能率大学スポーツ教室｢親子
（幼児）動きづくり教室④｣

考えて動く、2つ以上の動作を同時
にする▪時7月4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（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25日（金）
▪問湘南ベルマーレ 25-1211
▪担産業能率大学湘南学生SC 92-2214

図書館　 92-3500

小さな朗読会
小
お

川
が わ

未
み

明
め い

の作品を読む▪時6月24日（木） 
午後2時～▪定10人（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　 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◎

□＝ 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｣

〇＝ 親子･一般向け番組｢ペガロク ふるさと
にかえる｣＆｢旅するぬいぐるみ｣

◎＝親子･一般向け番組｢HAYABUSA2｣

健康・子育て健康・子育て 検診・教室など
healthhealth

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▪申電話で担当へ

（人数制限あり）◇7月の相談は6月21
日（月）から受け付け

日　時 会　場
6/23（水）
 9：30～10：30 中央公民館

6/24（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

7/ 1（木）
10：00～11：00 伊勢原南公民館

7/ 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 94-4637

　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。

▪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　　 電話番号　 FAX番号　 メールアドレス

※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

市内の主な犯罪発生件数

伊勢原警察署調べ （ ）内は前年比

犯罪の種類 4月 1～4月
特 殊 詐 欺 0  2（－8）
空 き 巣 1  3（＋3）
車上狙いなど 0  5（－5）
乗 り 物 盗 6 23（－9）

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

6/21･28、 7/5･12

6/21･28、 7/5･12
※中央公民館は6/28以外は開館
※大田公民館は6/21、7/5は開館

※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

 

 

6/21･28、 7/5･12

6/21･28、 7/5･12

6/21･28、 7/5･7･12

6/21･28、 7/5･7･12

6/28、7/12

6/21･28、 7/5･12

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。
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　施設の一部が土砂災害特別警戒区域に指定されたことから、利用者
の安全を考え、今年度の一般利用を休止します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。
▪担商工観光課 94-4729

御所の入森のコテージの一般利用を休止します

　家族の負担軽減や心身のリフ
レッシュのため、知的障がい児・
者を一時的に預かります。伊勢原
駅からの送迎や、おやつ（実費負
担）もあります。
と　　き　8月2日（月）～31日（火）
の午前9時～午後4時（土･日曜日、
祝日を除く）
と こ ろ　めだかくらぶ（高森3丁
目）ほか
対　　象　市内在住で小学生以上
の知的障がい児･者と生活する人
費　　用　4時間以内500円、4時 
間超1000円※生活保護世帯などは
無料
申し込み　市役所1階の担当で配
布する申込書に記入し、郵送か直
接担当へお申し込みください※希
望者が多い日は利用日を調整。申

込書は市ホームページ「健康･福
祉」→「障がい者支援」からも入手
できます
締め切り　6月30日（水）

臨時職員（支援員）を募集 
　公園散策や運動などで障がい
児・者と過ごします。
対　　象　16歳以上の人（高校生可）
勤 務 日　サービス実施日のうち
都合の良い日
勤務時間　午前8時30分～午後5時
勤務場所　めだかくらぶ
賃　　金　時給1050円（通勤手当
支給）
申し込み　電話で問い合わせ先に
お申し込みください
▪問めだかくらぶ 94-3553
▪担障がい福祉課 94-4720

レスパイトサービスのご利用を
　狂犬病は、いったん発病するとほ
ぼ100％の確率で死に至り、世界で
は今も毎年5万5千人以上が亡くなっ
ています。
　生後91日以上の犬の飼い主には毎
年1回の狂犬病予防注射が法律で義
務付けられています。動物病院で受
けられますので、愛犬のためにも必
ず受けさせましょう。費用など詳し
くは、各動物病院にお問い合わせく
ださい。
　また、令和3年度は新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため、12
月31日までに予防注射を受けさせれ
ば規定期間内に接種したとみなされ

ます。
犬や猫の苦情が急増しています
～ルールを守って飼いましょう～
◇犬の散歩にはリード（引き綱）を付
け、フンは必ず持ち帰って処理しま
しょう
◇犬を屋外で飼う場合は、鎖などで
しっかりつなぐか囲いの中で飼い、
猫は感染症予防のため、室内で飼い
ましょう
◇鳴き声や悪臭などで近所に迷惑を
かけないようにしましょう
◇自宅でトイレができるようにしつ
けましょう
▪担健康づくり課 94-4609

狂犬病の予防注射を受けましょう

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 ●●

●秦野マンドリンクラブ
マンドリンやギターの合奏を一緒に
楽しむ▪時毎週土曜日午後2時～4時
（第2土曜日は午後7時～9時）▪場秦野
市文化会館ほか▪対18歳以上の人▪費月
2000円
▪問茂

もい

泉
ずみ

92-2963

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

●● イ ベ ン ト ●●

●早朝テニススクール（キッズ対象）
テニスを楽しく始めましょう。詳し
くは伊勢原市テニス協会ホームペー
ジから▪時7月11日～8月31日の全5回
午前6時～8時▪場鈴川公園▪対5歳～小
学生▪費1回500円▪申電子メールで
▪問田中 090-5786-3706

isehara_t_1979@yahoo.co.jp
●七夕飾りと竹細工教室
七夕の飾りつけと竹を使った花器・
紙てっぽう作り▪時7月3日（土）午前10
時～正午▪場いせはら塔の山緑地公園
▪対小学生以上の人10組（申込順。小
学校3年生以下は保護者同伴）
▪問いせはら塔の山緑地公園 95-5551

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。

6月28日（月）に東京2020オリンピック
聖火リレーが大山で行われます

※感染症の影響で、掲載している内容が変更となる場合があります

　感染症対策のため、以下の点に
注意してください※過度な密集が
生じた場合はリレーを中断する可
能性があります
◇体調がすぐれない場合は観覧し
ない◇マスクを着用する◇大声を
出さない◇隣の人と2メートル以
上距離をとる◇拍手やグッズで応
援する

交通規制区域や使用できない施設
　当日は清水屋みやげ店（大山295） 
から大山阿夫利神社下社までの区
域が交通規制となり、使用できな
い施設があります。ご不便をおか
けしますが、ご理解･ご協力をお
願いします。

当日使用できない施設と時間帯
ケーブルカー　午前9時ごろ～午
後1時ごろ
こま参道および登山道　午前9時
ごろ～11時30分ごろ

応援はインターネットの 
ライブ中継で

　リレーの模様がNHKの専用サ
イト「東京2020オリンピック聖火
リレー ライブストリーミング」で
放送されます。密集
を避けるため、ライ
ブ中継をご利用くだ
さい◇右のQRコー
ドからもご覧いただ
けます

専用サイト

◇次回は｢産業能率大学着工、伊志田高校名称決定｣を紹介します

最先端の知識と技術で地域に貢献。医療専門職の育成にも努めています
　2005(平成17)年には新しい病院棟が竣工。その後も一貫した理念である
｢ヒューマニズムと科学の調和｣を掲げ、特定機能病院としてさまざまな高
度医療技術を開発しつつ、安全で心温まる最善の医療提供を目指していま
す。また、院内には高度救命救急センターと総合周産期母子医療センター
があり、湘南地域から県西地域における急性期医療の中核病院としての役
割も担っています。さらに、広域救急搬送システムである神奈川県ドクター
ヘリの運用機関であるのに加え、地域がん診療連携拠点として悪性腫瘍に
対する専門的診療も行うなど、日本トップレベルの医療体制を構築してい
ます。医学部においては人格豊かで幅広い視野と使命感を持った医師や看
護師などの育成に努めています。

第6回「東海大学医学部付属病院が開院」

建て面積は日本最大
伊勢原 東海大病院が完成
　全国でも有数の規模を持つ東海大
学医学部･大学病院＝伊勢原市下粕
屋＝がこのほど完成、十七日から外
来患者の診療を開始、二十四日から
入院を受け付ける。各種の新鋭医療
機器が完備しているほか、地元医師
会の利用も予定されており、地域医
療の面からも大きな期待が寄せられ
ている。
　完成した建物は小田急伊勢原駅か
ら約二㌔。国道246号と東名高速道
路の中間の丘の上、同大学の旧グラ
ウンドを利用して一昨年三月から工事が進められていた。敷地面積は約
七万平方メートル、地上十階、地下一階で、延べ約十万千平方メートル。
十字型の建物を二つつなぎ合わせた格好になっており、室数は二千二百
七十八。総工費は約二百五十億円。建て面積は日本でも最大、延べ面積
は三十五階建ての霞ヶ関ビルとほぼ同じ広さ。医学部と大学病院が一緒
に入る。� �（後略）［神奈川新聞］

　今回紹介するのは東海大学医学部付属病院が開院したことについて掲載
された、昭和50（1975）年2月13日の記事です。

シリーズ

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）

記事の
中身は

登録しよう
いせはらくらし安心メール

下のQRコードを読み込
むか、isehara@emp-sa.
smart-lgov.
jpに空メール
を送信してく
ださい。

｢逃げ恥婚｣お祝い企画を実施中
　本庁舎内で撮影が行われたテレ
ビドラマ｢逃げるは恥だが役に立
つ｣で主演を務めた星野源さんと
新垣結衣さんの結婚を祝し、6月
中に婚姻届を提出された人に特別
仕様のお祝いカードを差し上げて
います。 記念撮影用のバックボードも設置しています
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　現在、市で使用しているワクチン（ファイザー社製）には、2回目の接種を受
けてから7日程度経つと十分な免疫ができるといわれています◇2回目を接種し
た後のほうが発熱や痛みなどの副反応が強くでる傾向がありますが、大半は 
2～3日で収まります

予約方法
　手続きには接種券番号が必要です。個別接種を希望する場合、予約方法や対
象者が異なりますので、事前に各医療機関でご確認ください◇高齢者施設や障
がい者施設などに入所している人は、施設に確認を
電話の場合　平日の午前8時45分～午後5時に、専用ダイヤル（ 0120-080-955）
へ連絡し、接種券番号と生年月日、希望の接種会場・日時をお伝えください
インターネットの場合　市ホームページ｢新型コロナウイルスワ
クチン接種WEB予約受付｣から、または右のQRコードからも予
約できます
予約のキャンセルについて
　予約した日時に会場へ行くことができなくなった場合は、必ず
前日までにコールセンター（ 0570-090-655）に連絡してください。貴重なワク
チンを無駄にしないためにも必ずお願いします◇接種の3日前までは予約専用
ページからキャンセルすることが可能です

予約専用ページ

国が設置している自衛隊東京大規模接種センターでの
ワクチン接種について
　防衛省が運営する新型コロナウイルスワクチンの接種に係る自衛
隊東京大規模接種センターが、東京都千代田区に設置されています。
当初は東京23区に居住している人が対象でしたが、5月31日からは神
奈川県在住の人も対象になりました。
　大規模接種センターではモデルナ社製のワクチンを使用していま
す。ワクチンは2回とも同じ種類のものを接種する必要があります。
大規模接種センターで1回目の接種をした人が、市内の接種会場で2回
目を受けることはできませんので、ご注意ください※すでに1回目の
接種を受けた人や市内の会場で接種を予定している人は予約しないで
ください。万が一、予約が重複してしまった場合は、速やかにどちら
かを取り消してください。
と こ ろ　大手町合同庁舎3号館（東京都千代田区大手町1-3-3）
対 象　市から送付された接種券を持っており、1回
目のワクチン接種を希望する65歳以上の人
予約方法　防衛省･自衛隊のホームページから、または
右のQRコードから予約できます

防衛省･自衛隊
ホームページ

症状のある人、感染が不安な人は
　市内でも感染者が増えています。今一度、マスクの着用や手指消毒に加え、
外出の自粛や3密（密集場所、密接場面、密閉空間）を避ける行動などの感染予
防対策を行いましょう。発熱やせきなどの症状がある場合は、県の新型コロナ
ウイルス感染症専用ダイヤル（ 0570-056774または 045-285-0536、24時間受
付）にお問い合わせください。

ワクチン接種をかたる詐欺にご注意ください
　｢ワクチン接種には予約金が必要｣など市や保健所の職員を装う詐
欺にご注意ください。ワクチン接種で金銭を要求されることは絶対
にありません。少しでも不審に思ったら、消費生活センター（ 95-
3500）や伊勢原警察署（ 94-0110）にご相談ください。
▪担人権･広聴相談課 94-4717

熱中症かなと思ったら
◇涼しい場所へ移動する◇衣類を緩めて休む◇保冷材や氷で脇の下
や首などを冷やす◇水分や塩分を補給する
マスク着用時の注意
　心拍数や呼吸数の増加、体感温度の上昇が起こり、熱中症のリス
クが高くなる恐れがあります。こまめに水分補給を行い、涼しい服
装を心がけましょう。
エアコンの使用について
　一般的なエアコンは室内の空気を循環させるだけで換気は行いま
せん。感染症の拡大防止には換気扇や窓の開放による換気が効果的
です。室内温度が高くなった場合にはエアコンの設定温度を下げる
などの調節をしましょう。
▪担健康づくり課 94-4609

熱中症にご注意を
　感染症対策のため、マスクの着用や室内の換気がかかせません。
これから夏を迎えるにあたり、熱中症に注意しましょう。
熱中症になると
　立ちくらみや吐き気、頭痛などの症状が現れます。重症になると
意識障がいなどが起こることもあります※まっすぐに歩けない、呼
びかけに応じないなどの場合などは、すぐに救急車を呼びましょう
予防するには
◇直射日光を避ける◇水分補給をこまめにする◇十分な睡眠と、栄
養バランスのよい食事をとる

▪担健康づくり課 92-1117

ワクチン接種は必ず2回受けましょう
市内の患者発生状況
患者数（累計）� 474人
※6月8日現在

対象者数 2万7747人　接種率（1回目） 42.22％　※6月8日現在
65歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の人

接種当日の注意点
◇予診票はあらかじめ記入をお願いします
◇接種券は、切り離さず台紙ごとお持ちください
◇接種は肩に行います。肩をすぐに出せる服装でお越しください
◇感染症対策のため、マスクを着用してください
◇体温が37.5度以上や体調不良の人は接種できません
◇2週間以内に、他の予防接種を受けた人は接種できません
◇事前に予約をしていない人は接種できません
集団接種会場（行政センター体育館）での注意点
◇会場内の密集を避けるため、予約時間に来場してください
◇介助者は原則一人まででお願いします
◇会場には荷物置き場がありません。手荷物は最小限
でお願いします
◇車でお越しの場合は市役所駐車場を利用できます
が混雑緩和のため予約時間に合わせてお越しくださ
い。また、できるだけ公共交通機関をご利用ください

持病がある人は個別接種がおすすめです
　集団接種のほかに、身近な医療機関（市内33カ所）で受けられる個別接種があ
ります。治療中の病気や服薬との関連など、接種に関して気になる点がある場
合はかかりつけ医と相談して受けるようにしましょう。

集団接種会場の様子

2回の接種で、変異したウイルスにも有効です
　横浜市立大学の研究チームが全国で初めて、変異したウイルスに対するワク
チン（ファイザー社製）の効果についての研究結果を発表しました。接種をした人
の9割に従来型だけでなく、変異したウイルスに対しても感染を防ぐ中和抗体*が
できていたことが分かりました。山
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教授は｢1回目の接種後すぐには十分な
量の中和抗体が生成されないことが多いが、2回目を打てば、十分な量ができま
す。ただし1割の人は、中和抗体が
生成される変異株の種類に個人差
が見られます｣と話します。1回目
の接種が済んだ人は、3週間後に2
回目の接種を行いましょう※やむ
を得ず3週間以上経過した場合は、
できるだけ速やかに接種を受けて
ください
＊ウイルスに結合して無力化する抗体 
の一種

1回接種後 2回接種後

従来型 57％ 99％
イギリス型 18％ 94％
南アフリカ型 21％ 90％
ブラジル型 16％ 94％
インド型 37％ 97％

新型コロナウイルスに対するワクチンの効果
記事協力 横浜市立大学 新型コロナウイルスワクチンの違い

ファイザー社製 モデルナ社製

タイプ メッセンジャーRNA メッセンジャーRNA

有効率 94.6％ 94.1％

接種回数と間隔 2回（3週間後に2回目） 2回（4週間後に2回目）

保管温度 -75℃前後 -20℃前後

主な副反応 接種部位の痛み、けんたい感、頭痛、筋肉痛など

出典　厚生労働省


