
　入院などで医療費が高額になった
場合に、次の手続きをすると支払額
が高額療養費の自己負担限度額とな
ります※差額ベッド代などの保険適
用外分は除きます
70歳未満の人
　市へ｢国民健康保険限度額適用認
定証｣の交付を申請し、医療機関に
提出してください。
70歳以上75歳未満の人
　住民税非課税世帯の人は｢国民健
康保険限度額適用･標準負担額減額
認定証｣、現役並み所得者（一部負担
金の割合が3割の人）で課税所得が
690万円未満の人は｢限度額適用認定
証｣の交付を市へ申請し、保険証兼
高齢受給者証と一緒に医療機関へ提
出してください。
75歳以上の人
　住民税非課税世帯の人は｢後期高
齢者医療限度額適用･標準負担額減

額認定証｣、現役並み所得者（一部負
担金の割合が3割の人）で課税所得が
690万円未満の人は｢後期高齢者医療
限度額適用認定証｣の交付を市へ申
請し、医療機関に提出してください。
なお、既に認定証の交付を受けてい
る人で、引き続き要件に該当する場
合は、令和4年7月31日まで有効な認
定証を7月下旬に送付します。
申請に必要なもの
◇国民健康保険の保険証か後期高齢
者医療の保険証
◇マイナンバーの記載がある書類
◇窓口に来る人の本人確認書類
※認定証は申請月の1日（月の途中か
ら加入した人は加入日）から適用され
ます
▪担保険年金課

94-4728（国民健康保険）
　94-4521（後期高齢者医療制度）

　昨年10月1日を期日として実施し
た国勢調査の速報値が国から公表さ
れました。伊勢原市の人口は、10万
1839人、世帯数は4万5231世帯です。
前回（平成 27年）の調査に比べて、
325人（0.32％）の増、世帯数は2143世

帯（4.97％）の増となりました※今回
公表された人口と世帯数は速報値の
ため、11月に公表予定の確定値とは
異なる場合があります
▪担経営企画課 74-5608

　住民税非課税世帯の人が入院した
場合に｢限度額適用･標準負担額減額
認定証｣を医療機関に提示すると、
食事代の負担額が軽減されます。
　認定証の交付前に食事代を支払っ
た場合でも、差額分の支給申請がで
きます。
　申請方法など詳しくは担当にお問
い合わせください。
減額申請･更新に必要なもの
①国民健康保険の保険証か後期高齢
者医療の保険証
②入院日数が90日を超える人は、過
去1年間の入院日数が分かる書類（領
収書や入院期間証明書）
③マイナンバーの記載がある書類
④窓口に来る人の本人確認書類
※国民健康保険加入者で令和3年1月
2日以降に転入した場合は、3年度非
課税証明書が必要です

食事代差額申請に必要なもの
◇前記の①～④
◇入院時の領収書
◇本人名義の口座番号が分かるもの
※国民健康保険加入者は世帯主名義
◇印鑑

▪担保険年金課
94-4728（国民健康保険）

　94-4521（後期高齢者医療制度） ▪担障がい福祉課 94-4720

　男子ハンドボール日本代表に坂井
幹さん（25歳･豊田合成）、陸上女子4×
100ｍリレー日本代表に石川優さん

（18歳･青山学院大学）が選ばれまし
た。二人とも緑台小学校と成瀬中学
校の出身です。
　代表選出について坂井さんは｢メダ
ル獲得を最大の目標に、まずは予選
突破を目指します。良い報告ができ
るように頑張ります。応援よろしくお願いします｣、石川さんは｢リレーメ
ンバーの4人に入り、チームに貢献できるよう頑張ります。応援を力に変
えて自分らしい走りができるように最善を尽くします」と語りました。
応援しよう 東京2020オリンピック
　世界の舞台で勝負する伊勢原市出身の選手を応援しましょう。

　在宅の障がい者で常に特別な介護を必要とするなど、障がいの程度によ
り手当を受給できる場合があります。対象者や申請方法など詳しくは、担
当へお問い合わせください※所得状況や施設入所、入院状況などによる制
限があります

令和2年国勢調査人口速報
人口は10万1839人

坂井幹さんと石川優さんが東京2020
オリンピックの日本代表選手に内定

在宅障がい者に関する手当について

種　類 対　象　者 支 給 額

福祉手当
4月1日現在市内に居住し、条件を満
たす障害者手帳または療育手帳を
持っている人

（年額）
重度2万5000円
中度1万7000円
軽度9000円

特別障害者手当 20歳以上の在宅重度障がい者
（条件あり）

（月額）
2万7350円

障害児福祉手当 20歳未満の在宅重度障がい児
（条件あり）

（月額）
1万4880円

特別児童扶養手当
条件を満たす身体、知的または精神
障がいのある20歳未満の人を養育し
ている人

（月額）
重度5万2500円
中度3万4970円

神奈川県在宅重度
障害者等手当

8月1日現在県内に半年以上居住し、
次の2つ以上に該当する人（条件あり）
①身体障害者手帳1･2級②療育手帳
A1･A2（同等の判定含む）③精神障害
者保健福祉手帳1級

（年額）6万円

在宅重度障害者介
護手当

4月1日現在市内に1年以上居住し、20
歳以上65歳未満で条件を満たす障害
者手帳または療育手帳を持っている
常時介護が必要な在宅重度障がい者

（年額）3万円

医療費の窓口負担が軽減されます
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者へ

入院時の食事代が軽減されます
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者へ

入院時食事代（1食当たり）
対　象　者 負担額

住民税非
課税世帯

過去1年の入院日数
が90日以下の人 210円

過去1年の入院日数
が90日を超える人 160円

住民税非課税世帯で所得が0円
（年金所得は80万円、給与所得
はさらに10万円を控除）となる
70歳以上の人

100円

※住民税課税世帯の人は460円（指定難病患者、
小児慢性特定疾病患者は260円）

▪担スポーツ課 94-4628

選手名※敬称略 競技名 競技日程

坂井 幹 ハンドボール

【予選ラウンド】
7/24（土）午後9時30分～（対デンマーク）
 26（月）午後9時30分～（対スウェーデン）
 28（水）午後2時15分～（対エジプト）
 30（金）午前11時～（対バーレーン）
8／　1（日）午前9時～（対ポルトガル）

塩
しお

浦
うら

 慎
しん

理
り 競泳4×100m

フリーリレー
7／25（日）午後7時～（予選）
 26（月）午前10時30分～（決勝）

堺
さかい

 亮
りょう

介
すけ

トランポリン 7／31（土）午後1時～

石川　優 陸上4×100ｍ
リレー

8/　5（木）午前9時～（予選）
　 6（金）午後7時50分～（決勝）

さ　か　 い もとき い  し　か  わ ゆ う

坂井 幹さん
写真提供 豊田合成

石川 優さん
※令和2年11月5日撮影

新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載している内容が変更となっている場合があります 点訳広報、声の広報も製作しています

伊勢原市は令和3年3月1日に伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えました市制施行50周年を迎えました

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

人口と世帯

令和3（2021）年 No.1226

●人口 101,689（＋55）　
●世帯数 46,345（＋292）
※令和2年国勢調査（速報値）を基にした推計人口

●発行部数／ 38,700部

7月1日現在 （　）は前月比

7月15日



▪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

掲 示 板
第1226号　令和3（2021）年7月15日第1226号　令和3（2021）年7月15日 23

■主な施設の休館日 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。

　マスクの着用や手指消毒に加
え、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。

7/15〜8/14
図書館 7/19･26･27、8/2･4･10
子ども科学館 7/19、8/4
市民文化会館 7/19･26、8/2･10
公民館 7/19･22･23･26、8/2･9 ※中央･大田公民館は7/19、8/2は開館

市体育館 7/19･26、8/2
いせはらサンシャイン・スタジアム 7/19･26、8/2
武道館 7/19･26、8/2
行政センター体育館・弓道場 7/26、8/9 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

●市内の主な犯罪発生件数● ●引き続き感染症対策を●

犯 罪 の 種 類 5月 1〜5月
特 殊 詐 欺 1  3（－ 8）

忍 込 み 1  2（＋ 1）

車上狙いなど 1  6（－ 4）

乗 り 物 盗 2 25（－10）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比
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検診・
教室など

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）◇8月の相談は7月20
日（火）から受け付け
日　時 会　場

7/27（火）
10：00～11：00 大田公民館

7/30（金）
13：00～14：00

中央公民館
※1歳未満児と妊婦のみ

8/ 2（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

※中央公民館の相談は7月21日（水）
から30日（金）に変更しました
▪担子育て支援課 94-4637

新型コロナウイルス感染症生活困
窮者自立支援金について
県社会福祉協議会による総合支援資
金（生活支援費）特例貸付の再貸付の
最終借入月が到来した人や、再貸付
が不承認になった人などのうち、要
件を満たせば申請により支援金が支
給されます。対象者には順次、申請
書を送付していますが、届いていな
い場合や要件などを詳しく知りたい
場合は、担当へお問い合わせくださ
い◇申請者＝主として生計を維持し
ている人◇申請期限＝8月31日（火）
◇支給額＝単身世帯6万円、2人世帯
8万円、3人以上の世帯10万円◇支給
期間＝3カ月
▪担生活福祉課 94-4726

地域まちづくり応援事業の支援を
受けたい団体を募集
市街地に隣接する森林や里山など、
ソーシャルディスタンスが比較的取
りやすいとされる場所における地域
主体のまちづくり活動（除草、植栽、
雑木の伐採ほか）を支援します。対象
となる要件がありますので、事前に
担当へご相談ください◇相談期間＝
7月30日（金）まで
▪担都市政策課 94-4739

土地区画整理事業の事業計画変更
の縦覧
東部第二土地区画整理事業の事業計
画変更（第3回）の内容を縦覧しま
す。事業に関係する土地などの権利
者は、神奈川県知事あてに意見書を
提出できます◇縦覧期間＝7月20日

（火）～8月2日（月）◇提出期間＝8月3
日（火）～16日（月）※日程は変更とな
る場合があります▪場いずれも市役所2
階の担当
▪担新産業拠点整備課 94-4769

夏を安全に過ごしましょう
扇風機やエアコンの管理は適正に
使う前には必ず点検し、異常があれ
ばすぐに使用をやめて販売店に相談
を。使わないときはコン
セントから電源プラグを
抜きましょう。
花火はルールを守って
説明書をよく読み、ルールを守って
遊びましょう。バケツな
どに水を用意し、風の強
い日には遊ばないように
しましょう。
▪担消防本部予防課 95-2117

寄付　＊敬称略
いせはら市民ファンド
◇湘南芸術協会･10万円
▪担財政課 94-4862
福祉のいずみ基金
◇昭和電工パッケージング（株）･1万
7209円
▪担福祉総務課 94-4719

講座・教室
イベントなど

夏休み親子映画会  
劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
大ヒット映画を文化会館で▪時8月8日

（日）①午前10時30分～②午後2時～
▪場市民文化会館小ホール▪定各回500
人（先着順）▪費大人1000円、子ども
（中学生以下）800円
▪担市民文化会館 92-2300

伊勢原市と市民文化会館の歩み
市民文化会館40年の歴史を振り返る
展示会※人数制限あり（同時入室は
30人まで）▪時7月31日（土）～8月7日（土）
の午前9時～午後4時30分▪場市民文化
会館展示室
▪担市民文化会館 92-2300

脂質異常症を予防する食生活
コレステロール値が気になる人向け
の講話とおすすめレシピの紹介▪時8
月13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、または電話か直接市役所分
室の担当へ
▪担健康づくり課 94-4609 93-8389 

kenkou@isehara-city.jp

里親講座「子どものしあわせのため
に～里親制度ってなに？」
里親制度について体験談を交えて学
ぶ▪時8月13日（金）午前10時～正午▪場
平塚市教育会館（平塚市浅間町）▪定40
人（申込順）▪申電話で問い合わせ先へ
▪締8月5日（木）
▪問平塚児童相談所 73-6888
▪担子ども家庭相談課 94-4642

大山公民館講座「大山歴史講座」
大山関連の古文書を読み解く▪時8月5
日～26日の毎週木曜日･全4回、午前
10時～11時30分▪場大山公民館▪対18歳
以上の人20人（申込順）▪申7月15日（木）
午前9時から電話か直接担当へ
▪担大山公民館 93-5708

東海大学健康クラブの動画を配信
健康維持やフレイル予防のため、東
海大学健康クラブが自宅でできる軽
運動に関する動画を毎月配信しま
す。動画は市ホームページ「健康･福
祉」→「総合型地域スポーツクラブ」
からご覧になれます◇今年度の事業
については決まり次第、広報や市
ホームページでお知らせします
▪担スポーツ課 94-4628

市総合体育大会の参加者を募集
種目･日程 申込先 締　切
クレー射撃

（トラップ）
8/22（日）

西澤
92-0791

開催当日
朝

弓道
8/22（日）

山田
090-9807-6283 8/ 8（日）

ソフトテニ
ス（個人戦）
8/29（日）、
9/ 5（日）

岡
090-2175-3876 8/13（金）

▪担スポーツ課 94-4628

自宅で工作「クルリンのかんたん
ランタン」
材料や作り方の解説が入ったセット
をウォークスルー方式で配布▪時8月9
日（月）午前9時～正午▪場市役所玄関
▪定100セット（申込順、1家族3セットま
で）▪申市ホームページ
「子育て･教育」→「青少
年」の専用フォーム、
または電話で担当へ▪締
8月2日（月）
▪担青少年課 94-4647 

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。

夏の読書啓発事業
図書館員体験
▪時8月17日（火）･19日（木）午前9時～
正午▪対小学校3年生以上の人各日4人

（申込順）
親子でたのしむ すこしこわいおは
なし会（幼児向け）
▪時8月18日（水）午前11時～11時30分
▪対親子5組（申込順）
こわいおはなし会
▪時8月18日（水）午後2時～2時30分▪対
小学校2年生以下の人10人（申込順）
ブックコーティング体験
▪時8月19日（木）①午後2時～3時②午
後3時30分～4時30分▪対小学校5年生
以上の人各回4人（申込順）

92-3600

予約制で人数制限あり。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

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
7月18日（日）まで

土･日曜日、祝日 10：30□/13：30◎/
15：30○

7月21日（水）～8月9日（月）
水～金曜日 13：30●/15：30△

土･日曜日、祝日 10：30〇/13：30●/
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」

◎＝ 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」

〇＝親子･一般向け番組「HAYABUSA2」
●＝ 親子･一般向け番組「いきもの目線 動物

ぐるり!超接近」
△＝親子･一般向け番組「ハナビリウム」

夏休み自由研究相談室
小･中学校の先生やたぬき先生が、
自由研究の相談を受けます◇科学館
器具の使用可能▪時7月21日（水）～8月
22日（日）※8月9日以外の月･火曜日
を除く①午前9時30分～10時②午前
10時15分～10時45分③午前11時～11
時30分④午後1時～1時30分⑤午後1
時45分～2時15分⑥午後2時30分～3
時⑦午後3時15分～3時45分▪対市内在
住･在学の小･中学生各回4組（申込
順、1組4人まで）▪申8月4日（水）午前9
時から電話か直接担当へ※8月9日

（月）までの相談は予約受付中

　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。

会計年度任用職員を募集
市役所業務の補助や専門的な業務を
行う非常勤職員を募集します。詳し
くは市ホームページ「職員採用」か各
担当で配布する募集案内で確認を。
一般事務
◇従事内容＝①窓口業務の事務補助
や電話による案内･回答業務②マイ
ナンバーカード交付に関する事務補
助や住民登録に伴う業務◇募集人
数＝各1人程度◇任用期間＝10月1日～
令和4年3月31日▪締7月26日（月）
▪担戸籍住民課（市役所1階） 94-4713
道路管理作業員
◇従事内容＝道路の維持管理作業◇
募集人数＝2人◇任用期間＝10月1日～
令和4年3月31日▪締8月9日（月）
▪担道路整備課（市役所2階） 94-4822
給食調理補助
◇従事内容＝小学校で給食調理の補
助（令和4年3月31日まで）◇応募資
格＝任用開始日において64歳未満の
人◇募集人数＝5人程度◇任用開始
日＝①9月1日②10月1日③11月1日▪締
①7月23日（金）②8月20日（金）③9月
17日（金）
▪担学校教育課（市役所5階） 74-5224

中小企業退職金共済制度をご活用
ください
国が支援する中小企業のための退職
金制度で、次の特徴があります①国
から掛け金の助成を受けられる②掛
け金は全額非課税で手数料がかから
ない③社外積立型で管理しやすい④
パートタイマーや家族従業員も加入
できる。詳しくは問い合わせ先へ。
▪問中小企業退職金共済事業本部
03-6907-1234

▪担商工観光課 94-4732

生活音に気配りを
新型コロナウイルス感染症予防のた
め、窓やドアなどを開けて換気をす
る機会が増えていることもあり、あ
なたの出す音が周りの迷惑になる場
合があります。もう一度生活を見直
し、時間帯を配慮する、音を小さく
するなど、周りの人への思いやりの
心を持ちましょう。また日ごろから
ご近所付き合いを大切にし、困り事
があれば感情的にならずに話し合い
ましょう。
▪担環境対策課 94-4735

専用フォーム

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 ●●

●夏休み伊勢原おやこ絵画･習字教室
道具持参▪時【習字】8月8日（日）【絵
画】8月22日（日）午前10時～正午▪場
中央公民館▪申電話かFAXで
▪問ラブ･ジ･アース21伊勢原･柳川

92-3119

●クラフト教室
木片や小枝、木の実などを使った
工作教室▪時8月15日（日）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）▪費1人
300円
▪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）。
10月1日号分は8月2日（月）から受
け付けます。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。

応募資格　市内在住で20歳以上の
人（令和3年8月1日現在）
募集人数　2人
任　　期　2年
報　　酬　会議1回につき5400円

（年3回程度）
応募方法　小論文「ごみの減量化
と資源化について」（800字程度）に
住所、氏名、年齢、電話番号を明

記し、郵送（〒259-1138神戸378）か
ファクシミリ、電子メール、また
は直接担当にご提出ください
締め切り　8月16日（月）※消印有効
選考方法　書類審査
▪担環境美化センター
94-7502 92-4717
bika-c@isehara-city.jp

清掃美化審議委員を募集

　6月に開催した「第26回いせはら市展」に113人から151点の作品が寄
せられ、審査の結果39点が入賞しました。各部門の入賞者は次のとお
りです（敬称略、優秀賞以上）。
絵画･版画･彫刻部門◇市長賞＝土
井房子「曼荼羅･平和の祈り」（ペン
画）◇市議会議長賞＝木川温美

「日々」（油彩）◇教育委員会賞＝中
村陽子「一歩前進」（水彩）◇優秀
賞＝木村順子「蘇生」（日本画）、小
松永裕「木漏れ日」（パステル）
書部門◇市長賞＝髙橋桂月「竹欄
図 古今和歌集」（かな）◇市議会議
長賞＝片野浩一「虫の音･風の音」

（かな）◇教育委員会賞＝瀬間唯心
「黄鶴楼送孟浩然之広陵」（漢字）◇
優秀賞＝武井浩子「短歌」（かな）、
赤司晋一「般若心経」（写経）
写真部門◇市長賞＝熊澤康正「悪

疫退散を願って」◇市議会議長賞＝
真野勝「緑の水辺」◇教育委員会
賞＝高橋直美「ボクたちの一瞬」◇
優秀賞＝土屋力「静かな波紋」、岡
村安浩「はてな?」、森下敦「朝陽
に映える民族衣装」、田村あかり

「初めてのヘアカット」
陶･工芸部門◇市長賞＝山内茂夫

「芍薬」（陶芸）◇市議会議長賞＝遠
間美代子「「ウィ～」」（工芸）◇教育
委員会賞＝中丸榮子「耳付き壷」

（陶芸）◇優秀賞＝石橋伸一「晩秋
の大山」（工芸）、金田みどり「さい
ぼう具」（陶芸）
▪担社会教育課 93-7500

いせはら市展の入賞者が決定

株式会社バカンと
災害時協定を締結

　市は7月1日、インターネット
関連企業の株式会社バカン（東京
都千代田区永田町2-17-3）と「災
害時避難施設に係る情報の提供
に関する協定」を締結しました。
　同社が運営するサイト「バカ
ンマップス」にパソコンやスマー
トフォンでアクセスすると、市指
定の避難所の位置や開設状況、
混雑状況がリアルタイムで確認
できます。表示は「closed」、

「空いています」、「やや混雑」、
「混雑」、「満」の5段階です。
　QRコードを読み込み、いつで
もアクセスできるようにお気に入
り登録しておきましょう◇8月1日
号からいせはら掲示板の欄外に
QRコードを表示します

▪担危機管理課 94-4865

バカンマップス

伊勢原　バカンマップス

　市は7月1日、日本郵便株式会社(市内8郵便局)
と「包括連携に関する協定」を締結しました。
　地域が抱える課題解決を図るため、市と郵便
局が持つそれぞれの資源を有効活用し、安全で
安心して暮らせる地域づくりを目指します。
具体的な取り組み
　郵便局の持つ集配ネットワークなどを活用し
て、新たに連携をスタートします。今後さまざまな分野に取り組みを
広げていく予定です。
◇災害時の協力(避難者情報の共有や郵便局車両の提供、医薬品の搬
送協力など)◇道路損傷や危険箇所の情報提供◇ごみの不法投棄など
の情報提供◇高齢者世帯の見守り活動
▪担経営企画課 94-4845

日本郵便株式会社と包括連携協定を締結しました

今夏は祝日にご注意を
　オリンピック･パラリンピックの開催に合わせて、祝日が移動して
います。市役所の開庁日も変更となりますので、ご注意ください。他
の公共施設については各担当へご確認ください。

▪担文書法制課 94-4867

祝日 開庁日（移動前） 閉庁日（移動後）
海の日  7月19日（月）  7月22日（木）
スポーツの日 10月11日（月）  7月23日（金）

山の日  8月11日（水）  8月8日（日）※8月9日（月）は
振替休日

発熱･せき･感染の不安のある人
新型コロナウイルス感染症専用
ダイヤル（神奈川県）
0570－056774（24時間受付）

ポータルサイト
（県ホームページ）

▪問県共生推進本部室
045-210-4961 045-210-4961

▪担障がい福祉課 94-4720

あなたはご存知ですか？
ともに生きる社会
かながわ憲章

　ごみの減量化や資源化、処理の適正化について意見を述べていただ
きます。他の審議会などの委員である人は応募できません。

※撮影のためマスクを外しています



65歳以上の人の約半数がワクチン接種を完了しました
市内の患者発生状況
患者数（累計）� 510人
※7月8日現在

　65歳以上(昭和32年4月1日以前生まれ)の人について、7月5日時点で1万
3543人(対象者の48.8％)が2回目の接種を終えました。国が示す今月末の接種
完了に向け、市を挙げて取り組んでいます。
▪担健康づくり課 92-1117

新型コロナウイルス関連情報

第7回「産業能率大学着工、伊志田高校名称決定」

学園都市の性格強める
産業能大、県立高、看護学院など
環境良く進出相次ぐ
　東京や横浜まで電車で一時間前後の伊
勢原市は、四十六年三月の市制施行以来、
人口が二万人近くも増え首都圏のベッド
タウンとしての性格を強めている。そこ
へ、産業能率大学が今春にも着工される
見通しになり、県立伊志田高の新規開校、
県立看護学院用地の取得―など、既存の
東海大医学部、恵泉女学園短大園芸生活
科を含め｢学園都市｣の性格が色濃くなっ
てきた。（中略）環境の良さに着目した産
業能率大（東京都世田谷区）も、大手不動
産会社が所有していた上粕屋の約七万五
千平方㍍の用地を一昨年二月に買収した。ところが、用地内に遺跡
がある可能性が出てきたため、発掘調査が続けられていたが、このほ
ど｢重要な遺跡はない｣と結論が出され、昨年十一月末、市から開発
許可が出た。（中略）また、伊勢原高（同市田中、二十四年一月に町立
高等女学校から県に移管）に続く県立高校の設置が同市石田に決定、校名
もこのほど｢伊志田高｣と決まった。四月開校で一期生の募集定員は百八十
人（全日普通科）だが、当面は厚木南校で仮住まい。�（後略）［神奈川新聞］

　今回紹介するのは、産業能率大学の着工をはじめ、市内の教育施設建設
について掲載された、昭和51（1976）年1月16日の記事です。

シリーズ

学びの場が広がり、地域の活力向上につながっています
　昭和54（1979）年4月に開校した産業能率大学。教員や学生が本市の事業
に参画するなど協力関係が築かれ、平成30（2018）年8月には人的交流の推
進や知的･物的資源の相互活用、調査研究･事業の共同実施などを目的とし
た｢連携･協力に関する包括協定｣を締結しました。
　伊志田高校の名称は、｢新編相模風土記｣に石田村（伊志太牟良）と万葉仮
名がつけてあることから、伊志太の太を田に置き換えれば、伊勢原の伊と
石田の田が含まれ、志は｢少年よ大志を抱け｣に通じるということから決定
しました。
◇次回は｢現在の市役所庁舎が完成｣を紹介します

令和2年度　情報公開制度･個人
情報保護制度の運用状況

表1　情報公開請求処理状況
決定内容 件　数

全部公開 51件
一部公開 28件
非公開 1件
取り下げ 4件
文書不存在 8件

合　計 92件

表2　審議会などの会議運用状況
原則公開会議の開催状況

開催総数 50回

公開した会議の傍聴者の状況

傍聴者有会議回数（A） 3回

延べ傍聴者数（B） 5人

平均傍聴者数（B/A） 1.7人

委員公募の状況

公募を実施した審議会数 5回

委員総数（A） 49人

募集者総数 8人

応募者総数 6人

公募による委員数（B） 6人

公募委員の割合（B/A） 12.2%

情報公開制度
　市政に対する理解と信頼を深めてもらうことを目的に、行政文書の
公開を行っています。
　2年度は92件の情報公開請求がありました（表1）。
　また、市政の透明性の向上、市民との協働の推進を目的に審議会な
どの会議公開、委員の公募などを実施しました（表2）。原則公開の会
議は50回開催し、このうち非公開とした会議はありません。
個人情報保護制度
　個人の権利や利益の侵害を防止し、公正で民主的な市政を推進する
ため、市が保有する個人情報の適正な取り扱いについて、一定のルー
ルの下、個人情報の開示や訂正などを求めることができます。
　2年度は34件の開示請求があり、処理結果は全部開示が5件、一部開
示が15件、不存在が20件でした※うち6件は1件の請求に対して2種類
の決定をしています
個人情報取扱事務登録状況
　市が取り扱った2年度の個人情報取扱事務の登録件数は、667件です

（表3）。登録した事務の内容について個人情報事務登録簿を作成して
おり、市役所1階の市政情報コーナーで閲覧できます。

▪担文書法制課 94-4867

表3　個人情報取扱事務登録件数
実施機関の名称 件　数

市長（市長部局） 513件
教育委員会 130件
選挙管理委員会 10件
監査委員 2件
農業委員会 8件
固定資産評価審査委員会 0件
議会 4件

合　計 667件

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

対象人数 接種人数
（1回目）

接種率
（1回目）

接種人数
（2回目）

接種率
（2回目）

伊勢原市 2万7747人 1万8737人 67.5％ 1万3543人 48.8％
神奈川県 230万4899人 160万8577人 69.8％ 70万1394人 30.4％

65歳以上の人へのワクチン接種状況

電話番号　0120-080-955
受付時間　平日の午前8時
　　　　　45分～午後5時
　　　　　（年末年始を除く）

予約申込専用ダイヤル
（接種の予約申し込みをする場合）

電話番号　0570-090-655
受付時間　�午前8時45分～午後5時

(年末年始を除く)

問い合わせ用ダイヤル
（接種券の再発行や予約のキャンセル、接種
に関する全般的なことを知りたい場合）

16～64歳の人へのワクチン接種が順次開始されます
　対象者には、接種券を送付しています。予約可能日は市ホームペー
ジ｢新型コロナウイルスワクチン接種を希望する人へ｣をご覧いただく
か、問い合わせ用ダイヤルにお問い合わせください。

接種状況が分かるワクチンメーターを開設
しました
　市ホームページ｢伊勢原市ワクチンメーター 
(新型コロナウイルスワクチン接種状況)｣で、
市内における接種人数や接種率を公開してい
ます※数字は速報値です

ワクチンメーターのイメージ
※数字は7月5日時点

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
◇ 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

集団接種の予約キャンセルについて
　予約をキャンセルする場合は、必ず前日までに問い合わせ用ダイヤ
ルに連絡してください◇接種の3日前までは予約専用ページからも
キャンセルできます

集団
接種

インター
ネット

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

電話 予約申込専用ダイヤルに連絡し、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

個別
接種

市ホームページ｢新型コロナウイルスワクチン接種に関するお
知らせ｣→｢個別医療機関一覧｣をご覧ください

予約方法（手続きには接種券番号が必要です）

予約専用ページ▶︎

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

4第1226号　令和3（2021）年7月15日『いせはら　くらし安心メール』の登録 
は右のQRコードか市ホームページから 

伊勢原市市公式
ホームページ


