
伊勢原出身の4選手が世界の舞台で活躍

　詳しくは8月16日（月）〜30日（月）に各担当で配布する募集要項でご確認
ください◇市ホームページ｢募集｣からも入手できます

　受験希望者は、受験案内を確認の
上、申込書を郵送で提出してくださ
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。

受付期間　�8月16日（月）〜9月15日
（水）※消印有効

試 験 日　�受験案内か市ホームペー
ジでご確認ください

　新規感染者の増加が続いています。人流の増加に、感染力が非常に強い
デルタ株が拍車をかけていることが原因とされています。人との接触機会
を徹底的に減らしましょう。人混みは危険です。生活に必要な場合を除
き、不要不急の外出は控えてください◇市ホームページで伊勢原協同病院
長からのメッセージを動画とともに掲載しています
▪担健康づくり課 92-1117

　オンラインミーティングアプリ「Zoom」を利用した外国籍市民などに日
本語を教えるボランティアの養成講座です◇語
学力･海外生活経験は不問。講座修了時に市内
のボランティア教室を紹介します
と　　き　�9月4日〜25日の毎週土曜日･全4回、

午後3時〜5時
定　　員　20人（申込順）
申し込み　�市役所1階の担当で配布する申込書

に記入しファクシミリか電子メール、または直接担当にお申し
込みください※申込書は市ホームページ｢募集｣からも入手でき
ます

締め切り　8月31日（火）
▪担市民協働課 94-4714 97-4321 s-kyoudou@isehara-city.jp

市営自転車等駐車場
　7施設を一括して管理･運営する指
定管理者を募集します。
指定期間　�令和4年4月1日〜9年3月

31日（5年間）
対象施設　�市営自転車等駐車場（7施

設）
応募資格　�専門知識を有し、施設の

運営ができる法人または
複数の団体により構成す
るグループ

受付期間　�9月14日（火）〜10月13日
（水）

募集説明会
と　き　8月30日（月）午前11時〜
ところ　�伊勢原駅南口自転車駐車場

（桜台1丁目）
▪担市民協働課（市役所1階） 94-4715

市立武道館
　管理･運営する指定管理者を募集
します。
指定期間　�令和4年4月1日〜8年3月

31日（4年間）
対象施設　�市立武道館（伊勢原3丁目

17番30号）
応募資格　�専門知識を有し、自主事

業を展開できる法人また
は複数の団体により構成
するグループ

受付期間　�9月14日（火）〜10月13日
（水）

募集説明会
と　き　8月30日（月）午前9時30分〜
ところ　市立武道館
▪担スポーツ課（市役所分室2階）
94-4632

　伊勢原市で育った4人のアスリートが東京2020オリンピックに出場。期
待を背負って世界に挑む姿は、私たちに深い感動を届けてくれました。

　毎年、11月の第3土曜日に行政センター周辺で行っているイベントを昨
年に引き続き中止します。
　新型コロナウイルス感染症の拡大リスクを完全に回避することが困難な
状況を受け、関係者や来場者の健康や安全面を優先して決定しました。楽
しみにし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。
　なお、市
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フェスタ（▪担市民協働課 94-4714）と子育て応援フェス
タ（▪担子育て支援課 94-4633）は、オンライン配信など内容を変更したイ
ベントを実施する予定です。また、いせはらストップ温暖化展（▪担環境対
策課 94-4737）はウェブ上で取り組みを紹介する予定です。詳細が決まり
次第、広報や市ホームページなどでお知らせします。
中止のイベント
◇畜産まつり▪担農業振興課 94-4664
◇健康バス測定会▪担健康づくり課 94-4609
※自治会単位で申し込みのあった健康バス測定会は実施予定です

令和4年4月採用の市職員を募集

指定管理者を募集します

▪担スポーツ課 94-4628

選手名※敬称略 競技名 競技結果
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ハンドボール

⃝30対47（対デンマーク）
⃝26対28（対スウェーデン）
⃝29対33（対エジプト）
⃝30対32（対バーレーン）
⃝31対30（対ポルトガル）
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リレー 予選1組7位�※�リレーメンバーの4人に
は不選出

募集職種など
職　種 受 験 資 格 募集人数

土木（上級）

昭和61年4月2日以降に生まれた人

若干名

建築（上級） 1人

電気（上級） 1人

保健師（上級）
平成3年4月2日以降に生まれた人で、保健師
の資格を有する人（令和4年3月末取得見込み
を含む）

1人

事務（初級）
【障がい者対象】

平成3年4月2日以降に生まれた人で、障害者
手帳などの交付を受けている人 1人

※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
▪担職員課 94-4873

「誰でも気軽に日本語ボランティ
ア入門」をオンライン開催します

行政センター周辺イベント中止
のお知らせ

　市内の私立保育所が一堂に集まる
就職相談会です。
　各保育所がブースを出展し、園の
雰囲気や仕事の様子、勤務条件など
をお伝えします。保育士以外にも栄
養士や給食調理員、看護師など、保
育所のさまざまな仕事について相談
できます。
　専門の資格が無くても参加可能
で、申し込みは不要です。

　保育士を目指す学生をはじめ、保
育所の仕事に関心のある人はぜひご
参加ください。
と　き　�9月11日(土)午後1時30分〜

4時　
ところ　市民文化会館展示室
※会場内が密にならないように、入
場制限を実施する場合があります。
あらかじめ、ご了承ください
▪担子ども育成課 94-4638

不要不急の外出は控えましょう
新型コロナウイルス関連情報

｢保育所就職説明会inいせはら｣を開催

緊急事態宣言発出中

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.1228

●人口 101,347（－40）
●世帯数 45,516（－16）
※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

8月1日現在 （　）は前月比

8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1228号　令和3（2021）年8月15日第1228号　令和3（2021）年8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。8/15〜9/14
図書館 8/16･23･30、 9/6～10･13 ※9/7～10は資料特別整理休館
子ども科学館 9/6～10･13 ※9/7～10は施設点検休館
市民文化会館 8/16･23･30、 9/6･13
公民館 8/16･23･30、 9/6･13 ※中央公民館は8/30以外は開館

※大田公民館は8/16、9/6は開館
市体育館 8/16･23･30、 9/6･13
いせはらサンシャイン・スタジアム 8/16･23･30、 9/6･13
武道館 8/16･23･30、 9/6･13
行政センター体育館・弓道場 8/23、 9/13 ※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● ●感染拡大防止啓発動画公開中●

犯 罪 の 種 類 6月 1～6月
特 殊 詐 欺 0  3（－12）

空 き 巣 1  4（＋ 3）

車上狙いなど 0  6（－ 6）

乗 り 物 盗 2 27（－14）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比
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全国一斉「子どもの人権110番」強化�
週間
いじめや児童虐待など、子どもに関
する相談を人権擁護委員が電話で受
けます▪時8月27日（金）～9月2日（木）
の午前8時30分～午後7時（土･日曜日
は午前10時～午後5時）◇専用電話
0120-007-110（フリーダイヤル） 
▪担人権･広聴相談課 94-4716　

はかり（計量器）の定期検査を
商店や工場、病院などで取引や証明
に使用するはかりは、2年に1回の定
期検査が義務付けられています。対
象の事業所などには計量協会から事
前に案内が発送されます。新規に購
入した場合や検査を受けたことがな
い事業所などは、担当に連絡を。
▪担商工観光課 94-4732

福祉のいずみ基金の果実配分
福祉事業を行う団体に基金の運用で
生じた利子を配分します▪対①障がい
者や福祉援護が必要な人とその家族
で構成される団体②市内に活動拠点
があり、社会福祉事業を行う団体（営 
利･政治･宗教活動目的を除く）③設
立後3年以上の活動実績がある団体
◇対象経費＝継続的に実施する事業
に係る経費（人件費や食料費、運営
費は除く）、福祉の向上を目的とし
た事業に係る経費◇配分額＝1団体
30万円以内▪申市役所1階の担当で配
布する申請書に記入し直接担当へ▪締
9月14日（火） 
▪担福祉総務課 94-4719

医師の救急車同乗による医療行為�
について�
119番通報の内容により救急現場で
早期の処置が必要と判断した場合、
東海大学医学部付属病院の医師が救
急車に同乗して現場へ出動します。
医療費が発生しますが、救命率向上
に向けた取り組みにご理解とご協力
をお願いします。
▪担警防救急課 95-9144

スポーツ競技全国大会等出場激励
金を交付�
市内在住の人や市内に所在する団体
が、県予選などを通過して全国大会
などに出場する場合、激励金を交付
します。詳しくは市ホームページ「健 
康･福祉」→「激励金･表彰」をご覧い
ただくか、担当に連絡を。
▪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

ボウリング
 9/19（日）

伊勢原ボウリ
ングセンター

94-2260
9/18（土）

バドミントン
10/ 3（日）

市バドミント
ン協会ホーム
ページから

9/23（木）

▪担スポーツ課 94-4628

講座・教室
イベントなど

家族介護者教室「在宅介護のための�
住環境の整え方」
自宅の危険箇所やリフォームの具体
例、福祉用具の選び方や使い方など
を専門家が解説▪時9月24日（金）午前
10時～正午▪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

高血圧予防のための食生活
血圧が高めの人や適正な血圧を維持
したい人向けの講話とおすすめレシ
ピの紹介▪時9月13日（月）午前10時～
11時▪場中央公民館▪定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

市民協働事業「いせはら市民大学･�
楽しい講座」
楽しく暮らすために伊勢原を知ろ
う、学ぼう、始めよう▪時9月4日（土）～ 
令和4年3月5日（土）の原則毎回土曜
日･全13回、午前10時～正午◇9月4
日は開講式▪場中央公民館ほか▪定40人

（申込順）▪費1500円▪申住所、氏名、年
齢、電話番号を明記しFAX、または
電話で問い合わせ先か担当へ
▪問いせはら生涯学習ボランティア協
会･三上 95-0807（午後5時以降）
▪担中央公民館 93-7500 93-7551

市民のための大学教養講座
「土づくりと堆肥」をテーマに東京農
業大学の准教授が講演▪時9月17日（金） 
午前10時～11時30分▪場中央公民館▪定
20人（申込順）▪申8月17日（火）午前9時
から電話か直接担当へ
▪担中央公民館 93-7500

オレンジカフェ（認知症カフェ）
散歩を楽しみながらの交流や介護に
関する情報交換◇個別相談あり▪時9
月8日（水）午前9時30分～11時30分▪場
総合運動公園▪対市内在住の認知症の
人とその家族、物忘れが気になる人
10人（申込順）▪費200円
▪担西部地域包括支援センター
95-2111

オレンジカフェ（認知症とともに歩む）
ウクレレやフラダンスのステージで
リフレッシュ◇情報交換や個別相談
あり▪時9月22日（水）午後1時30分～3時 
▪場だいろくコミュニティ広場 来るり 
ん（伊勢原1丁目）▪対市内在住の認知
症の人とその家族、介護に携わる人
15人（申込順）▪費100円▪締9月17日（金）
▪担中部地域包括支援センター
92-4091

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①8月22日（日）②8月28日（土）③9
月12日（日）の午前10時～午後2時（受
付は午後1時30分まで）▪場①伊勢原南
公民館②成瀬コミュニティセンター
③伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会 94-9600

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。

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
8/27までの水～
金曜日 13：30△/15：30●

土･日曜日、祝日 10：30●/13：30△/
15：30●

●＝ 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」

検診・
教室など

4･5歳児の尿検査
腎疾患の予防と早期発見のため、こ
の年齢で毎年実施しています▪時9月
16日（木）午前8時30分～9時30分▪場市
役所分室▪対平成27年4月2日～29年4
月1日生まれの幼児▪申電話か直接市
役所分室の担当へ▪締9月10日（金）※
市内幼稚園･保育園児は各園で実施
▪担健康づくり課 94-4616

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。身長･体重の計
測もできます▪申電話で担当へ（人数
制限あり）◇9月の相談は8月20日（金） 
から受け付け

日　時 会　場
8/25（水）
 9：30～10：30 中央公民館

8/26（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

9/ 2（木）
10：00～11：00 伊勢原南公民館

9/ 6（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

ふるさと納税返礼品の事業者募集
商品やサービスを提供していただけ
る事業者を募集します。対象要件な
ど詳しくは、市ホームページ「くら
しのガイド」→「ふるさと納税」をご
確認ください※取り扱いを希望する
場合は担当へ連絡を▪対市内で原材料
の生産、または製品の加工などを
行っている事業者
▪担財政課 94-4862

みかんの木オーナーを募集
日ごろの木の管理は園主が行い、収
穫時期に家族や友人とみかん狩りが
楽しめます。オーナーに決定した人
には10月上旬までに案内を送付しま
す▪場善波地区◇募集本数＝5本（申込
多数の場合は抽選）▪申住所、氏名、
電話番号、希望品種、収量、本数を
明記し、ハガキか電子メールで※品
種、収量は希望に添えない場合があ
ります▪締8月31日（火）※消印有効

品　種 収　量 契約金

早生･藤中

 40kg程度 7000円
 60㎏程度 9000円
 80㎏程度 1万2000円
100㎏程度 1万4000円
120㎏程度 1万7000円
150㎏程度 2万円
180㎏程度 2万4000円
200㎏以上 2万7000円

大津･青島

 40㎏程度 8000円
 60㎏程度 1万1000円
 80㎏程度 1万3000円
100㎏程度 1万6000円
120㎏程度 2万円
150㎏程度 2万2000円
180㎏程度 2万6000円
200㎏以上 2万9000円

※生育状況によって、いずれかに当
てはまります
▪担農業振興課 94-4664

nousei@isehara-city.jp

中学校卒業程度認定試験
やむを得ない理由で義務教育を受け
られなかった人を対象に、中学校卒
業程度の学力があるかを認定する試
験です。合格者は高等学校の入学資
格を得られます。詳しくは担当へ。
▪担教育指導課 74-5247

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 ●●

●服飾文化研究会
特別な道具を使わない、昔ながら
の着付けのけいこ◇見学随時受付
▪時月2回火曜日午前9時30分～11時
30分▪場アミューあつぎ（厚木市中
町）▪対女性▪費月1100円
▪問倉持 046-224-7805（午後7時以降）
●コールウィア
声楽家による指導でアカペラを楽
しむ◇見学･体験随時受付▪時月3回
土曜日午前10時～正午▪場厚木南公
民館（厚木市旭町）ほか▪費月3500円
▪問大関 046-241-8694

●やよい会（卓球）
初心者･シルバー大歓迎◇見学随
時受付▪時毎週木曜日午前9時～正
午▪場コミュニティ防災センター（南 
分署）▪費入会金1000円、月300円
▪問髙橋 94-7426

●● イ ベ ン ト ●●

●いせはら写真愛好会作品展
四季折々の力作を展示▪時9月6日

（月）～12日（日）午前9時～午後5時
（6日は午後1時～、12日は午後4時
まで）▪場中央公民館
▪問佐藤 090-3244-2629
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。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。

近隣地区の企業合同就職面接会を開催三協フロンテア株式会社
と災害時協定を締結　　

▪担危機管理課 94-4865

　市は7月26日、三協フロンテア
株式会社と「災害時における物
資（ユニットハウス等）の供給に
関する協定」を締結しました。
　大規模災害時に、同社が所有
するユニットハウスや仮設トイ
レなどを優先的に調達していた
だく内容で、市外からの応援職
員や災害ボランティアの活動拠
点施設としての活用を想定して
います。

　伊勢原･平塚･茅ヶ崎･秦野･大磯･ 
二宮地区を中心とした幅広い業種
の企業による合同面接会です。複
数の企業の採用面接を受けられま
すので、履歴書（コピー可）を複数
用意し、会場へお越しください。
詳しくは問い合わせ先へ※当日受
付、企業説明のみの参加可

と　き　9月15日（水）午後2時～4時･ 
16日（木）午前10時30分～午後0時30 
分、午後2時～4時
ところ　平塚駅ビ
ルラスカホール（平 
塚市宝町）
▪問平塚市産業振興課 21-9758
▪担商工観光課 94-4732

令和3年度の平和推進事業について
　市平和都市宣言に基づく理念の
普及啓発を図るため、例年実施し
ている平和推進事業のうち、次の
事業を新型コロナウイルス感染症
の影響により中止します。ご理解
をお願いします。
◇中学生ヒロシマ平和の旅
◇「平和のつどい」の開催と記録集
の発行

中学生平和作文の作品を展示
　応募総数739点の中から、優秀
賞4点、佳作4点が選ばれました。 
次の期間で受賞作品を展示します。

と　き　8月13日(金)～27日(金)
ところ　市役所1階ロビー
※展示終了後、市ホームページ「く
らしのガイド」→「平和事業」で公
開します

▪担市民協働課 94-4714

「Made in かながわ」の製品を買って地域を応援
〜かもめクーポンをご利用ください〜

　県では、県内の工場や工房で製
造された希望小売価格などが単価
3万円以上（税抜き）の完成された
製品を対象に、最大10パーセント
を割引するクーポン「かもめクー
ポン」を発行しています。クーポ
ン取扱店や対象製品など詳しく
は、かもめクーポ
ンの公式ホーム
ページまたは右の
ＱＲコードからご
確認ください。

利用対象　県内在住の人、または
県内に所在する法人･事業所
利用期限　令和4年1月31日（月）※
クーポンの発行は1月29日（土）ま
で。ただし、予算
の上限に達した場
合は期限前に発行
を終了します
▪問かもめクーポンデスク

045-312-6281（午前10時～午後5
時、年末年始を除く）
▪担商工観光課 94-4732公式ホームページ

　基本的な感染予防対策の実施や 
コロナ禍で気を付けたい取り組み
を呼びかける動画を公開していま
す。YouTube 
の市公式チャ
ンネルか、右
のQRコード
からご覧くだ
さい。 動画｢お願い｣
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　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。

8月5日に表彰式を行いました

第8回「現在の市役所庁舎が完成」

伊勢原市の新庁舎完成 
きょう、あす市民に公開 
1階に市民ギャラリーも 
8日から業務開始へ
　伊勢原市役所の新庁舎完成式
が二日、新装成った庁舎内で行わ
れた。新庁舎での業務開始は八日
からだが、これを記念して伊勢原
郵便局では、七日まで記念スタン
プのサービスを実施している。
　完成式は、一階フロアで行われ、
白根副知事や河野謙三参院議員、
平林剛、河野洋平両代議士ら来
賓約五百人が出席、祝辞を述べ
た。引き続き行われたレセプショ
ンでは、近隣の市長などがあいさつに立ったが、席上、完成したばかりの
｢伊勢原音頭」が披露された。
　新庁舎は、同市田中の国道246号沿いにある行政文化センターの一角で、
鉄筋五階建て延べ約七千九百平方㍍。昨年二月着工で、工費は約十四億円。
　新庁舎の一般公開は三、四の両日（午前九時～午後五時）に行われ、こ
のあと旧庁舎から移転作業を進め、新庁舎での平常業務は八日から。
� （後略）［神奈川新聞］

　今回紹介するのは伊勢原市役所の新庁舎完成式について掲載された、昭
和52(1977)年8月3日の記事です。

シリーズ

新庁舎を中心に、公共施設を集約しました
　市制を施行した昭和46（1971）年、人口増加に伴う事務量の増大により旧
庁舎が手狭になったことから、新庁舎や市民文化会館、県立青少年会館、
法務局伊勢原出張所、秦野保健所伊勢原支所、体育館といった複数の公共
施設を集約し、機能的な施設利用を図るため、行政文化センター建設計画
を策定。昭和51（1976）年2月に総工費14億5900万円をかけて着工した新庁
舎には、レストラン棟や公害調査所、車庫棟なども併設しました。また、
新庁舎の利用開始に伴い、旧本庁舎は同日付けで伊勢原公民館になり、平
成9（1997）年には、跡地に伊勢原シティプラザが全館オープンしました。
◇次回は｢竹園小学校と緑台小学校が完成｣を紹介します

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

市指定の避難所の位置や開設状況、混雑状況が確認
できます。右の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

避難所混雑情報
システム



感染者急増中 命を守る行動を心がけましょう

市内の患者発生状況
患者数（累計）� 657人
※8月6日現在

　7月28日、県内では過去最多となる1051人の新規感染者が確認されました。その後、連日のように過去最多を更新しています。
　感染者に占める割合は30歳代以下が6割を超えており、1月の第3波と比べると40～50歳代では入院者数、重症者数ともに大幅に増加しています。
　こうした状況を受け、8月2日から緊急事態宣言が発出されています。このような事態が続くと、医療機関への負荷が大きくなり、他の一般診療を縮
小せざるを得なくなるため、救えるはずの命が救えなくなります。今一度、感染予防対策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス関連情報

変異ウイルスが急速に広がっています

名称 最初に検出された国 主な変異

アルファ株（B.1.1.7系統） イギリス Ｎ501Ｙ

ベータ株（B.1.351系統） 南アフリカ
Ｎ501Ｙ、Ｅ484Ｋ

ガンマ株（P.1系統） 日本(ブラジルからの渡航者から)

デルタ株（B.1.617.2系統） インド Ｌ452Ｋ
出典 厚生労働省｢新型コロナウイルス感染症(変異株)への対応｣

感染が広がりやすい、5つの場面に気を付けて
　新型コロナウイルス感染症は、主にクラスター(集団感染)を介して拡大す
ることが分かっています。クラスターが発生しやすい5つの場面に注意しま
しょう。
場面1  飲酒を伴う懇親会

　敷居などで区切られている狭い空間などに、長時間大人数で滞在したり、
回し飲みや箸などの共用をしたりするとリスクが高まる◇気分が高揚すると
同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大声になりやすい
場面2  大人数や長時間におよぶ飲食

　長時間の飲食(接待を伴う飲食や深夜のはしご酒)では、短時間の食事に比べ
て、リスクが高まる◇5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなる
場面3  マスクなしでの会話

　飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる◇昼カラオケなどでの
感染事例が多数報告されている。車やバスで移動する際の車中も注意が必要
場面4   狭い空間での共同生活

　長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる◇寮の部
屋やトイレなどの共用部分での感染事例が多数報告されている
場面5   居場所の切り替わり

　仕事での休憩時間に入った時など、気の緩みや環境の変化により、リスクが高
まる◇休憩室や喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が多数報告されている

出典 内閣官房ホームページ

　一般的に、ウイルスは増殖･流行を繰り返す中で少しずつ変異します。新
型コロナウイルスも約2週間に1カ所程度の速度で変異していると考えられて
います。
世界各地で確認されている変異ウイルスの脅威
　アルファ株は、実効再生産数*の期待値が従来株の1.32倍、診断時に肺炎
などの症状を有するリスクが従来株の約1.4倍(40～64歳では1.66倍)と推定さ
れています。
＊感染状況を示す指標の一つ。1人の感染者から何人に感染が広がるかを示
し、1を上回ると感染拡大し、1を下回ると収束に向かうとされている

デルタ株の感染力は水
すい
痘
とう
(水ぼうそう)並みとされています

　アメリカの疾病対策センター(CDC)の報告によれば、デルタ株は1人で平
均8～9人に感染させるなど、水痘(水ぼうそう)に匹敵する力があるほか、従
来株より重症化しやすく、ワクチン接種済みの人でも未接種者と同様に感染
を広げる可能性があることが分かりました。ワクチン接種後もマスクの着用
や手指消毒、 3密の回避などを続けましょう。

接種率（1回目） 40.7％　接種率（2回目） 32.0％　※8月6日現在
12歳以上(平成21年7月31日以前生まれ)の人

ストップ　ワクチン接種差別
　新型コロナウイルス感染症のワクチンは臨床試験の結果などに
基づいて、有効性や安全性、品質についての審査が行われ承認さ
れています。一方で、接種は強制ではありません。
　病気やアレルギーがあり接種ができない人や、効果とリスクを理
解して接種をしないという人もいます。接種の有無を理由に退職を
迫ったり、会議への出席や接客などを拒否したりしてはいけません。
▪担人権・広聴相談課 94-4716

個別接種もご利用ください
　集団接種のほかに身近な医療機関(市内34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、気になる点がある
場合にかかりつけ医と相談して受けることができるほか、かかりつけ
以外の人も接種できる医療機関があります。予約方法や対象者が異な
りますので、事前に各医療機関にご確認ください◇対象医療機関は市
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

集団接種の予約方法（手続きには接種券番号が必要です）
電話の場合　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。
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。
集団接種の予約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
までに問い合わせ用ダイヤル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忘れずにお願いします◇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

予約専用ページ

ワクチン接種は、コロナ収束への切り札です
　2回の接種によって高い効果が認められています(発症予防効果は約
95％)。接種が進む世界の国々ではコロナ収束への兆しが見えており、
日本においてもワクチン接種が進んでいる65歳以上の新規感染者数は
減少傾向で、重症化のリスクも下がっています。
　集団接種会場での予約が可能な対象者については、
ワクチンの納入量と予約数により随時拡大していきま
す。予約可能な対象者は市ホームページ｢新型コロナウ
イルスワクチン接種を希望する人へ｣、または右のQR
コードからご覧いただくか、問い合わせ用ダイヤルに
お問い合わせください。

電話番号　0120-080-955
受付時間　�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）

単位:人
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神奈川県内における感染者数の推移

▪担健康づくり課 92-1117
データ提供 神奈川県
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単位:％
神奈川県内における年代別感染者の推移

接種スケジュール
などの最新情報

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1228号　令和3（2021）年8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


