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　新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る子育て世帯を支援するため、先行給付金5万
円、クーポンを基本とした給付とされている5
万円をそれぞれ現金で支給することとしまし
た。申請が必要な世帯には、12月27日（月）に申
請書を発送しています。先行給付金と追加分を
合わせた10万円を一括支給する予定です。
　申請方法など詳しくは、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。
対　　象　高校生など（平成15年4月2日〜18年4
月1日生まれ）のみを養育している人で保護者の
所得が児童手当（本則給付）の所得制限限度額未
満の人、職場から児童手当（本則給付）の支給を
受けている公務員の人
申請期間　1月4日（火）〜2月28日（月）
※児童手当を受給している世帯（公務員を除く）
には、先行給付金として12月24日（金）に5万円
を支給しました。追加分の5万円については、1
月27日（木）に支給予定です

▪担子育て支援課 94-4633

　ワクチン接種を2回受け、追加接種を希望す
る人に3回目を行います。2回目の接種日をもと
に接種券を発送しています。お手元に届き次
第、予約可能です※2月に接種日を迎える人に
は、1月21日（金）から順次発送予定です
対　　象　18歳以上で、2回目接種から原則8カ
月以上経過した人
費　　用　無料
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（ 0120-
080-955）に連絡し、接種券番号と生年月日をお
伝えください。
予約システムの場合　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｣から、または右の
QRコードからも予約できます。
窓口の場合　電話や予約システム
での予約が困難な人のために、窓口で予約のお
手伝いをします。詳しくは接種券に同封してい
る書類でご確認ください。
2回目接種後に転入された人へ
　接種券再発行申請書を提出する必要がありま
す。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｣から申請書をダ
ウンロードし、郵送（〒259-1188※住所欄の記
入は不要）か直接市役所分室の担当に提出して
ください。
接種会場について
　1･2回目と同様に、集団接種と個別接種を予
定しています。詳しくは接種券に同封している
書類でご確認ください。
使用する予定のワクチンについて
　国の承認に基づき、1･2回目に用いた種類に関
わらず、ファイザー社製または武田／モデルナ
社製のワクチンを使用します◇会場によって使
用するワクチンが異なる場合がありますが、1･2
回目と異なっても効果に問題はないとされてい
ます
▪担健康づくり課 92-1117

ワクチン追加接種（3回目）が始まります
子育て世帯への臨時特別給付
の申請受付を開始します

予約専用ページ

新型コロナウイルス関連情報

扶養親族などの数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円

　12月12日（日）
に総合運動公園
で行われた第51
回市民走れ走れ
大会。各部門の
優勝者は次のと
おりです（敬称
略）。
小学生（1.5km）◇6年生男子の部＝金子一孔（東
高森リトルベアーズ）5分24秒◇6年生女子の部＝
篠知優（桜台小学校）6分23秒
中学生（3km）◇男子の部＝西村優斗（山王中学
校）9分59秒◇女子の部＝中村心（山王中学校）12
分37秒
一般男子（5km）◇29歳以下の部＝石井琉聖（伊
勢原市陸協）16分30秒◇30歳代の部＝和田俊祐
（TKK）20分57秒◇40歳代の部＝草薙眞一郎（SC
丹沢秦野）18分26秒◇50歳代の部＝小林和仁（伊
勢原サンデージョギング）18分49秒◇60歳以上
の部＝山田德政24分17秒
一般女子（3km）◇森規里子13分2秒
▪担スポーツ課 94-4628

　工事のため、1月中旬から自由広場の利用は
できません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解を
お願いします。
詳しくは市ホー
ムページ「野球･
体育館･広場･テ
ニスコート･プー
ル」や園内の掲示
などでお知らせ
します。
▪担みどり公園課 94-4759

総合運動公園の自由広場が
3月末まで利用できません
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市体育館

いせはら
サンシャイン・スタジアム

〜170人が完走〜
市民走れ走れ大会

　令和2年国勢調査の人口等基本集計結果(確報
値)が総務省統計局から公表されました。2年10
月1日時点の市の人口総数は10万1780人、世帯
数は4万5361世
帯です。前回調
査(平成27年)と
比較して人口は
266人(0.3％)、
世帯数は2273世
帯(5.3％)増えて
います。
▪担経営企画課 74-5608

令和2年国勢調査の結果
人口は10万1780人
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休日夜間急患診療（1次救急）
伊勢原2丁目7-31　伊勢原シティプラザ内

診療所名 区　分 診療受付時間

休日夜間急患診療所
93-5019

内科･小児科･外科

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
14：00〜16：30

夜間
（休日を含む毎日） 19：30〜22：45

休日歯科診療所
95-3121

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
13：00〜16：30

※�眼科･耳鼻咽喉科（9：00〜16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（ 95-2119）へお問い合わせください

※�休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、必ず
かかりつけ医を受診してください

かながわ小児救急ダイヤル
045-722-8000　18：00〜翌日8：00（年中無休）

▪担健康づくり課 94-4616
集団がん検診（担当へ要申込）�
実施日 実施会場 検査項目
2/10（木）市体育館 大腸 �肺･結核 乳 �

※午前･午後実施

▪担子育て支援課 94-4637

乳幼児健康診査･相談�� 1/6～21実施分
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほ

ごっくん離乳食教室
4〜6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ▪時1
月24日（月）午後1時15分〜2時45分（受付は午後1
時〜）▪場市役所分室▪定15人（申込順）
初めての孫育て教室
子育ての今と昔の違いを解説▪時2月3日（木）午後
1時30分〜3時30分▪場伊勢原シティプラザ▪対市内
在住の妊婦または祖父母になる人20人（申込順）

大腸がん検診▪対40歳以上の人▪費500円◇受付時間＝午
前10時〜10時30分、午後2時〜2時30分�肺･結核検診
▪対40歳以上の人▪費200円◇受付時間＝（男性）午前9�
時〜9時30分、午後1時〜1時30分（女性）午前10時〜11時
30分、午後2時〜2時30分�乳がん検診（視触診＋マン
モグラフィ）▪対40歳以上の女性▪費1700円◇受付時間＝
午前9時〜、午前10時30分〜、午後1時〜、午後2時〜

項　目 対　　象 日程･受付時間

4カ月児
� 健康診査

令和 3年 8月16日〜31日生 1/11（火） 12：30〜
　13：30令和 3年 9月 1日〜15日生 1/18（火）

7カ月児
� 健康相談

令和 3年 5月 1日〜15日生 1/14（金）  9：15〜
　10：15令和 3年 5月16日〜31日生 1/21（金）

お誕生日前
� 健康診査

満10カ月〜誕生日前日に、指定した医療機
関で受診。受診票は医療機関にあります。

1歳6カ月児
� 健康診査

令和 2年 6月16日〜30日生 1/14（金）

12：30〜
　13：30

令和 2年 7月 1日〜15日生 1/21（金）

2歳児歯科
� 健康診査

令和 2年 1月 1日〜15日生 1/ 6（木）
令和 2年 1月16日〜31日生 1/13（木）

3歳児
� 健康診査

平成30年12月 1日〜15日生 1/12（水）
平成30年12月16日〜31日生 1/19（水）

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）◇2月の
相談は1月20日（木）から受け付け

日程･受付時間 会　場

1/24（月）10:00〜11:00 比々多保育園
  25（火）10:00〜11:00 大田公民館

  26（水）13:00〜14:00 中央公民館※1歳未満児と妊婦のみ
  27（木）10:00〜11:00 伊勢原南公民館
2/ 7（月） 9:50〜10:40 成瀬コミュニティセンター

か、1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査は
歯ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴覚ア
ンケートをお持ちください▪場伊勢原シティプラ
ザ（お誕生日前健康診査を除く）▪費無料

受診料免除　①70歳以上②生活保護世帯③世帯全員
が住民税非課税の人は、がん検診の受診料が免除に
なります。②③の人は受診日の1週間前までに担当
へ申請してください。


