
　新型コロナウイルス感染症の影響
で経済的に厳しい世帯に、給付金を
支給します。詳しくは市ホームペー
ジ｢新型コロナウイルス感染症に関
するさまざまなお知らせ｣をご覧い
ただくか、コールセンター（ 0120-
627-378）にお問い合わせください。
対　　象　次に該当する世帯
①令和3年12月10日時点で、同一の
世帯全員が令和3年度住民税均等割
が非課税である世帯
②感染症の影響により、令和3年1月
以降で家計が急変し、収入（所得）見
込額が非課税相当の額となった世帯

※いずれも課税されている人の扶養
親族のみで構成される世帯は対象
外。住民税非課税となる年間給与収
入の目安は、単身の場合97万円以下、
2人世帯の場合148万円以下
支 給 額　1世帯10万円
申請方法　①2月18日（金）から対象
世帯に発送する書類を確認の上、郵
送（同封の返信用封筒）で担当へ②申
請書（2月18日から市ホームページで
ダウンロード可）に必要書類を添え
て、郵送か直接市民文化会館内「臨
時特別給付金」窓口へ
▪担福祉総務課 94-4718

第6波から身を守りましょう

新型コロナウイルス関連情報

驚異的な感染スピードのオミクロン株がまん延中

　新型コロナウイルスの変異株の一つであるオミクロン株は、第5波を引
き起こしたデルタ株以上に多数の変異が見られます。人がもつ細胞の受容
体に結合しやすくなり、感染力
が非常に高まっています。国内
では連日のように過去最多人数
の感染者が報告されており、市
内においても多くの陽性者が発
生しています。
　ワクチンを2回接種していたとしても、オミクロン株に感染する恐れがあ
ります（ブレイクスルー感染）。今一度、基本的な感染症対策を徹底して、
感染しない･させない行動を心がけましょう。
◆生活に必要な場合を除き、県境をまたぐ移動は控えてください
◆混雑している場所や時間を避けて行動してください
◆感染対策が徹底されていない飲食店の利用は控えてください
◆マスク飲食（①料理が運ばれて来るまではマスクを着用②食べるときは
黙食③会話をするときは再びマスクを着用）を徹底してください
◆感染に不安を感じる無症状の人は、ワクチン接種済みの人を含めて、検
査を受けることを推奨します
▪担健康づくり課 92-1117
伊勢原市における感染状況
　2月1日には一日当たり30人を超える感染者が報告されており、年代別に
みると20歳代以下が4割以上を占めています。
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今年に入ってからの感染者数
(一週間ごと)の推移 年代別感染者数割合（1月） 住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金

　市内の小･中学校では、登下校時
の見守りや環境整備、読み聞かせな
どを、保護者や地域住民がボラン
ティア活動（地域学校協働活動）とし
て行っています。
　コミュニティ･スクールとは、学
校運営協議会という会議体を設置し
ている学校のことで、教職員や保護
者、地域住民などの代表者が、学校
運営や児童･生徒への必要な支援に
ついて話し合いを行うものです。現

在、市では導入に向けた準備を進め
ています。
　地域学校協働活動とコミュニティ･
スクールの両輪で、学校や家庭、地
域が一体となり｢地域の宝｣である子
どもたちの成長を支え、それぞれの
地域の特色を生
かした学校づく
りを進めていき
ます。
▪担教育指導課 74-5243

地域とともにある学校づくり
―コミュニティ･スクール導入に向けて―

市内の患者発生状況
患者数（累計）�1553人
※2月7日現在

従来株
オミクロン株

細胞

30ヵ所以上の変異

レセプター（受容体）
結合しやすくなり、
感染力が高まっている

県専用ダイヤル（音声案内に従って操作してください）
新型コロナウイルスに関する相談窓口

県LINE公式アカウント｢新型コロナ対策パーソナルサポート｣
　体調や年齢、持病などを入力すると、状態に合った情報を
提供します。LINEアプリでアカウントを友だちに追加して
ください※右のQRコードからも追加できます

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

　　　　0570-056774
上記番号につながらない
場合（一部IP電話など）　

　　　　045-285-0536　

1全日（24時間）

2全日（9〜17時）

3489平日（9〜17時）

1
発熱や咳などの症状のある人、感染の不
安のある人、健康・医療に関すること、
COCOA・濃厚接触者に関することなど

2 営業時間短縮要請に関すること、マスク
飲食実施店認証制度相談

3 経営相談に関すること

4 LINEコロナお知らせシステム、その他

8
協力金（第13〜16弾および、第12弾のうち
まん延防止等重点措置区域の内容）に関す
ること

9 協力金（第12弾のうちその他区域の内容）
に関すること

音
声
案
内

今、医療の現場から伝えたい
～伊勢原協同病院 外来看護師メッセージ～

　県内で新型コロナウイルス陽性者が過去最多の3344人を記録した1
月20日。当院を受診した約140人の患者の約半数が検査の結果、陽性
と判定されました。感染された方の多くは、友人・知人との会食やカ
ラオケ、ライブ会場でのイベントなどの3密となる場所で感染してい
ます。第5波で猛威を振るったデルタ株と比較すると、オミクロン株
にり患した人の多くは症状の軽い傾向にありますが、発熱外来の患者
数は増加の一途をたどっています。当院では水
際対策として、玄関前で外来患者の問診を行う
など、この危機的状況に対応しています。
　受診する際に、皆さんへお願いしたいことが
あります。患者が集中しているため、院外でお
待たせすることがあります。できる限り自家用
車で来院していただき、徒歩などの場合は暖か
い服装でお越しください。
　皆さんが安全に受診できるように尽力いたし
ます。

伊勢原協同病院　外来副師長
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さん

病院の内外を慌ただしく行き来する様子玄関で外来患者の対応をする看護師

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

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

●人口 101,021（－92）
●世帯数 45,502（－39）
※ 令和2年国勢調査（確報値）を基にした

推計人口
●発行部数／ 38,700部

2月1日現在 
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掲 示 板 ▪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

第1239号　令和4（2022）年2月15日第1239号　令和4（2022）年2月15日 23

　1月16日に行われた伊勢原駅伝
競走大会。地域や職場、学校など
の仲間で結成された22チーム140
人が、1本のタスキをつなぎなが
らゴールを目指して力走しまし
た。各部門の上位3チームと区間
賞は次のとおりです。
◇地区対抗の部＝①伊勢原A：1時
間1分32秒②高部屋：1時間5分30秒
③桜台：1時間10分51秒◇一般の
部＝①自修館中等教育学校：1時間
2分51秒②向上高校：1時間4分33秒
③伊勢原中学校：1時間6分13秒◇
区間賞＝第1区（3.72km）：高山直
哉（伊勢原A）11分8秒、第2区（2.23�
km）：服部直（自修館中等教育学校)�

7分50秒、第3区（3.57km）：渡邉大
航(自修館中等教育学校)11分29秒、�
第4区（2.23km）：小松幹生（自修館
中等教育学校）8分44秒、第5区（5.�
8km）：森屋源太（高部屋）18分1秒

［大会新記録］

▪担スポーツ課 94-4628

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。2/15～3/14
図書館 2/15･21･24･28、 3/1～4･7･14 ※3/1～4は資料整理休館
子ども科学館 2/15･21･24･28、 3/1～4･7･14 ※3/1～4は施設点検休館
市民文化会館 2/21･28、 3/7･14
公民館 2/21･23･28、 3/7･14 ※中央公民館は2/21、3/7･14は開館

※大田公民館は2/21･3/7は開館
市体育館 2/21･28、 3/7･14
いせはらサンシャイン・スタジアム 2/15～3/9･14
武道館 2/21･28、 3/7･14
行政センター体育館・弓道場 2/28、 3/14 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

講座・教室
イベントなど

統計グラフコンクール作品展
市審査および県審査において入選し
た小･中学生の作品を、ウェブ上に
掲載します。市ホームページ｢市政
情報｣→｢統計｣から、また�
は右のQRコードからご
覧になれます▪時2月15日

（火）～3月15日（火）
▪担経営企画課 74-5608

乳用子牛育成管理共進会と伊勢原
ホルスタインショー
2月28日（月）に開催を予定していま
すが、今回は新型コロナウイルス感
染防止対策のため一般公開を行わ
ず、関係者のみで開催します。
▪担農業振興課 94-4664

春季子どもふれあい教室
児童館指導員による作って遊べる工
作教室◇駐車場はありません

日　時 児童館名 内　容

3/16（水）･17（木）･
23（水）･24（木）
14：30～16：30

高森台

パズル（小
学生対象）
▪定各日5人

（申込順）
▪申3月2日

（水）から
直接児童
館へ

3/23（水）･24（木）
13：30～15：30 七

し め ひ き

五三引 プラバン

3/24(木)
13：30～15：30 つきみの

ふうせん
スクイー
ズ

3/25（金）
14：00～16：00 沼目 プラバン

3/26（土）
10：00～11：30 板戸 紙コップ

UFO
3/26（土）･27（日）
13：00～15：00 藤野 プラバン

▪担青少年課 94-4647

遺跡調査報告会
今年度発掘された遺跡の内容をスラ
イド写真で報告▪時3月12日（土）午前
10時～正午▪場中央公民館▪定50人（申
込順）▪締3月4日（金）

▪担教育総務課 74-5109

太極拳体験講座
NPO法人無限太極拳協会が指導▪時3
月4日～25日の毎週金曜日･全4回、午�
後6時～8時▪場大田公民館▪定20人（申
込順）▪申2月15日（火）午前9時から電
話か直接担当へ
▪担大田公民館 95-4375

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①2月26日（土）②2月27日（日）③3�
月13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（あぷりこっと）
テーブルゲームを楽しむ。介護に関
する相談も受けます◇認知症関連の
資料展示あり▪時3月3日（木）午後2時～�
3時30分▪場成瀬公民館▪対市内在住･在
勤で高齢者を介護している人か65歳
以上の人15人（申込順）▪費200円
▪担北部地域包括支援センター
75-8085

92-3500

小さな朗読会
｢ショートショートの缶詰｣を読む▪時
2月17日（木）午後2時～▪定10人（申込
順）▪申電話で

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。

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

○�＝親子･一般向け番組｢ユニバース�宇宙へ｣
◎＝�親子･一般向け番組｢オトッペのウキウキ�

オトペタリウム�星座に音をつけようYO!｣
■＝�親子･一般向け番組｢いきもの目線�動物

ぐるり!超接近｣

土･日曜日、祝日 10：30○/13：30◎/
15：30■

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。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）◇3月分の予約は2月21日

（月）から受け付け
日　時 会　場

2/21（月）
 9：30～10：30 中央公民館

2/24（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

3/�7（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

　感染症の影響で、広報紙面に掲載
している催しなどが中止となる場合
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・消毒などの予防対策にご協
力ください。

｢広報いせはら｣の戸別配布
市内在住で新聞を購読していない世
帯を対象に、希望者への戸別配布を
行っています。詳しくは担当にお問
い合わせください※事業所などには
配布できません。お申し込みいただ
いた情報を基に、選挙公報などを配
布する場合があります
▪担広報戦略課 94-4864

20歳になったら国民年金保険料の
納付が必要です
国内に住所のある20歳以上60歳未満
の人は、会社員など第2号被保険者

（厚生年金などの加入者）や第3号被
保険者（第2号被保険者に扶養されて
いる配偶者）を除き、国民年金の被
保険者となるため保険料の納付が必
要です。日本年金機構から郵送され
る納付書で保険料を納めてくださ
い。納めることが難しい場合は、免
除･納付猶予制度や学生納付特例制
度があります。詳しくは問い合わせ
先へ。
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

つけましょう、住宅用火災警報器
全ての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務付けられています。設置し
ていた場合、未設置の場合と比べて
死者数が半減し、焼損面積や被害額
は大幅に減少するという結果がでて
います。また、設置から年月の経っ
た火災警報器は、火災を感知できな
くなることがあり危険です。10年を
目安に交換しましょう。
▪担消防本部予防課 95-2118

会計年度任用職員を募集
小学校の施設管理を行う非常勤職員
を募集します。勤務条件や応募方法
など詳しくは、市ホームページ｢職
員採用｣か市役所5階の担当で配布す
る募集案内で確認を◇募集人数＝1
人◇任用期間＝4月1日～令和5年3月
31日▪締3月4日（金）
▪担教育総務課 74-5104

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇産業能率大学女子ビーチバレー部
一同、SANNO�OPEN選手一同･8
万5953円
▪担福祉総務課 94-4718

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

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 ●●

●伊勢原女声コール フルリール
懐かしい歌謡曲集などを和気あいあ
いと歌っています◇呼吸法、スト
レッチ、腹筋運動もあり▪時月2回水
曜日午後2時～4時▪場たくみビル（桜
台1丁目）▪対女性▪費月3300円
▪問木下 95-7307

●● イ ベ ン ト ●●

●イセハライチ
新鮮野菜の販売やキッチンカー、フ
リーマーケット、生演奏ライブなど
▪時2月27日（日）午前10時～午後3時▪場
総合運動公園
▪問NPO法人イセハライク･阪本
090-8722-6163

中学生の｢税についての作文｣
コンクール審査結果

　全国納税貯蓄組合連合会と国税
庁が実施している中学生の｢税に
ついての作文｣コンクールに、平
塚税務署管内から1595編の出品が
あり、市内からは次の11人が入賞
しました（敬称略）。
◇神奈川県納税貯蓄組合連合会優
秀賞＝菊地詩織（自修館中3年）
◇平塚税務署長賞＝伊藤理緒（成
瀬中2年）
◇伊勢原市長賞＝瀬戸葉月（成瀬
中3年）
◇伊勢原市議会議長賞＝岡崎桜

（山王中3年）
◇公益社団法人平塚法人会会長
賞＝牧野颯花（山王中3年）
◇平塚間税会会長賞＝来栖佑奈

（伊勢原中3年）
◇平塚小売酒販組合理事長賞＝余
川陽人（成瀬中3年）
◇平塚地区納税貯蓄組合総連合会
優秀賞＝井上木鼓（自修館中3年）、
小林美友（山王中3年）、紅谷暖人

（同）、酒井優月（伊勢原中3年）
▪担市民税課 74-5428

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。

「スポーツ･健康に関する協定｣を
専修大学と締結しました

　市は1月21日、専修大学と｢ス
ポーツ推進･健康増進に関する協
定｣を締結しました。
　同大学は、市内に多目的グラウ
ンド･野球場･ラグビー競技場･テ
ニスコート･馬場および体育寮な
どの施設があり、これまでも市主
催のスポーツ事業などに、会場提
供や講師派遣など多方面で協力し
ていただいていました。
　今後はさらに連携を深め、より
広範囲において技術的･物的な資

源の相互活用を図ることで、地域
社会におけるスポーツ推進･健康
増進を進めます。

▪担スポーツ課 94-4632

NPO法人クライシスマッパーズ･ジャパンと
災害時協定を締結しました

　市は1月24日、大規模災害時に
おいて、無人航空機（ドローン）を
活用して市内の被災状況を迅速に
把握することを目的に、NPO法
人クライシスマッパーズ・ジャパ
ンと｢災害時における無人航空機

（ドローン）による支援活動等に関
する協定｣を締結しました。
　同法人が保有する無人航空機と
操縦士を用いて、被害現場の状況
を確認するとともに、その場所を

表示した地図を作成していただく
ものです。

▪担危機管理課 94-4865

第39回伊勢原駅伝競走大会の結果

撮影/福田伸さん（広報カメラマン）

社会福祉功労者表彰を
宮崎さんが受賞

　民生委員児童委員など社会福祉
への長年にわたる功績が認めら
れ、宮

みや

崎
ざき

八
や え こ

重子さんが厚生労働大
臣から表彰を受けました。
▪担福祉総務課 94-4718

クルリンバースデー
メッセージを展示

　3月1日は市公式
イメージキャラク
ター�クルリンのお�
誕生日です。全国
のおともだちキャ
ラクターから寄せられたお祝い
メッセージを展示します。
と　き　3月1日（火）～14日（月）
の午前9時～午後5時
ところ　駅ナカ�クルリンハウ
ス(伊勢原駅観光案内所)◇メッ
セージは市公式ホームページ�
｢クルリン｣やクルリンTwitter
でも紹介します
▪担広報戦略課 94-4864

●市内の主な犯罪発生件数●

犯 罪 の 種 類 12月 1～12月
特 殊 詐 欺 2 9（－22）

空 き 巣 0 4（－ 2）

車上狙いなど 2 18（＋ 2）

乗 り 物 盗 6 53（－26）
伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

西富岡・向畑遺跡の埋没林（縄文時代）

●市LINE公式アカウントの登録を●
　市からのさまざまなお知らせや
災害に関する情報などをお知らせ
しています。LINEアプリ内で｢伊勢
原市｣を検索
するか、右
のQRコード
から｢友だち
登録｣をして
ください。 友だち登録

市ホームページ

レスパイトサービス事業臨時職員（支援員）を募集
　公園散策や運動などをしながら障がい児･者と一緒に過ごします。
対　　象　16歳以上の人（高校生可）
勤務日時　サービス実施日のうち都合の
良い日の午前8時30分～午後5時
勤務場所　めだかくらぶ
賃　　金　時給1050円（交通費支給）
申し込み　電話で、めだかくらぶ（ 94-3553）にお申し込みください

　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　3月28日（月）～31日（木）�
の午前9時～午後4時
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しま
す。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　2月28日（月）

レスパイトサービスをご利用ください

▪担障がい福祉課 94-4720

　民法改正により、成年年齢が18歳になります。20歳まではできなかっ
た契約行為などが親権者の同意なく、自分の意思でできるようになりま
す。これに伴い、未成年者ということで親権者の同意がない契約を取り
消すことができた｢未成年者取消権｣が、18歳から行使できなくなります。
　消費者トラブルに巻き込まれないようにするためには、さまざまな知
識やルールを学び、一人一人が自分の行動に責任を持つことが大切です。
　なお、消費者トラブルで困ったときは一人で悩まずに、市消費生活セ
ンター（ 95-3500）へご相談ください。

▪担人権･広聴相談課(消費者トラブル) 94-4717
　戸籍住民課(結婚年齢) 94-4712

4月から成年年齢が引き下げられます
18歳から成人に

18歳（成年）になったらできること
◆契約（クレジットカードの作成、ローンを組む、携帯電話の契約、
一人暮らしの部屋を借りるなど）◆10年有効のパスポートを取得�
◆一部の資格や免許を取得（公認会計士や司法書士、医師免許など）
◆結婚（女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女
ともに18歳に）◆性別の取り扱いの変更審判を受ける
20歳までできないこと
◆飲酒･喫煙◆競馬や競輪、競艇などの投票券を買う◆大型･中型自
動車運転免許の取得◆養子を迎える

成人式に替わる式典は、引き続き20歳で行います
　18歳は、対象者の多くが受験や就職を控える多忙な時期です。また、
20歳は引き続き重要な節目の年であることから、これまでどおり20歳
になる年度に、成人式に替わる式典を実施します。
▪担青少年課 94-4647

▪担
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ワクチン追加接種(3回目)が始まりました
新型コロナウイルス関連情報

　接種を2回受け、3回目を希望する人に行います。2回目の接種日をも
とに順次接種券を発送しています。お手元に届き次第、予約できます。
対　　象　2回目接種から原則8カ月以上経過した18歳以上の人※前倒し
接種が可能な場合があります。詳しくは問い合わせ用ダイヤル（ 0570-
090-655）へ
接種時期

2回目の接種時期
3回目接種時期

６５歳以上 ６４歳以下
令和3年6月まで

接種券が届き次第、予約可能
接種券が届き次第、予約可能

令和3年7月まで
令和4年3月～

令和3年8月まで

　令和3年度に秦野市伊勢原市環境衛生組合が実施した｢ダイオキシン類調
査｣の測定結果をお知らせします。
　調査では、伊勢原清掃工場焼却炉の排出ガス･焼却灰と工場周辺の土壌･
河川水、栗原最終処分場放流水･周辺地下水について測定しました。結果
はいずれも国の基準値を大幅に下回っています（表参照）。
◇1ナノグラムは10億分の1グラム、1ピコグラムは1兆分の1グラム
◇試料の採取時期は、令和3年9・10月
焼却炉排出ガス� （単位：ナノグラム）

90トン炉 令和2年 令和3年
0.0078 0.0011

※基準値＝5ナノグラム（1立方メートル中）

焼却灰� （単位：ナノグラム）

90トン炉 令和2年 令和3年
0.0024 0.032

※基準値＝3ナノグラム（1グラム中）
工場周辺土壌� （単位：ピコグラム）

令和2年 令和3年
栗　原 1.9 栗　原 1.5
大住台 14 坪ノ内 4.0
※基準値＝1000ピコグラム（1グラム中）
※坪ノ内地区と大住台地区は隔年で測定

工場周辺河川水� （単位：ピコグラム）
採取箇所 令和2年 令和3年
栗原川 0.073 0.064
善波川 0.068 0.062

※基準値＝1ピコグラム（1リットル中）

最終処分場放流水� （単位：ピコグラム）

栗原最終処分場 令和2年 令和3年
0 0.000021

※基準値＝10ピコグラム（1リットル中）
※令和2年の0は、定量下限を超える有毒なダイオキシン類が検出されなかったため
最終処分場周辺地下水� （単位：ピコグラム）

採取箇所 令和2年 令和3年
栗原最終処分場観測井戸 0.063 0.063
三ノ宮地区民家（1） 0.062 0.063
三ノ宮地区民家（2） 0.062 0.063

※基準値＝1ピコグラム（1リットル中）
▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合伊勢原清掃工場 95-1711

予約方法（手続きには接種券番号が必要です）
集団接種
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※予約が集中した場合、つながりにく
くなることがあります
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をご覧く
ださい。
個別接種
　身近な医療機関で受けられます。治療中の病気や服薬との関係など、
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
ことができます。また、かかりつけ以外の人も接種可能な医療機関があ
ります。予約方法や対象者は異なりますので、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感
染症に伴うさまざまなお知らせ｣をご覧ください
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）にご連絡ください。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が可能です
使用するワクチン
　国の承認に基づき、1･2回目に用いた種類にかかわらず、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。当面の間、集
団接種会場は武田／モデルナ社製、個別接種はファイザー社製を使用す
る予定です。

予約専用ページ

５～11歳へのワクチン接種が特例承認されました
　1月21日にファイザー社製のワクチンが特例承認されました。接種
開始時期は3月中旬以降を予定しています。
　接種に関しては、本人と養育者がメリット（発症予防効果）とデメ
リット（副反応）を十分理解した上で、判断をしてください。
　詳しくは決まり次第、市ホームページや広報などでお知らせします。

▪担健康づくり課 92-1117◇次回は｢新日本ウエックス株式会社｣を紹介します

換地処分までの歩み
平成27（2015）年 3月　土地区画整理組合設立認可、市街化区域編入
　　　　　　　10月　造成工事開始
平成28（2016）年 8月　事業計画変更（第1回）
平成29（2017）年 3月　�仮換地指定（従前の宅地について換地される位置や面積、

形状を仮に指定）
令和元（2019）年12月　順次使用収益開始
令和 2（2020）年 4月　事業計画変更（第2回）
令和 3（2021）年 9月　事業計画変更（第3回）
　　　　　　　11月　換地計画の認可
令和 4（2022）年 1月　換地処分

近年の土地区画整理事業
名称 施工面積（ha） 設立認可公告日 換地処分公告日

東部 22.17 平成 6（1994）年 8月 5日 平成19（2007）年 1月26日
成瀬第二（特定） 37.75 平成 7（1995）年12月22日 平成26（2014）年 3月28日
東部第二 21.90 平成27（2015）年 3月31日 令和 4（2022）年 1月18日
伊勢原大山 23.18 令和 3（2021）年 1月 8日 未定

　市の東部にあり、小田急線･伊勢原駅から北東に約2.2km、愛甲石田駅
から南西に約1.6kmに位置。さらに、東名高速道路･厚木インターチェンジ、
小田原厚木道路･厚木西インターチェンジや新東名高速道路･厚木南イン
ターチェンジが近接し、地区の中央には県道22号(横浜伊勢原)が東西を横
断している約21.9ha(ヘクタール)*に新
たな工業団地が誕生しました。
　今号から、地域経済を活性化し、市の
さらなる発展を支えることになる進出企
業の概要と、そこで働く人々を紹介する
連載企画を開始します。

土地区画整理事業とは
　事業を行う地区を設定し、その中で土地の面積や位置などに応じて土地
所有者などが土地を提供（減歩）し、これを公共施設用地や保留地（売却し
て事業費に充てる用地）に当てます。これらを総合的に整備することによ
り土地の利用価値を高め、宅地利用の増進を図る事業のことです。

＊産業用地面積は約15.9haの全18区画。公共施設
として区画道路や公園1カ所、調整池2カ所などが
整備されています 造成工事の様子◇小田原厚木道路付

近から平成28（2016）年3月に撮影

東 部 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業

新たな活力、支える人々新たな活力、支える人々シリーズシリーズ

新しい工業団地が誕生第１回

伊勢原清掃工場のダイオキシン類調査結果

新型コロナワクチンＱ&Ａ
Ｑ．追加接種による副反応はありますか。
Ａ．2回目接種と同程度とされています。接種後7日以内の副反応は、
ワクチンの種類にかかわらず、安全面で許容されていますが、体調に
異常があるときや不安なときは、かかりつけ医または県新型コロナワ
クチン副反応等相談センター（ 045-285-0719）にご連絡ください。
Ｑ．1･2回目と異なるワクチンを接種しても効果はありますか。�
Ａ．抗体価が十分に上昇し、効果に問題はないとされています。

Q．初回（1･2回目）接種はまだ受けられますか。
A．9月30日までは個別医療機関で接種を受けることができます。

Ｑ．インフルエンザや高齢者肺炎球菌ワクチンなどと同じ日に接種で
きますか。
Ａ．接種できません。他のワクチンと13日以上（2週間後の同じ曜日以
降）間隔を空けて接種してください。

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1239号　令和4（2022）年2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


