
　国民年金第1号被保険者が出産し
たときに、国民年金保険料が免除さ
れます。免除期間は出産予定日が属
する月の前月から4カ月間（多胎妊娠
の場合は予定日の3カ月前から6カ月
間）です。
　すでに他の免除や猶予などを受け
ている人もこの制度が優先されるた

め、届け出ると保険料を全額納めた
期間として扱われます。
　届け出は出産予定日の6カ月前か
ら行えます。母子健康手帳など出産
予定日が分かる物をご持参ください
※出産後に届け出る場合は不要です
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

　市内の都市公園や担当が管理して
いる緑地に、伊勢原産木材を使用し
た｢みんなのベンチ｣の寄附を募集し
ます。木製ベンチの設置は、林業の
支援や間伐材の利活用、公園整備に
役立ちます。
　ベンチには、寄附をしていただい
た人･団体の名前とメッセージを入
れたプレートを取り付けられます。
　記念日のお祝いや大切な思い出、
企業のメッセージなどを形に残して
みませんか。

　詳しくは市ホームページ｢産業･ま
ちづくり｣→｢公園整備｣か市役所2階
の担当でご確認ください。
金　額　3万円、5万円、10万円（税
抜き）※デザインにより異なります。
併せて、寄附したものと同じ形のプ
レートとミニベンチのセットを2000
円で購入できます
申込み　担当で配布する申込書に記
入し、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からも
入手できます

　市体育館の屋外に新たな運動エリ
アを創出するため、ウッドデッキ（写
真左）を設置しました。
　また、リニューアルした自由広場
の完成を記念し、グラウンドの状態
を長く良好に維持するため、散水機

や散水台車、ブラシなど広場の管理
に必要な整備用具と保管用の倉庫
（写真右）を設置しました。
　いずれも公園の指定管理者代表企
業である山王総合株式会社から寄贈
されたものです。

　伊勢原市と秦野市のごみ処理と火葬業務は秦野市伊勢原市環境衛生組合
が行っています。令和4年度当初予算は総額29億7900万円で、3年度と比べ
ると2億500万円の増額となりました。両市民の快適な生活が保たれるよう、
はだのクリーンセンター、伊勢原清掃工場、秦野斎場、いずれも適正な維
持管理に努めてまいります。
　歳入･歳出の概要は次
のとおりです（小数第3位
以下は四捨五入）。

　新しい生活様式への対応や利便性
向上の観点から、市税などの口座振
替の申込手続がインターネット上か
ら行える｢Web口座振替受付サービ
ス｣＊を開始しました。
　市や金融機関の窓口に出向いた
り、口座振替依頼書に記入･押印を
したりすることなく、｢いつでも」
「どこでも」パソコンやスマートフォ
ンから口座振替の手続きができます
※すでに口座振替を利
用している場合は新規
登録不要。従来の口座
振替依頼書による手続
きも引き続き可能です
＊セキュリティに保護された外部サイ
トを利用します
サービスの利用方法　市ホームペー
ジ｢くらしのガイド｣→「納付･収納」、
または右のQRコード
から、口座振替を希望
する科目を選択し、必
要事項を入力してくだ
さい。
注意事項　各担当から納税（入）通知
書が届いてから手続きしてくださ
い。口座振替の開始までには一定の
期間が必要です（申込期限は科目に
より異なります）。法人の申し込み
はできません。なお、インターネッ
トで変更･廃止はできません。登録
先の金融機関で手続きしてください。

口座振替納付できる科目　◆市県民
税（普通徴収）◆固定資産税･都市計
画税（土地･家屋）◆固定資産税（償却
資産）◆軽自動車税（種別割）◆国民
健康保険税◆介護保険料◆後期高齢
者医療保険料◆保育料◆児童コミュ
ニティクラブ育成負担金◆清掃手数
料（し尿）◆市営住宅使用料◆市営住
宅駐車場使用料
利用できる金融機関　◆横浜銀行◆
湘南農業協同組合◆中栄信用金庫◆
三井住友銀行◆中南信用金庫◆りそ
な銀行◆平塚信用金庫◆さがみ信用
金庫◆みずほ銀行◆スルガ銀行◆中
央労働金庫◆きらぼし銀行◆埼玉り
そな銀行◆ゆうちょ銀行

▪担収納課 74-5495

▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合
82-2500▪担みどり公園課 94-4759

▪担スポーツ課 94-4632

産前産後の国民年金保険料免除のお知らせ 

｢みんなのベンチ｣寄附を募集します

総合運動公園にウッドデッキなどを設置

市税や保育料などの口座振替手続き
がインターネットでできます

令和4年度秦野市伊勢原市環境衛生
組合当初予算

専用サイト

その他の納付方法
　口座振替以外にも次の納付方法
があります。
全ての科目
◆市役所（横浜銀行派出所）◆納付
書などの裏面に記載のある金融機
関窓口
一部の科目
◆スマートフォンによるキャッ
シュレス決済◆コンビニエンスス
トア
※市税（国民健康保険税含む）･介
護保険料･後期高齢者医療保険料･
保育料･児童コミュニティクラブ
育成負担金が対象です

伊勢原市雇用促進協議会から 
ベンチ15基が寄附されました

　協議会の設立50周年を記念して
15基の寄附があり、総合運動公園
の自由広場内に設置しました。
　観戦や休憩スペースとしてご利
用ください。

歳入合計
29億7900万円

秦野市分担金
12億550万6千円
（40.47%）

繰越金
4000万円（1.34%）
県支出金
863万5千円（0.29%）　
財産収入
1万5千円（0.00%）

伊勢原市分担金
7億7487万2千円
（26.01%）

繰入金
3億1052万8千円
（10.43%）

使用料及び手数料
3億7275万3千円
（12.51%）

諸収入
2億6669万1千円
（8.95%）

歳出合計
29億7900万円

衛生費
19億3941万8千円
（65.1%）

議会費
325万1千円（0.11%）
予備費
300万円（0.10%）

総務費
3億4147万3千円
（11.46%）

公債費
6億9185万8千円
（23.23%）

　伊勢原市と秦野市の人
口比率などを基に算出し
た分担金が歳入全体の約
66％を占めています。
　この分担金にかかる市
民1人当たりの負担額は、
約7623円です（令和3年12
月31日現在の住民基本台
帳人口により算出）。

歳　入

　令和4年度は、ごみの
処理や焼却灰の処理、斎
場の運営経費などの衛生
費が歳出全体の約65％を
占めています。

歳　出

屋外でヨガやストレッチなどが楽しめます 利用後はグラウンドの整備をしましょう

背もたれの右側にはメッセージプレートが
ついています

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 101,119（＋219）
●世帯数 45,881（＋391）
※ 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
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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
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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。4/15～5/14
図書館 4/18･25、 5/2･6･9･11 　
子ども科学館 4/18･25、 5/2･6･9･11 　
市民文化会館 4/18･25、 5/2･9
公民館 4/18･25･29、 5/2～5･9 ※中央公民館は4/18、5/2･9は開館

※大田公民館は4/18、5/2は開館
市体育館 4/18･25、 5/2･9
いせはらサンシャイン・スタジアム 4/18･25、 5/2･9
武道館 4/18･25、 5/2･9
行政センター体育館・弓道場 4/25、 5/9 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

花いっぱい運動の協力団体を募集
年2回、市が配布する花苗を沿道に
植え、地域の環境美化･緑化活動を
行います▪対年間を通して植栽と管理
ができる団体▪申団体名、代表者の住
所･氏名･電話番号、植栽場所と面積

（5㎡以上）またはプランター数、花
苗の配布希望日時（6
月中）を明記し、郵
送（〒259-1111西富岡
320）かFAX、または
電子メールで担当へ
▪締4月28日（木）
▪担みどり公園課（いせはらサンシャイ
ン･スタジアム内） 96-6466 96-6467

kouen@isehara-city.jp

高等学校卒業程度認定試験
高等学校を卒業していない人を対象
に、卒業者と同等以上の学力がある
かどうかを認定する試験です。合格
者は大学などの受験資格が得られま
す◇願書受付期限＝5月9日（月）◇試
験日＝8月4日（木）･5日（金）※年2回
実施。第2回の日程など詳しくは、
担当へ
▪担教育指導課 74-5247

漏水調査にご協力を
4月中旬から10月下旬に道路や宅地
内（水道メータまで）の漏水調査を実
施します。調査員は腕章を着け、県
営水道発行の身分証明書を携帯して
おり、費用を請求したり見積もりを
出したりすることはありません。不
審に感じた場合は、身分証の提示を
求めてください。
▪担厚木水道営業所工務課
046-224-1111

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇伊勢原ひかり幼稚園･2万円
▪担福祉総務課 94-4718

講座・教室
イベントなど

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に、いせはら塔の山緑地公園周辺の
野鳥や草花を観察▪時5月4日（水）午前
9時～午後3時※雨天時
は5月5日（木）◇集合＝
三之宮比々多神社▪定30
人（申込順）
▪担みどり公園課（いせはらサンシャ
イン･スタジアム内） 96-6466

家族介護者教室｢高齢者向け施設の
探し方と選び方｣
施設の種類や費用を専門家が解説▪時
5月26日（木）午前10時～正午▪場伊勢
原シティプラザ▪対高齢者を介護して
いる人か65歳以上の人20人（申込順）
▪担介護高齢課 94-4725

正しく食べて高血糖予防
血糖値が気になる人向けの講話▪時5
月16日（月）①午前10時～11時30分②
午後1時30分～3時▪場中央公民館▪定各
回15人（申込順）▪申住所、氏名、生年
月日、電話番号を明記し、電子メー
ル、または電話で担当へ
▪担健康づくり課 94-4616

kenkou@isehara-city.jp

普通救命講習会
心肺そ生法やAED（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ◇修了証の発
行あり、再講習可▪時5月14日（土）午
前9時～正午▪場コミュニティ防災セン
ター（南分署）▪対中学生以上の人18人

（申込順）▪申4月18日（月）より市ホーム
ページ｢防災･消防･救
急｣→｢救命講習｣から
電子申請、または電話
か直接消防本部2階の
担当へ▪締5月6日（金）
▪担警防救急課 95-9144

自然観察ウオーク･春の総合運動
公園グルッと一回り
グリーン・インストラクターととも
に春らんまんを迎えた総合運動公園
周辺の草花などを観察◇集合＝体育
館前▪時4月26日（火）午前10時～正午
▪定20人（申込順）▪締4月21日（木）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

市体育館で行う健康スポーツ教室
サッカー（初心者から経験者まで）
▪時5月10日～6月21日の毎週火曜日（5
月31日を除く）･全6回①午後3時50
分～5時②午後5時10分～6時20分▪対
①小学校1･2年生20人②小学校3～6
年生20人（申込順）▪費3000円
ヨガ（体を伸ばしリフレッシュ）
▪時5月12日～6月16日の毎週木曜日･
全6回、午後1時30分～2時30分▪定30
人（申込順）▪費3000円
ロコモ予防体操（足腰を鍛える体操）
▪時5月18日（水）午前10時30分～11時30
分▪定30人（申込順）▪費500円
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

おもちゃ病院いせはらを開院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃ
を治療します。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①4月23日（土）②4月
24日（日）③5月8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

産業能率大学スポーツ教室｢かけっ
こ教室｣
▪時5月1日（日）午後2時～3時30分▪場産
業能率大学▪対小学生50人（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18-8E棟3階）かFAX、
電子メールで問い合わせ先へ▪締4月22
日（金）
▪問湘南ベルマーレ 25-1211 24-2514

event@bellmare.or.jp
▪担産業能率大学湘南学生SC 92-2214

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
4月24日（日）まで

4月29日（金）から

○＝幼児･低学年向け番組｢オズのまほうつかい｣
◎＝�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｢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「ぼのぼの�宇宙から来

たともだち｣

土･日曜日、祝日 10：30〇/13：30◎/
15：30■

土･日曜日、祝日 10：30■/13：30□/
15：30◎

　4月29日（金）～5月8日（日）は、
入館者を対象に工作教室などを開
催します。教室の内容など詳しく
は、施設やホームページでお知ら
せします。ご来館の際は事前に予
約をお願いします。

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。

子ども読書フェスタ（4/22～5/15）
　4月の｢子ども読書の日｣、4･5月
の｢こどもの読書週間｣に合わせて
イベントを開催します。期間中に
参加したお子さんにはプレゼント
があります。詳しく
は館内のポスターや
図書館ホームページ
でご確認ください。
おはなしばる～んのフェスタおは
なし会
▪時4月26日（火）、5月10日（火）の午
前11時～11時30分▪定5組20人▪申電
話で
野の会による対面朗読体験
▪時4月30日（土）午前10時30分～午後
3時30分▪定15組（1組3名まで、電話
申込優先）
企画展示
伊勢原手づくり絵本の会作品展
おすすめ本のセット貸し出し
図書館員とボランティアが選んだ
本を3冊ずつセットにして貸し出
し（なくなり次第終了）

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）◇5月9日の相談は4月20日

（水）から受け付け
日　時 会　場

4/19（火）
10：00～11：00 大田公民館

4/20（水）
�9：30～10：30 中央公民館

4/21（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

5/�9（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、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、手洗いなどの感染予防
策にご協力ください。

水田活用の直接支払交付金
水田を活用して農作物を生産･販売�
する場合、作付面積に応じて国から
交付金が交付されます。新規に申請
を希望する人は担当に連絡を▪対市内
在住で対象の作物を販売目的で生産
する農業者◇前年度の申請者には個
別に通知します▪締5月13日（金）
▪担農業振興課 94-4648

合併処理浄化槽の設置費用を補助
生活排水による水質汚濁を防ぐため
単独処理浄化槽などから合併処理浄
化槽への設置替えにかかる費用を補
助します。詳しくは市役所2階の担
当へ◇交付条件＝建築確認を伴わな
い設置替えで、下水道事業計画の予
定処理区域外で住宅に設置するもの
◇補助金額（上限）＝【日向川左岸区
域】5人槽98万1000円、7人槽117万
4000円、10人槽145万9000円【その他
の区域】5人槽63万2000円、7人槽71
万4000円、10人槽84万8000円◇設置
工事の着手前に担当へ※他の補償や
補助との併用不可
▪担環境対策課 94-4735

会計年度任用職員（一般事務）を募集
国民健康保険制度に関する補助事務
を行う非常勤職員を募集します。勤
務条件など詳しくは、市ホームペー
ジ｢職員採用｣か市役所1階の担当で
配布する募集案内で確認を◇募集人
数＝2人◇任用期間＝7月1日～15日
▪締4月22日（金）
▪担保険年金課 94-4728

人間ドックの利用助成
4月1日現在の国民健康保険加入者

（20歳以上で年度内に75歳に到達す
る人）を対象に人間ドック受検費用
の一部（限度額2万円）を助成します※
後期高齢者医療制度加入者は、令和
3年度から助成はありません▪対令和3
年度以前の国民健康保険税に未納が
ない世帯の人▪申印鑑（代理人が申請す
る場合）と被保険者証を持参し市役所
1階の保険年金課窓口か市ホーム
ページ｢くらしのガイ
ド｣→｢国民健康保険｣、
または右のQRコード
から▪締4月28日（木）
▪担保険年金課 94-4728（国保）
　健康づくり課 94-4616（後期高齢）

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 ●●

●手話サークルやまぶき会
楽しく手話を覚えませんか◇初心者
歓迎▪時毎週火曜日午後7時～8時30
分、毎週水曜日午後1時～3時ほか▪場
伊勢原シティプラザ▪対高校生以上の
人▪費年2400円
▪問室

むろ

93-2984

●中学生･高校生で歌う合唱（混声･女声）
懐かしい合唱曲を楽しく歌う◇発
声、呼吸法、ストレッチ体操も実施
▪時5月から月1･2回、日曜日・祝日午
前10時～正午▪場たくみビル（桜台1丁
目）▪定20人（申込順）▪費1回500円
▪問木下 95-7307

●● イ ベ ン ト ●●

●朝ごはんだよ、こども食堂
ごはんをしっかり食べましょう▪時4
月25日～の毎月第4月曜日、午前7�
時～8時▪場いせはら�ふくじゅ（福澤
宅･伊勢原1丁目）▪対伊勢原小学校学
区内に在住の人▪費大人200円、中学
生以下50円
▪問地域福祉を考える会･中台

090-3479-4810

●Let's初めてのテニス
ゆっくりと分かりやすく指導▪時5月
13日～6月10日の毎週金曜日･全5回、
午前10時～正午▪場市ノ坪公園テニス
コート▪対初心者10人（申込順）▪費4000
円▪申電話で
▪問エンジョイテニスの会･東嶋

080-5473-9304
●ジュニアゴルフスクール
ゴルフに興味のある人、将来プロゴ
ルファーを目指している人はぜひご
参加ください▪時5月28日（土）午前9時
30分～正午▪場伊勢原ゴルフセンター
▪対小学校2年生～中学校3年生15人
（申込順）▪費500円（無料の貸しクラブ
あり）
▪問市ゴルフ協会事務局（伊勢原ゴル
フセンター内） 94-0666

●プレ大会伊勢原市（テニス）
▪時5月15日（日）午前10時～午後3時▪場
市ノ坪公園テニスコート▪対初心者、
試合経験の少ない人▪費1ペア2000円
▪申市テニス協会ホームページから
▪問市テニス協会･東嶋

080-5473-9304
●ゴミ拾いボランティア
一緒に地域の清掃をしましょう▪時毎
月第4土曜日午前10時～正午◇集合＝
伊勢原駅南口▪申電話で（当日参加可）
▪問C

ク ラ ス

＋LUS･小嶋 79-8388

　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
予防策を行いましょう。

●引き続き感染症対策を●

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）

　市は3月16日、市内12保育施設
が加盟する市保育協議会と｢災害
時における保育所等の相互応援に
関する協定｣を締結しました。
　地震や風水害などにより被災し
た施設の児童や職員を、他の会員
施設で受け入れ、保育を実施する
ための場所や食料･飲料水など物
資の提供を行い、保育の場を維持
します。
　保育所の相互応援に関する協定
締結は、県内で初めてです。
相互応援保育施設
　市と協定を締結したのは、次の
12施設です。

◆大山保育園◆高部屋愛育保育園
◆比々多保育園◆伊勢原愛児園◆
ベルガーデン保育園◆林台保育園
◆大原保育園◆伊勢原ふたば保育
園◆リス�ブラン保育園◆伊勢原
こばと保育所◆大原第二保育園◆
ピュアキッズ大原

▪担子ども育成課 94-4638

市保育協議会と災害時における相互応援
に関する協定を締結しました

●市内の主な犯罪発生件数●

犯 罪 の 種 類 2月 1･2月
特 殊 詐 欺 2 3（± 0）

空 き 巣 1 3（＋ 1）

車上狙いなど 2 3（± 0）

乗 り 物 盗 3 5（－ 4）
伊勢原警察署調べ （　）内は前年比 　離婚などで令和3年9月1日（高校

生を養育する人は10月1日）から4
年2月28日までに新たに養育者に
なった人で、令和3年度子育て世
帯への臨時特別給付（先行給付金･
追加給付金）を前養育者から受け
取っていない人を対象に、児童一
人につき10万円＊を支給します。
　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。
＊前養育者から臨時特別給付（先行給
付金･追加給付金）のうち、相当額を受
け取っている場合、または対象児童の
ために使っている場合は、その金額を
控除して支給します
申請期限　4月28日（木）※消印有
効。電子申請の場合は4月30日（土）
▪担子育て支援課 94-4633

子育て世帯への臨時特別給付金
（支援給付金）の申請はお済みですか

電子申請ページ

電子申請ページ

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）。7月1日
号分は5月2日（月）から受け付け
ます。

レンゲまつりを開催します

　窓辺や壁面にネットを張り、ア
サガオやゴーヤなどのつる性植物
をはわせることで室内の暑さを和
らげる｢みどりのカーテン｣。エア
コンの使用を抑えなが
ら、この夏を涼しくエ
コに過ごしましょう。
写真を募集します
　育てたみどりのカーテンの写真
を送っていただくと、抽選で花と
みどりのギフト券が当たります。
　詳しくは、市ホームページ｢環境･
衛 生･ご み｣→「 エ
ネルギー･地球温
暖化」、または右の
QRコードからご
確認ください。

応募方法　住所、氏名、電話番号
を明記し、写真（L版以下で5枚以
下、CD-R可）を添えて電子メー
ルか郵送（〒259-1188※住所欄の
記入は不要）で担当へ
※応募写真やデータは返却しませ
ん。また、いただいた写真は市
ホームページやイベントなどで使
用する場合があります
締め切り　9月30日（金）
作成キットを配布しています
　写真を送っていただける人に、
ゴーヤの種（約8粒）とネット（1.8
ｍ×1.2ｍ）を配布しています。
配布数　30セット（先着順）
▪担環境対策課 94-4737

kankyou@isehara-city.jp

｢みどりのカーテン｣を育ててみませんか

　大山から三ノ宮地内を通る総延
長約3キロメートルの県道の供用が
開始されました。これにより、大
山へのアクセス向上や観光振興が
期待されています。
　開通前には、関係者らによる記
念植樹式が行われ、オカメザクラ
の苗木5本が植えられました。

（3月20日）

県道611号 大山バイパスが全線開通しました

バイパス脇で行われた記念植樹式

4月1日付け新任者
山口譲（比々多公民館）
3月31日付け退任者
佐藤則行（比々多公民館）
▪担社会教育課 93-7500

　クリムソンクローバーや矢車
草、ポピーなどの花摘みや風船飛
ばしが楽しめます◇花摘み用のハ
サミを持参してください
と　き　�5月1日～3日の午前9時30

分～午後3時30分
ところ　�大田地区土地改良区ほ場

整備地内(下谷1491付近)
▪問大田地区土地改良区 97-8444
▪担農業振興課 94-4676

公民館長の異動

市ホームページ
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3回目接種の対象年齢を拡大
市内の患者発生状況
患者数（累計）�4343人
※4月8日現在

新型コロナウイルス関連情報

市職員� ＊課長職以上を掲載。（　）内は旧所属

市長部局
企画部【部長級】◇危機管理担当部長兼危機管理
課長（同部参事兼経営企画課長）成田勝也◇参事兼
秘書課長（同課長）杉山秀久【課長】◇経営企画課
長（同課主幹兼企画調整係長）瀬尾哲也◇経営企画
課行政経営担当課長（同課主幹兼行政経営係長）山
口博巳
総務部【部長級】◇参事兼職員課長（同課長）河原
康二◇参事兼会計管理者兼会計課長（会計管理者
兼同課長）碓井比佐枝【課長】◇市民税課長（市民
生活部市民協働課交通防犯対策担当課長）今川裕
介
市民生活部【課長】◇市民協働課市民文化会館担
当課長（子ども部青少年課長）倉橋一夫◇戸籍住民
課長（子ども部子育て支援課長）池田まゆみ
保健福祉部【部長】◇部長（同部健康づくり担当
部長）細野文和◇健康づくり担当部長（同部参事兼
健康づくり課長）髙橋健一【課長】◇障がい福祉課
長（同課障がい者支援係長）平井礼子◇健康づくり
課長（同部保険年金課長）宮川章則◇保険年金課長
（同部障がい福祉課長）鎮目光章
子ども部【課長】◇子育て支援課長（同部子ども育
成課長）山田泰生◇子ども育成課長（同課主幹兼教
育･保育推進係長）稲葉一弘◇青少年課長（同課主

幹兼育成･相談係長）神崎速夫
都市部【部長級】◇国県事業推進担当部長（国土交
通省）倉橋武雄◇参事兼都市政策課長（同部参事兼
みどり公園課長）吉田俊◇参事兼市街地整備課長
（同課長）加藤真一【課長】◇みどり公園課長（土木
部土木総務課主幹兼境界･財産管理係長）城所昌男
◇国県事業対策課長（同課国県事業対策係長）中野
博文
土木部【部長級】◇下水道担当部長（同部参事兼下
水道経営課長）石井啓治【課長】◇道路整備課長
（同部下水道整備課長）高梨和美◇下水道経営課長
（同課主幹兼公営企業係長）平井淳一◇下水道整備
課長（同部道路整備課長）佐野晃

議会事務局
【部長】◇議会事務局長（保健福祉部長）黒石正幸

消　防
消防本部【部長級】◇参事兼消防総務課長（同本
部警防救急課長）川口康彦【課長】◇警防救急課長
（消防署警備第1課情報指令担当課長）武樋修司
消防署【課長】◇警備第1課情報指令担当課長（消
防本部消防総務課長）森屋和則

教育委員会
教育部【部長級】◇部長（企画部危機管理担当部長
兼危機管理課長）大山剛◇歴史文化推進担当部長
兼歴史文化担当課長（同部参事兼同課長）立花実◇
参事兼教育総務課長（同課長）熊澤信一【課長】◇
教育指導課長（同課生徒指導係長）嶋本伸之

小･中学校校長･教頭　（　）内は前職
【校長】◇大山小（比々多小教頭）海野真一郎◇成
瀬小（教育部教育指導課長）今井仁吾◇山王中（成
瀬小校長）櫻井綾子◇成瀬中（中沢中校長）北村雅
彦◇中沢中（伊勢原中教頭）鈴木宗武【教頭】◇
比々多小（同小総括教諭）浦川美紀◇大田小（高部
屋小総括教諭）光崎絵里子◇桜台小（教育部学校教
育課人事係長）井上春彦◇竹園小（同小総括教諭）
田中久美子◇石田小（平塚市立金田小教頭）田中美
和◇伊勢原中（桜台小教頭）石川敦史

3月31日付け退職者
市職員　＊部長級以上

◇梶早月（市民生活部参事兼戸籍住民課長）◇萓場
哲（経済環境部農地利用担当部長）◇飯田裕一（都
市部参事兼都市政策課長）◇兒島茂（都市部国県事
業推進担当部長）◇石塚俊彦（土木部下水道担当部
長）◇柴田康鑑（議会事務局長）◇谷亀博久（教育部
長）

小･中学校校長･教頭
◇磯部道枝（大山小校長）◇宮林英樹（山王中校長）
◇今井伸尚（成瀬中校長）◇佐藤明子（竹園小教頭）
◇髙橋操（石田小教頭）

4月1日付けで人事異動を行いました市職員などの人事異動 ▪担職員課 94-4873（市職員）
　学校教育課 74-5214（小･中学校校長･教頭）

接種率（3回目） ※4月8日現在
36.85％18歳以上（平成16年1月31日以前生まれ）の人
89.16％65歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の人

　3回目接種の対象年齢が12歳以上に拡大しました。接種を2回受け、追
加接種を希望する人に3回目接種を行います。接種券は2回目の接種日を
基に、順次発送しています。お手元に届き次第予約できます。
対　　象　2回目接種から6カ月以上経過した12歳以上の人※詳しくは
コールセンター（ 0570-090-655）へ
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｣、または右のQRコードからも
予約できます。
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
使用するワクチンについて
　国の承認に基づき、12～17歳の3回目接種はファイザー社製ワクチン
を使用します。なお今後、国の動向により変更になる場合があります。
注意点
　12～15歳の人の接種には保護者の同意が必要です。会場
には必ず保護者と一緒にお越しください※最新情報は市
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 ▪担健康づくり課 92-1117

予約専用ページ

市ホームページ

年代別感染者数割合（3月）
伊勢原市内における感染状況
感染者数（月別）の推移

今年に入ってからの年代別感染者数（月別）の推移
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※令和4年3月の感染者数の急激な増加は、県の公表が遅れた1月22日～2月21日の間の
879人が反映されたため

家庭内での感染にも注意しましょう
　変異した新型コロナウイルス「オミクロン株」は従来株と比べる
と、子どもも感染しやすくなっています。学校などで感染し、家庭
に持ち帰ってしまうことで、家族に広がるケースが増えています。
　家族に感染が疑われる人（以下、感染者）がいる場合は、次の点に
注意してください。
◆感染者と他の同居者の部屋を分ける◆感染者の世話をする人は限
られた人（一人が望ましい）にする◆全員がマスクを着用する◆こま
めにうがい･手洗いをする◆日中はできるだけ換気をする◆取っ手
やドアノブなどの共用部分を消毒する◆汚れたリネン（シーツや枕
カバーなど）や衣服を洗濯する◆ゴミは密閉して捨てる

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1243号　令和4（2022）年4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


