
　人口減少･少子高齢化の進行により、厳しい財政状況が見込まれる中で、
将来にわたり必要な公共施設サービスを維持していくため、施設の見直し
に向けた検討を進めています。
　平成28（2016）年3月に策定した｢公共施設等総合管理計画｣の改定および
個別施設の見直しの方向性を示す｢（仮称）公共施設再配置プラン｣の策定に
向けた作業を進めています。公共施設の見直しにあたり、皆さまから意見
をいただき、今後の取り組みの参考にさせていただくため、住民意見交換
会を開催します◇いずれも事前申し込み不要

▪担公共施設マネジメント課 94-4851

キャッシュレス決済ポイ
ント還元キャンペーン第3弾を実施

公共施設等総合管理計画などの
改定に伴う意見交換会を開催 

伊勢原市パートナーシップ宣誓
制度（案）にご意見を

　長引くコロナ禍や物価高騰に伴う
市民の負担を軽減し、地域経済を活
性化させるため、昨年実施して好評
をいただいたキャンペーンの第3弾
を実施します。
　今回は3つの決済サービスを対象
として、期間中に市内の対象店舗で
お買い物をするとポイントが還元さ
れます。
　詳しくは、市ホームページ｢新型
コロナウイルス感染症に伴うさまざ
まなお知らせ｣→｢経済
的支援･給付など（事業
者向け）｣、または右の
QRコードからご確認
ください。

キャンペーン期間　11月1日（火）～30
日（水）※利用状況により早期に終了
する場合があります
対象店舗　市内で対象のスマート
フォン決済を導入している次の店舗
◆小売･サービス業など（中小企業の
み）◆飲食店（大手チェーン店含む）
ポイント付与上限　決済金額の最大
25％※1回の上限額2000円相当、1カ
月の上限額5000円相当

【事業者の皆さまへ】
　対象店舗を募集しています。9月
上旬ごろまでに手続きの必要があり
ますので、詳しくは市ホームページ
をご確認ください。
▪担商工観光課 94-4732

11月1日（火）から

開催日程
日にち 時　間 場　所 業務内容

8月27日（土）  8:45～11:45

市役所1階の担当か
3階3B会議室

交付窓口※事前予約制
13:00～16:30

申請窓口8月28日（日）  9:00～12:00
13:00～16:30

9月 4日（日）  9:00～12:00
13:00～16:30

9月10日（土）  8:45～11:45 交付窓口※事前予約制
13:00～16:30 申請窓口

9月24日（土）  8:45～11:45 交付窓口※事前予約制
13:00～16:30

申請窓口9月25日（日）  9:00～12:00
13:00～16:30

※交付窓口は事前に電話（ 92-1114）で予約が必要です

　パートナーの関係にある2人の市
民が、その自由な意思により行うパー
トナーシップの宣誓制度を導入する
ものです。
　策定にあたり、市パブリックコメ
ント制度（市民意見提出制度）に基づ
き、制度案に対するご意見を募集し
ます。
閲覧場所　担当か市役所1階ロビー、
図書館、市民活動サポートセンター、
各公民館※市ホームページ｢パブリッ

クコメント｣からもご覧になれます
意見提出期間　8月22日（月）～9月26
日（月）※消印有効
意見提出方法　住所、氏名、意見、
電話番号を明記し、郵送（※住所欄
の記入は不要）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。
▪担人権･広聴相談課

94-4716 92-9009
jinken@isehara-city.jp

　平成28(2016)年、江戸時代から続
くストーリー“江戸庶民の信仰と行
楽の地～巨大な木太刀を担いで｢大
山詣り｣～”が日本遺産の認定を受け
ました。
　日本遺産では、認定後6年を経た
地域を対象に、総括評価と今後の計
画を基に文化庁の有識者委員会が認
定継続の
審査を行
います。
　このた
び、日本
遺産を通
じた教育
旅行や日

本遺産ガイド養成などの地域活性化
の取り組みが認められ、認定継続を
受けました。
　引き続き、さらなる地域の活性化
につなげるための取り組みを進めて
いきます。

▪担商工観光課 94-4729

大山詣りが日本遺産の認定継続を受けました

　マイナンバー（個人番号）カードの申請に必要な顔写真の撮影などを行う
臨時申請窓口と、カードの交付通知書が届いている人に臨時交付窓口を開
設します※日時により受け付ける業務が異なります

まだマイナンバーカードをお持ちでない人へ
 個人番号カード交付申請書が送付されます 
　まだマイナンバーカードを取得していない人に、地方公共団体情報シス
テム機構（J-LIS）から、QRコード付き個人番号カード交付申請書が7月～9
月上旬に送付されます。顔写真を貼付して郵送か、QRコードからオンラ
インで申請手続きが行えます。
 キャリアショップでカードの申請をサポートします 
　QRコード付きの交付申請書を持っていない人でも、申
請情報の入力や写真撮影などをショップ店員がサポート
します※事前申し込み不要
実施店舗　◆ドコモショップ伊勢原店（桜台1丁目）◆au
ショップ伊勢原（桜台1丁目）◆ソフトバンク伊勢原（伊勢
原2丁目）◆ソフトバンク伊勢原R246（串橋）

▪担戸籍住民課 94-4713

マイナンバーカードの臨時窓口を開設します 

日本遺産とは
　地域の歴史的魅力や特色を通じ、
日本の文化･伝統を語るストーリー
を｢日本遺産｣として文化庁が認定
しています。さまざまな文化財を
総合的に整備･活用して、国内外
に発信することにより、地域の活
性化を図っています。

市ホームページ

各地区の開催日程
地区名 場　所 日　時

大山 大山公民館  9月 3日（土）午後 2時～4時
高部屋 高部屋公民館  9月10日（土）午前10時～正午
比々多 比々多公民館  9月10日（土）午後 2時～4時
伊勢原北 市民文化会館  9月17日（土）午後 2時～4時
成瀬 成瀬公民館  9月24日（土）午前10時～正午
大田 大田公民館  9月24日（土）午後 2時～4時
伊勢原南 伊勢原南公民館 10月 8日（土）午後 2時～4時

マイナンバーカードはメリットがたくさん
　カードの利用･活用範囲は徐々に広がっています。取得することで次
のようなメリットがあるため、積極的に申請しましょう。
◆本人確認書類として利用が可能◆健康保険証として利用が可能◆コン
ビニエンスストアで住民票など各種証明書の取得が可能◆公金受取口座
を登録することで、給付金の受取手続きの簡易化◆新型コ
ロナウイルスワクチン接種証明書の電子交付に利用が可能
今なら最大2万円相当のポイントがもらえます
　9月末までにカードを申請すると、最大2万円相当のポイ
ントが付与されます。必要な手続きがあるため、早めに申
請することをおすすめします。

構成文化財の一つである大山
阿夫利神社下社

かながわBA.5対策強化宣言発出中　感染症対策の徹底を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

人口と世帯

●人口 101,316（−16）
●世帯数 46,274（＋25）
※ 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

8月1日現在 
（　）は前月比
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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26日（金）～9月1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

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ミカン狩りが
楽しめます。申し込んだ人には10月
上旬までに案内を送付します▪場①栗
原地区②善波地区◇募集本数＝①36
本②5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（水）
※消印有効
品　種 収量の目安 価　格

早生･藤中

40kg程度 7000円
60kg程度 9000円
80kg程度 1万2000円

100kg程度 1万4000円
120kg程度 1万7000円
150kg程度 2万円
180kg程度 2万4000円
200kg程度 2万7000円

大津･青島

40kg程度 8000円
60kg程度 1万1000円
80kg程度 1万3000円

100kg程度 1万6000円
120kg程度 2万円
150kg程度 2万2000円
180kg程度 2万6000円
200kg程度 2万9000円

※善波地区は2品種とも60kgまで
▪担農業振興課 94-4664

nousei@isehara-city.jp

鳴りますか、あなたの家の住宅用
火災警報器
古くなると電子部品の劣化や電池切
れなどで火災を感知しなくなること
があり危険です。定期的に本体のボ
タンを押すか、付属のひもを引いて
点検を行いましょう。警報器はおお
むね10年を目安に交換しましょう。
▪担消防本部予防課 95-2118

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 8/15･22･29、 9/5~9･12 ※9/6～9は資料特別整理休館
子ども科学館 8/15･22･29、 9/5~9･12 ※9/6～9は施設点検休館
市民文化会館 8/15･22･29、 9/5･12
公民館 8/15･22･29、 9/5･12 ※中央公民館は8/29以外は開館

※大田公民館は8/15、9/5は開館
市体育館 8/15･22･29、 9/5･12
いせはらサンシャイン・スタジアム 8/15･22･29、 9/5･12
武道館 8/15･22･29、 9/5･12
行政センター体育館・弓道場 8/22、 9/12 ※体育館は10/31まで一般利用を休止

企業合同就職面接会
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。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▪時①9月14日（水）午後2時～4
時②9月15日（木）午前10時30分～午
後0時30分、午後2時～4時※②は2部
制▪場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

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
9/25（日）

伊勢原ボウリン
グセンター

94-2260
9/24

（土）

バドミント
ン
10/ 2（日）

市バトミントン
協会ホームペー
ジから

9/22
（木）

▪担スポーツ課 94-4628

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

かながわ子どもスマイルウエーブ
（中地区児童生徒が語り合う集い）
新型コロナウイルス感染拡大防止対
策として書面開催となりました。
▪担教育指導課 74-5247

シルバー人材センター入会説明会
健康で働く意欲のあるシルバー世代
を募集。入会希望者は説明会に出席
を▪時9月12日（月）午前9時～正午▪場伊
勢原シティプラザ▪対市内在住で60歳
以上の人
▪担シルバー人材センター 92-8801

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇伊勢原市グラウンド･ゴルフ協会･ 
2万1600円
▪担福祉総務課 94-4718

講座・教室
イベントなど

家族向け講演会｢心の病と薬のつ
きあい方 家族にできること｣
薬との付き合い方について、湘南東
部総合病院の薬剤師が講演◇手話通
訳、要約筆記を希望する人は申込み
の際に連絡を▪時9月3日（土）午後2時～
4時▪場中央公民館▪対精神障がい者の
家族がいる人や当事者など80人（申
込順）▪申電話かFAXで▪締8月19日（金）
▪問そよ風ハウス
97-6930（午前10時～午後4時※木･

日曜日を除く） 63-2108
▪担障がい福祉課 94-4721

家族介護者教室｢これで安心 福祉
用具の選び方｣
在宅生活を安心して過ごすための福
祉用具の選び方や使い方のポイン
ト、住宅改修の具体例を専門家が解
説▪時9月21日（水）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

初めての手話ダンス
▪時9月7日～28日の毎週水曜日･全4回、
午前10時～11時30分▪場中央公民館▪定
20人（申込順）▪申8月15日（月）午前9時
から電話か直接担当へ
▪担中央公民館 93-7500

防災料理教室
ライフラインや流通が止まった時に
役立つ料理を学ぶ※講師による実演
と講習のみ▪時8月27日（土）午前10時～
午後1時▪場伊勢原南公民館▪定15人（申
込順）▪申8月16日（火）午前9時から電
話か直接担当へ▪締8月24日（水）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

オレンジカフェ（認知症カフェ）
ピアノ演奏と生歌で思い出の曲を楽
しむ交流会◇個別相談あり▪時9月9日

（金）午前10時～11時30分▪場能満寺
（三ノ宮）▪対市内在住・在勤の認知症
の人とその家族、物忘れが気になる
人15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at来るりん広場
ボッチャを楽しむ◇情報交換や茶話
会あり▪時9月15日（木）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、認知症の人のお世話を
している人、物忘れが気になる人15
人（申込順）▪費100円▪締9月9日（金）
▪担中部地域包括支援センター 92-4091

ヨガ教室
身体を伸ばしてリフレッシュ◇初心
者も参加可▪時9月7日～10月12日の毎
週水曜日･全6回、午
後1時30分～2時30分
▪場市体育館▪定30人（申
込順）▪費3000円▪申8月
16日（火）から電話か
直接担当へ
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

バランスボール教室
大小のボールを利用して身体のバラ
ンス力を高める▪時9月15日～10月20
日の毎週木曜日･全6回、午後1時30
分～2時30分▪場市体育館▪定30人（申込
順）▪費3000円▪申8月16日（火）から電話
か直接担当へ
▪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
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27日（土）②8月28日（日）③9
月11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

92-3600

一部イベントは予約制で、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
8月16日（火）～31日（水）
土･日曜日 10:30◎/13:30★/ 

15:30□

火～木曜日 13:30★/15:30□

9月3日（土）から

土･日曜日、祝日 10:30◎/13:30○/ 
15:30★

◎＝ 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｢ダイナソーアート 
恐竜絵師が描く復元画の世界｣

□＝ 親子･一般向け番組｢ワク･ドキ!探険 大
宇宙｣※市立中学生は無料で観覧可能

○＝ 親子･一般向け番組｢ぼのぼの 宇宙から
来たともだち｣

92-3500

図書館ミニギャラリー
水
すい

陽
よう

会
かい

▪時8月18日（木）～28日（日）　

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。

　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。

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
15日（木）午前8時30分～9時30分▪場市
役所分室▪対平成28年4月2日～30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7日（水）※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22日（月）
から受け付け
日　時 会　場

8/24（水）
9：30～10：30 中央公民館

8/25（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

9/ 5（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

　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）

●市内の主な犯罪発生件数●

犯 罪 の 種 類 6月 1～6月
特 殊 詐 欺 1 6（＋ 3）

空 き 巣 1 11（＋ 7）

車上狙いなど 3 11（＋ 5）

乗 り 物 盗 4 31（＋ 4）
伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

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 ●●

●ひびたクラブ（ママさんバレー）
30代～50代でバレーボールを楽しん
でいます▪時毎週火曜日午後7時～9時
▪場比々多小学校▪対比々多小学校区在
住の既婚女性▪費月500円
▪問寺田 090-2651-0972

●● イ ベ ン ト ●●

●｢公開｣女声コーラスレッスン
withコールポピー
参加･見学自由◇スリッパ持参▪時9月
3日（土）午前10時～11時50分▪場中央
公民館▪対女性
▪問後藤 91-9060

●オータムコンサート
日本を代表するヨーデル歌手、北川
桜さんの歌声▪時9月4日（日）午後2時～
▪場市民文化会館小ホール▪費一般1000
円、高校生以下500円
▪問木下 95-7307
●いせはら写真愛好会作品展
四季折々の力作を展示します▪時9月5
日（月）～11日（日）午前9時～午後5時
（5日は午後1時～、11日は午後4時ま
で）▪場中央公民館
▪問佐藤 090-3244-2629
●ひかり幼稚園 子育て講演会
幼稚園の時に何が本当に大切なの
か。親にできること、すべきこと◇
オンラインミーティングアプリ
｢Zoom｣を使用▪時9月16日（金）午前10
時～▪申電子メールで▪締8月31日（水）
▪問伊勢原ひかり幼稚園 92-8882

hikari.saeki@komyou.ed.jp

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

　土砂災害を想定した総合訓練が
大山ケーブルカー沿線で行われま
した。大山観光電鉄や伊勢原警察
署、消防署、地元消防団が協力し、
事象が発生した場合の負傷者への
応急手当や避難誘導などを行いま
した。消防署警備第1課の安

あ
居
ぶ
院
い

さんは｢連携を密にし、人命救助
に努めていきたい｣と話しました。
（7月20日）

　400年以上続く｢夏山開き｣が大山
で行われ、登山口となる登拝門が開
かれました。毎年この時季になると、
江戸時代から鍵を保管してきた東京･
日本橋小

こでんまちょう

伝馬町の｢お花
はな

講
こう

｣が門を開
きに来訪しています。白装束姿のメ
ンバーらは｢散

さん

華
げ

、散
さん

華
げ

、六
ろっ

根
こん

清
しょう

浄
じょう

｣
と唱えながら、石段を上っていき、
登山の安全を祈願しました。

（7月27日）

大山ケーブルカー沿線で異常時総合訓練を実施しました

夏の風物詩、伝統行事の夏山開きが行われました

足元に注意しながら、線路横を歩く避難者

今年は約15人が参加しました

　産業能率大学友
とも

寄
よせ

ゼミがSDGs（持
続可能な開発目標）に配慮したイベン
トを大山阿夫利神社で開催。下社の客
殿と茶寮｢石

せき

尊
そん

｣で、固形手作り石けん
づくりをテーマに、リアルタイム写真
共有サービス（フォトシュシュ）を活用
した、年齢･性別･価値観を超えた全員
参加型の異世代コミュニケーションを
実践しました。

（7月23日）

産能大の学生が大山阿夫利神社で手作り石けんワークショップ

老若男女40人が色鮮やかな石けんを製作

｢はじめての日本語ボランティア｣講座を開催
　外国人住民に日本語を教えるボ
ランティアの養成講座です◇語学
力や海外生活経験は不問。市内の
ボランティア教室も紹介します
と　　き　9月3日･10日･17日･24
日、10月15日の毎回土曜日･全5回、
午後2時～4時
と こ ろ　中央公民館
定　　員　20人（申込順）
申し込み　市役所1階の担当で配

布する申込書を記入しファクシミ
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（水）
▪担市民協働課

94-4714 97-4321
s-kyoudou@isehara-city.jp

令和4年度の畜産まつりは中止します
　毎年11月の第3土曜日に開催し
ている畜産まつりは、牛の乳搾り
体験など、畜産業とのふれあいや
交流を中心としたイベントです。
このため、新型コロナウイルス感
染症の拡大リスクを回避すること
が困難であることから、来場者や
関係者の健康と安全を最優先し、
本年度の開催を中止します。

　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◇同時開催を予定してい
た催し（サポセンフェスタ、ストッ
プ温暖化展、健康バス測定会、子
育て応援フェスタ）については詳
細が決まり次第、各担当からお知
らせします。
▪担農業振興課 94-4664

　広報いせはらでは伝えきれない、
フォトニュースや行政情報を随時お
知らせしています。市ホームページ
のトップページ｢公式SNS｣の各アイ
コンをクリックしてご覧ください。 ▪担広報戦略課 94-4864

フェイスブック･ツイッターなどで市の情報を発信中

YouTubeTwitterFacebook

熱中症に注意
こまめな水分補給を

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。

▪担
健
康
づ
く
り
課

94-
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要
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診
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え
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い
ま
せ
ん
か

医
療
機
関
や
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診
会
場
は
、
感
染
対
策
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
命
と
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康
を
守
る
た
め
、
必
要
な
治
療
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健
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必
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け
て
く
だ
さ
い
。
迷
っ
た
と
き
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。



対　象　3回目接種から5カ月以上経過した①60歳以上の人②18歳～59
歳で基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人
③医療従事者や高齢者施設などの従事者※①の人には一律で接種券を
発送します。②③の人や他自治体で3回目接種を受けた後に伊勢原市に
転入した人が接種を希望する場合は、接種券発行の申請が必要です。
　詳しくは、コールセンター（ 0570-090-655、 午前8
時45分～午後5時)にお問い合わせいただくか、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｣をご覧ください◇右のQRコードからも申
請できます

　気候変動の影響により、私たちは一年を通して局地的な大雨や台風と
いった風水害の危機にさらされています。頻発化･甚大化する自然災害
に備え、命を守るためにどう行動すべきかを考え、日ごろからしっかり
と準備しておくようにしましょう。
ハザードマップでリスクを確認し、早めの自主避難を
　日本国内では、昨年も風水害により多くの尊い命が失われました。そ
の多くは土砂災害と、大雨の際に外出して起きた事故によるものです。
　｢避難｣とは安全を確保することを意味し、自宅から動かない方が安全
な場合もあります。「自身の身を守る避難｣は各家庭によって状況は異な
ります。
　｢洪水･土砂災害ハザードマップ｣と｢内水ハザードマップ｣で自宅周辺
を確認し、避難が必要か、避難する場合はどこに行くべきか確認しましょ
う。自宅が危険な場合は、安全な場
所に住む親戚の家など、災害時に滞
在させてもらえるよう、事前に決め
ておくことも有効な手段です。
　市からの避難情報を待つことな
く、常に気象情報に関心を持ち、早
めの自主避難を心がけましょう※
ハザードマップは市ホームページ
｢防災･災害｣で確認できます
さまざまなサービスで情報を収集しましょう
　雨が降り出したら気象情報に注意してください。テレビやラジオ、イ
ンターネットで最新の情報を収集しましょう※市内の雨量は市ホーム
ページ「いせはら雨量観測マップ」で確認できます
防災いせはらテレホンサービス 050-3204-1788
　24時間以内に放送された防災無線の内容を確認することができます｡
いせはらくらし安心メール
　右のQRコードから登録すると、防災･防犯などの緊急情
報がメールで届きます。そのほか、市民生活に役立つ情報
についても、その他行政情報としてお知らせしています。
あらかじめ登録しておくようにしましょう。
市LINE公式アカウント
　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。
家庭で備蓄をしましょう
　風水害に限らず、大地震や新型コロナウイルスによる自宅療養などに
も備え、約3日～10日間の非常用食料や日用品などを常に備蓄しておく
ようにしましょう。
▪担危機管理課 94-4865

台風シーズンに備えましょう

　県は、8月2日に｢かながわBA.5対策強化宣言｣を発出しました。第7波
の感染拡大により、市内においても診療を求める多くの人で、医療機関の
窓口は大変込み合っています。この状態が今後も続けば、病床や医療従事
者などの医療資源を、重症化リスクの高い人に重点化しなければなりませ
ん。引き続き次の基本的な感染症対策をお願いします。
◆適切なマスク着用を◆効果的に換気する◆密集、密接、密閉を避ける◆
会食は少人数で短時間に◆マスク飲食を実践する◆若い人は3回目、高齢
者や基礎疾患などがある人は4回目のワクチン接種の検討を※ワクチンは
感染予防や重症化予防に効果があることが示されています
▪担健康づくり課 92-1117

勤務時間の大半は車で営業活動を行います 小さい部品は営業が至急納品します

友だち登録

DAILY SCHEDULE ▪若手社員のとある一日
One Day Of A Young Staff

　トラックなどの販
売を行う営業担当と
して活躍している 
浅海さんに、一日

のスケジュール
を伺いました。

 8:50～ 朝礼、ラジオ体操
 9:30～ 商談や営業などの販売活動
12:00～13:00 昼食
13:00～ 納品する車の準備 
　　　 (洗車や登録作業)
14:00～ 納車(車の説明やお祝いなど)
16:00～ 商談や営業などの販売活動
17:30～ 日報まとめ
17:50　 退社

▪会社情報 Company Profile
代 表 者　代表取締役社長 清

し み ず

水 亨
あきら

本社所在地　横浜市鶴見区安善町2丁目1番地7
設 立　昭和35(1960)年
業 種　卸売業
従業員数　332人◇令和4(2022)年4月時点

下糟屋東2丁目14番地 
0463-91-2811

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

神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社第6回

　当社は、三菱ふそう社製のトラック･バスの販売や
修理、中古車の販売や買い取り、純正部品などの販売
をしているほか、保険代理店も行っています。
　平塚市にあった湘南支店は当社では最大の支店であ
り、県中西部をカバーしていましたが、令和3(2021)年5
月に車でのアクセスがよい、この場所に移転しました。
　新しい湘南支店では、従来の倍近い面積を確保し、
最新鋭の施設と設備を整え、お客さまはもとより、従
業員にも満足してもらえる体制を整えています。

湘南支店 支店長
小
こ ば や し

林 慶
け い じ

司さん

充実した職場環境でトラックライフに貢献します

販売一課
浅
あ さ か い

海 拓
た く

実
み

さん

◇�次回は｢ヤマテック株式会社｣を紹介します

「かながわBA.5対策強化宣言」を発出中
市内の患者発生状況
患者数（累計） 8478人 ※8月5日現在

新型コロナウイルス関連情報 医療従事者なども4回目接種の対象になりました

空メールを送信

接種券申請フォーム

自主療養届出制度の活用を
　抗原検査キットなどのセルフテストで感染を確認した人は、県へ届け
出ることで、医療機関を受診することなく自主的に療養できます。症状
が悪化した場合は医療スタッフに相談できるほか、療養後
の保険請求も可能です。万一に備え、抗原検査キットや食
料品、解熱剤などの備蓄をしておきましょう。詳しくは県
ホームページ、または右のQRコードからご確認ください。 県ホームページ

伊勢原市内における感染状況
感染者数（週別）の推移 年代別感染者数割合（R4.7月）
（人）
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16.38%16.38%

14.67%14.67%
10歳未満10歳未満60歳代以上60歳代以上

10歳代10歳代

20歳代20歳代
30歳代30歳代

40歳代40歳代

50歳代50歳代

合計
2216人
合計
2216人

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1251号　令和4（2022）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


