
　市パブリックコメント制度（市民
意見提出制度）に基づき、計画案な
どに対するご意見を募集します。
閲 覧 場 所　各担当か市役所1階
ロビー、各公民館、図書館、市民活
動サポートセンター※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　12月21日（水）～令和
5年1月20日（金）※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（〒259-1188
※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。
第3次伊勢原市環境基本計画（案）
　環境保全などのための施策を総合
的･計画的に進めるため、国の地球
温暖化対策計画やエネルギー基本計
画の改定などを踏まえ、令和5年度
から開始する新たな計画です。
▪担環境対策課（市役所2階）

94-4737 95-7613
kankyou@isehara-city.jp

第5期伊勢原市地域福祉計画（案）
　社会福祉法に基づく法定計画で、
地域福祉の推進を目的に、地域にお
ける福祉の推進に係る施策を横断的
に取り扱う計画です。
▪担福祉総務課（市役所1階）

94-4718 95-7612
f-soumu@isehara-city.jp

第4次伊勢原市食育推進計画（案）
　食育基本法に基づく法定計画で、
食育に関する施策を総合的･計画的
に推進するための計画です。
▪担健康づくり課（市役所分室1階）

94-4609 93-8389
kenkou@isehara-city.jp

第3期伊勢原市市民生涯スポーツ推
進計画（案）
　誰もが、いつでも、どこでも生涯
にわたりスポーツに親しめる環境づ
くりを、市民と協働で推進するため
の計画です。
▪担スポーツ課（市役所分室2階）

94-4628 93-8389
sports@isehara-city.jp

消防出初式
式　典　午前9時30分～
演　技　午前10時10分～
ところ　総合運動公園自由広場
※荒天時は、午前10時から式典のみ
市体育館大体育室で実施します
▪担消防総務課 95-9143

新春市民の集い
　新しい年の門出をみんなで祝いま
しょう。叙勲受章者などの紹介があ
ります。
式　典　午前11時10分～
ところ　市体育館小体育室
▪担秘書課 94-4843

　ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

　これまでの2年間、新型コロナウイルス感染症の陽性者は年末年始に増
加しています。人の移動が集中し、「密」を避けられない状況になる場合が
あるため、できるだけ帰省や旅行は分散するようご協力をお願いします。

県によるLINEコロナお知らせシステムの運用が停止
　陽性が判明した人と同じ時期に施設を利用していたことが分かった場合
にお知らせするシステムの運用が、12月12日に停止しました。
▪担健康づくり課 92-1117

1/8（日） 消防出初式･新春市民の集い

引き続き、「密」にご注意ください

パブリックコメントにご意見を

重症化リスク　次に該当する病気などを指します。　
◆糖尿病◆慢性呼吸器疾患◆心血管疾患◆慢性腎臓病◆肥満(BMI30
以上)◆悪性腫瘍◆免疫機能の低下◆脳血管疾患◆喫煙歴◆高血圧◆
脂質異常症

　9月28日～10月11日にイトーヨー
カドー伊勢原店で開催した「いせは
ら景観写真展」で、皆さんの投票と
審査会の審査により次の人が受賞し
ました※敬称略。「みんなが選んだ
景観賞」は氏名のみ掲載
▪担都市政策課 94-4739
小･中学生の部（応募作品522点）
市長賞◆勝沼花凪（成瀬小4年）「パパ
と私の遊び場」
教育長賞◆早坂帆禾（大山小5年）「お
下り」
観光協会会長賞◆大谷陽太（自修館
中1年）「夏の入り口」
審査委員特別賞◆高橋勇晴（伊勢原
小4年）「大山とチョウ」◆石井輝幸

（伊勢原中3年）「夜の伊勢原」
みんなが選んだ景観賞◆岩淵玲奈

（伊勢原小4年）◆大津惺南（高部屋小
4年）◆梶真緒（同）◆富井もも香（同）
◆奥佑斗（同）◆髙宮和寿（桜台小4

年）◆佐藤月羽妃（成瀬小4年）◆坂本
愛莉(同5年）◆渡辺由梛（同）◆山並
凌（同）◆奥谷真翔（石田小4年）◆松
岡咲良（同6年）◆名取世都（大田小4
年）◆鈴木仁翔（竹園小6年）◆屋敷龍
希（比々多小6年）◆清水菜那（同）◆ 
大辻紗衣（緑台小6年）◆服部有真
(同)◆須貝響（中沢中3年）◆千原玲
菜（成瀬中1年）◆坂本岳斗（同2年）
一般の部（応募作品79点）
市長賞◆谷口俊恭「秋から冬への
パッチワーク」
教育長賞◆川戸光久「火の玉ボーイズ」
観光協会会長賞◆高山明照「真冬の
日向薬師」
審査委員特別賞◆若井孝「ちょっと
待った!」
みんなが選んだ景観賞◆鍛代尚生◆ 
穂積守久◆高津弘人◆島田雅裕◆沼
田勝子◆森久保良子◆小瀬村一郎◆ 
神戸信義

年末年始における大山ケーブルカーの 
運行時間
◇令和5年1月1日（日）午前5時～午後
5時30分◇1月2日（月）～5日（木）午前
8時30分～午後5時30分※12月31日 

（土）の夜間運転はありません

伊勢原駅観光案内所（駅ナカ クルリ
ンハウス） 95-5333
年末年始も営業を行っています。
営業時間　午前9時～午後5時※1月1日 

（日）～3日（火）は午前10時～午後3時
▪担観光協会 73-7373

　大山の山頂は、県内で最も早く初日の出が見られる場所です。新春は、
大山からのご来光を仰いでみませんか※大山山頂公衆トイレは令和5年4月
上旬まで、給水管の凍結防止のため閉鎖しています

大山山頂からの初日の出

｢いせはら景観写真展｣の受賞作品

予想時刻午前6時45分頃

自己検査を推奨する人
　重症化リスクが低い人は、検査
キットで自己検査を行い、陽性の
場合は｢陽性者登録｣をすることが
できます。キットの販売
薬局などは、県ホームペー
ジまたは右のQRコード
からご覧ください。

医療機関の受診を推奨する人
　次に該当する人は医療機関を受
診してください※発熱診療を行う
機関は、県新型コロナウイルス感
染症ダイヤル( 0570-056774、24
時間受付)でご確認ください
◆65歳以上◆妊娠している◆小学
生以下◆重症化リスクがある

新型コロナウイルスに感染したかもと思ったら…

県ホームページ

年末年始特別警戒期間（1月3日まで）
　家を留守にする機会が多くなる時期です。空き巣はこうしたタイミン
グを狙っています。短時間の外出でも確実に施錠しましょう。特殊詐欺の
前兆電話や架空請求詐欺のハガキにも、引き続き注意が必要です。
　一人一人が防犯意識を持ち、被害に遭わないよう心がけましょう。
▪担市民協働課 94-4715

歳末火災特別警戒期間（12月25日〜31日）
　空気が乾燥し、火災が起こりやすくなる季節です。火災から命や財産を
守るため、火の元には十分注意しましょう。
▪担警防救急課 95-9124

休日夜間急患診療
　12月29日（木）～令和5年1月3日

（火）は、伊勢原シティプラザ内に
ある休日夜間急患診療所など（1次
救急）の診療は「休日扱い」となり
ます（表参照）。休日歯科診療所で
は歯周病検診と妊婦歯科検診も受
けられます。なお眼科・耳鼻咽喉
科（9：00～16：30）と2次救急の当番
医は、消防署（ 95-2119）にお問
い合わせください。
▪担健康づくり課 94-4616

診療機関など 受付時間
休日夜間急患診療所

93-5019
内科･小児科･外科

 9：00～11：30
14：00～16：30
19：30～22：45

休日歯科診療所
95-3121

 9：00～11：30
13：00～16：30

休日夜間薬局
95-7551

 9：00～17：00
19：30～23：00

※受診後は、必ずかかりつけ医を受診し
てください

年末年始のお知らせ

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 101,309（−34）
●世帯数 46,357（−34）
※ 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

12月1日現在 
（　）は前月比
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神奈川県企業庁LINE公式アカウント
ダムの放流情報や断水などの緊急情
報を配信しています。水道の使用開
始･休止の申請手続きやインター
ネットでの口座振替申込みなども
トーク画面から利用可能です。詳し
くは問い合わせ先のホー
ムページをご覧ください
◇右のQRコードから友
だち登録できます
▪問県企業庁総務室 045-210-7025
▪担経営企画課 94-4845

償却資産の申告書を発送
市内で事業を営んでいる人は、令和
5年1月1日現在所有する事業用の償
却資産について申告が義務付けられ
ています。4年度までに申告してい
る人には、12月下旬に申告書類を送
付します。新たに資産を取得した人
や市内に事業所を開設した人で、申
告書が届いていない場合は、担当に
連絡を◇申告期間＝令和5年1月4日

（水）～31日（火）
▪担資産税課 74-5469

家屋の固定資産税の減額措置
住宅の省エネ、バリアフリー、耐震
改修工事や認定長期優良住宅の新築
を行った場合に、一定の要件を満た
し、申告することで固定資産税が軽
減されます。詳しくは担当へ。
▪担資産税課 74-5469

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。12/15～1/14
図書館 12/19･26･29~1/3･10･11 ※1/4は正午から開館

子ども科学館 12/19･26･29~1/3･10･11
市民文化会館 12/19･26･29~1/3･10
公民館 12/19･26･28~1/4･9 ※12/19は中央･大田公民館のみ開館

市体育館 12/19･26･28~1/4
いせはらサンシャイン・スタジアム R5.3/9まで休場
武道館 12/19･26･28~1/4
行政センター体育館・弓道場 12/26･28~1/4･9 ※体育館はR5.3/31まで一般利用を休止

宝くじの助成金を活用して備品を
購入
宝くじの社会貢献広報事業で、宝く
じの受託事業収入を財源としたコ
ミュニティ助成金を次の団体の事業
に活用しました。
大句自主防災会（自治会）
防災資機材とし
て浄水器を整備
しました。
▪担危機管理課
94-4865

つきみ野自治会
卓球台や折りた
たみテーブル、
折りたたみ椅子、
発電機などを整
備しました。
千津北自治会
イージーアップ
テントやテーブ
ル、折りたたみ
椅子などを整備
しました。
▪担市民協働課 94-4714

離婚時の年金分割制度
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年
金を分割して、それぞれの年金にす
ることができます。分割するために
は、離婚後2年以内の手続きが必要
です。お早めに年金事務所で相談を
▪対婚姻期間中に厚生年金保険料の納
付がある人
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

児童扶養手当の請求を
離婚や死別などで父または母と生計
を別にする18歳未満（中度以上の障
がい児は20歳未満）の児童を監護し
ている父･母･養育者は、所得に応じ
て手当を受けられます。公的年金を
受けられる人で、年金額が手当額よ
り低い場合はその差額分を受給でき
ます。また、受給資格者が障害基礎
年金や障害補償年金などを受けてい
る場合、子の加算額と手当額を比較
し、差額分を受給できます。受給に
は認定請求が必要です。所得制限な
ど詳しくは、担当へ。
▪担子育て支援課 94-4633

幼児教育･保育の無償化に伴う利
用料を助成（10月～12月分）
施設等利用給付認定「新2号」「新3号」
を受け、10月～12月に幼稚園の預か
り保育、認可外保育施設、保育所の
一時預かり、病児･病後児保育、ファ
ミリー･サポート･センターの預かり
を利用した場合の利用料を助成しま
す。必要書類など詳しくは、担当へ
◇受付場所＝市役所1階の担当▪締令
和5年1月25日（水）※助成額に上限あ
り。幼稚園の預かり保育の申請は、
各施設へ
▪担子ども育成課 94-4638

伊勢原駅自由通路の有料広告を募集
毎日多くの人が行き交う伊勢原駅の
自由通路に、有料広告制度を活用し
てPRしてみませ
んか。申込方法
など詳しくは、
問い合わせ先へ
◇掲出場所＝①
南口エスカレー
ター上壁面②北
口エスカレーター
上壁面A◇規格＝①縦1118mm以内
×横3000mm以内（分割での申し込
み可）◇広告料＝①24万2000円②19
万8000円（税込み。いずれも6カ月当
たり）
▪問株式会社小田急エージェンシー
03-3346-9991

▪担市街地整備課 94-4764

12/28～1/4の小･中学校閉庁について
期間中、市内の小･中学校では対外
的な業務を行いません。連絡などは
令和5年1月5日（木）以降にお願いしま 
す※緊急時は担当にご連絡ください
▪担学校教育課 74-5214

小･中学校で任用する教職員の登
録受付
小･中学校で任用する臨時の教職員
(教諭、養護教諭、学校栄養職員、
学校事務職員)の登録を受け付けま
す※法改正により、7月1日以降、所
有している教員免許状は生涯有効と
なりました▪申電話で予約後、履歴書
など必要書類を持参し直接市役所5
階の担当へ▪締令和5年3月31日(金)
▪担学校教育課 74-5214

住宅火災を知らせる警報器の取り
替え時期にご注意ください
住宅用火災警報器の電池の寿命は概
ね10年とされています。「いざ」とい
うときに適切に作動するよう、定期
的に作動確認をしましょう。
▪担消防本部予防課 95-2118

地域文化財総合活用推進事業
文化庁の補助金を活用した、地域の
伝統行事や民俗芸能にかかる用具の
修理や衣装の新調などを
行う事業を募集▪締12月22
日（木）◇詳しくは市ホー
ムページ「文化財サイト」
または右上のQRコードからご覧く
ださい
▪担教育総務課 74-5109

放送大学4月入学生を募集
テレビ放送やインターネットによる
通信制の大学▪対15歳以上の人▪締【第1
回】令和5年2月28日（火）【第2回】3月
14日（火）
▪問放送大学神奈川学習センター
045-710-1910

▪担社会教育課 93-7500

令和4年分の還付申告について
令和5年1月4日（水）から所得税の還
付申告の提出を受け付けます◇郵送

（〒254-8533平塚市浅間町9-1）も可
▪場平塚税務署（平塚市庁舎2階窓口
内）▪対給与所得者で医療費控除の申
告を行う人や中途退職をして年末調
整を行っていない人など※医療費控
除の申告は、医療費通知または医療
費控除の明細書の添付が必要です
確定申告はご自宅からe-Taxで
例年、申告書作成会場は大変混雑し
ます。新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点からも、自宅からパソ
コンやスマートフォンで申告できる
e-Taxをご利用ください。
▪担平塚税務署 22-1400

いせはら市民ファンド　＊敬称略
◇明治安田生命保険相互会社･51万2
千円
▪担財政課 94-4862

講座・教室
イベントなど

映画「めぐみ」上映会
引き裂かれた家族の30年▪時令和5年2
月22日(水)午後2時～4時◇開場は午
後1時15分▪場市民文化会館小ホール
▪申ハガキに映画名、氏名(ふりがな)、
住所、連絡先（電話番号とメールア
ドレス）を明記し、問い合 
わせ先（〒254-0073平塚市
西八幡1-3-1）へ◇右のQ 
Rコードからも申込可能
です▪締令和5年2月3日（金）
▪問湘南地域県政総合センター県民･
防災課 22-9194
▪担人権･広聴相談課 94-4716

ぴあ･こすもす市民公開講座
映画「ピア まちをつなぐもの」の上
映会と講演▪時令和5年1月18日（水）午
後1時30分～4時▪場市民文 
化会館小ホール▪定100人
（申込順）▪申電話で◇右
のQRコードからも申込
可能です
▪担介護高齢課 94-4725

「自分で決める自分の最期」市民向
け講演会
住み慣れた地域で自分らしい人生を
送り、自分らしい最期を迎えることに
ついて、一緒に考えてみませんか▪時
令和5年1月28日（土）午後1時30分～ 
4時10分▪場市民文化会館小ホール▪対
市内在住･在勤の人150人

（申込順）▪申電話で◇右の
QRコードからも申込可
能です
▪担介護高齢課 94-4725

子育てワークショップ「子どもの
心のコーチング」
「子どもの幸せな自立のために育て
たい3つの力」をテーマに、子どもと
の関わり方や子育てのヒントを学ぶ
◇NPO法人ハートフルコミュニケー 
ションによるワークショップ▪時①令
和5年1月27日（金）②2月21日（火）③3
月24日（金）の午前10時～正午※託児
あり。1日のみの参加可。テーマは
日程ごとに異なります▪場①②市民文
化会館③中央公民館▪対小学生までの
子がいる保護者各回12人（申込順）▪申
電話または市LINE公式アカウント

「申請・予約」から
▪担子育て支援センター 74-5558

ミニ観察会
グリーン･インストラクターと植物
や生き物を観察▪時12月25日（日）午前
10時～正午◇集合･解散＝いせはら
塔の山緑地公園パークセンター※当
日受付、雨天中止
▪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

普通救命講習会Ⅰ
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、再受講可▪時令和5年1月19日

（木）午後1時～4時▪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1月12日（木）
▪担警防救急課 95-9144

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

●● イ ベ ン ト ●●

●生活習慣病予防講座
健康的でおいしい料理の紹介▪時令和
5年1月12日（木）･25日（水）午前10時～ 
11時▪場成瀬公民館▪対18歳以上の人▪申
電話か電子メールで
▪問ポプラグループ･田

た じ ま

嶋 070-8947-
3952 poplar123@ymail.ne.jp
●ジュニアスキー教室
日帰りバスツアーでスノースポーツ
を体験◇初心者歓迎▪時令和5年2月4
日（土）▪場サンメドウズ清里スキー場
（山梨県）▪対小学校3年生～中学生▪費
小学生1万7300円、中学生1万8300円
▪申電話か電子メールで 
▪問市スキー協会･佐藤 95-6541
ski-isehara2023@mx7.ttcn.ne.jp

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）。3月1日号分は1
月4日（水）から受け付けます。

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●

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。

友だち登録

②

①

市ホームページ

電子申請ページ

●市内の主な犯罪発生件数●

犯 罪 の 種 類 10月 1〜10月
特 殊 詐 欺 1  9（＋ 3）

空 き 巣 2 14（＋10）

車上狙いなど 2 22（＋10）

乗 り 物 盗 7 62（＋18）
伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

年末年始の休業・休館日（12/27~1/5） ●は利用不可

施設名など
12月 1月

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

市役所 94-4711(代) ● ● ● ● ● ●
コンビニ交付 ● ● ● ● ● ●
市役所駅窓口センター 91-5833 ● ● ● ● ● ●
いせはら市民活動サポートセンター 94-5300 ● ● ● ● ● ●
成瀬コミュニティセンター 95-5320 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
伊勢原北コミュニティセンター 94-4499 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
伊勢原南コミュニティセンター 95-5599 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ふるさとハローワーク 95-5652 ● ● ● ● ● ●
子育て支援センター 74-5558（事務局） ● ● ● ● ● ●
ファミリー・サポート・センター 74-5596（事務局） ● ● ● ● ● ●
老人福祉センター阿夫利荘 93-1006 ● ● ● ● ● ●
社会福祉協議会（成年後見権利擁護推進センター） 94-9600 ● ● ● ● ● ●

　地域貢献と環境整備を目的に市建設業協会の会
員29社73人が、市内道路区域内の路肩やのり面な
ど9地区16カ所で草刈りボランティアを行いました。
　1日がかりの作業で刈り取られた草（トラック11
台分）は、リサイクル業者に搬出し、家畜の飼料
やたい肥の原料として活用されます。

（11月10日）

一般社団法人伊勢原市建設業協会が草刈りボランティアを実施

　10月のプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマ
リーンズからドラフト1位指名された専修大学
の菊

き く ち

地吏
り

玖
く

投手が市長表敬訪問に訪れました。
　菊地選手は「全力で腕を振って1軍で活躍し、
日本一に貢献したい。新人王を獲得し、再び報
告に来られたら」と話しました。

（11月16日）

千葉ロッテからドラフト1位指名された専修大の菊地投手が表敬訪問

　市民の企画運営による「第9回いせはら芸術花
火大会」が、総合運動公園で3年ぶりに開催され
ました。
　内閣総理大臣賞を2度受賞しているメロディ
花火の老舗「磯

いそがい

谷煙
え ん か て ん

火店」による華やかなスター
マインやハーモニー花火、メッセージ花火が伊
勢原の夜空を華麗に彩りました。

（11月19日）

3年ぶりに復活、夜空に輝く芸術の華

キックボクササイズ教室
音楽に合わせてキックボクシングの
動きを取り入れた体幹運動エクササ
イズ▪時令和5年1月12日～2月16日の
毎週木曜日･全6回、午前10時30分～
11時30分▪場市体育館▪定30人（申込順）
▪費3000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
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①
12月24日（土）②12月
25日（日）③令和5年1
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

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。

百人一首かるた大会
伊勢原みちのく会の指導により1対1
で対戦▪時令和5年1月21日(土)午後1
時30分～◇開場は午後1時▪対小学生
以上の人20人（申込順）

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

12/17（土）･18（日） 10：30◎/13：30○/
15：30★

12/24（土）･25（日） 10：30□/13：30△/
15：30◎

12/27（火）･28（水） 13：30△/15：30◇

◎＝ 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」

〇＝ 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「めざせ!?火星ライフ」
□＝ 親子･一般向け番組「ぼのぼの 宇宙から

来た友達」
△＝親子･一般向け番組「ハナビリウム」
◇＝ 親子･一般向け番組「この空に願いを込

めて」※市立中学生は無料で観覧可能

検診・
教室など

令和4年度高齢者肺炎球菌ワクチ
ン定期接種がまもなく終了します
接種期限は令和5年3月31日（金）まで
です。市内と近隣市の一部医療機関
で1回接種することができます▪対①
令和5年3月31日までに65歳･70歳･75
歳･80歳･85歳･90歳･95歳･100歳にな
る人で1回も接種したことがない人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓、
腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫機能に障がいがあ
り1回も接種したことがない人※①
の人は事前に送付した接種券が必要
です。②の人は接種前に担当へご連
絡ください▪費3000円 
▪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（人数制限あ
り）◇令和5年1月分の相談は12月20
日（火）から受け付けます
日　時 会　場

12/21（水）
 9：30～10：30 中央公民館
12/22（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

 1/11（水）
13：00～14：00

中央公民館
※ 1歳未満児と妊婦のみ
対象

 1/16（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

電子申請ページ

電子申請ページ

電子申請ページ

卓球台

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

後期高齢者医療保険料･････6期分

●納期のお知らせ●

納期限 1月4日（水）

イージーアップテント

　伊勢原中部地域包括支援セン
ターとだいろくコミュニティ広
場 来るりんが次の住所に移転し
ました※電話番号やFAX、担当
地区の変更はありません
新住所　伊勢原市伊勢原2-7-31 
伊勢原シティプラザ1階
▪担介護高齢課 94-4725

伊勢原中部地域包括
支援センターが移転

　1月1日号は発行日当日に配布で
きない場合があります。
　あらかじめ、ご了承ください。
▪担広報戦略課 94-4864

広報いせはら戸別配布利用者の皆さまへ

▪担
土
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課
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1月
4日 防災いせはらテレホンサービスを開始
9日 消防出初式･新春市民の集い
10日 成人式を2部制で開催（1019人が新成人に）★
16日 伊勢原駅伝競走大会
21日 専修大学とスポーツ･健康に関する協定を締結
21日 県内にまん延防止等重点措置の適用（3月21日

まで）
24日 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
24日 株式会社カナコーから企業版ふるさと納税に

よる寄付金を受納
28日 株式会社関野建設から企業版ふるさと納税に

よる寄付金を受納

2月
◇�まん延防止等重点措置が発出される中、各イベン
トをオンラインで開催
15日 株式会社エーブレインと災害時協定を締結

3月
◇地域景観資源に能満寺の紅葉を登録
◇大山登山マラソンが中止に
16日 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
20日 県道611号�大山バイパスが全線開通★
22日 ウクライナにおける人道危機に対する市長声

明文発表、募金箱設置

4月
1日 総合運動公園自由広場のグラウンド整備とみ

んなのトイレ新設★
2日 インターネットで市税や保育料などの口座振替

手続きが可能に
9日 高部屋神社の石積みが日向石を再利用して改

修･お披露目
16日 日向薬師･宝城坊春季例大祭（寅年のため、あ

わせて稚児行列も）
16日 新東名高速道路�伊勢原大山IC～新秦野IC間が

開通
28日 「『鎌倉殿』と伊勢原の文化財」特設サイトを公開

5月
◇�市内の新型コロナウイルス感染者数（累計）が5000
人を超える

◇�（仮称）伊勢原市第6次総合計画基本構想の骨子案が
まとまる

26日 大山山頂広場の整備が完了★

6月
10日 伊勢原中出身で東海大学4年生の飯澤千翔さん

が日本陸上競技選手権大会男子1500ｍで優勝
12日 千葉ロッテマリーンズの佐藤奨真さん（専修大

学野球部出身）がプロ初勝利をあげる

7月
◇�3月に日本発条株式会社から受納した企業版ふるさ
と納税で本庁舎1階に個室型授乳室を設置★
2日 新型コロナウイルスワクチンの4回目接種を集

団接種会場で開始
2日 トランポリン選手の堺亮介さん（山王中出身）

がワールドカップ（スイス）男子シンクロナイ
ズド優勝

10日 第26回参議院議員通常選挙
29日 大山詣りが日本遺産の認定継続を受ける

8月
◇�市内の新型コロナウイルス感染者数（累計）が1万人
を超える

◇市ホームページにごみ分別ガイドを公開
2日 かながわBA.5対策強化宣言が発出される

11日～14日 大山絵とうろうまつりが3年ぶりに開催★

9月
◇地域景観資源にこま参道やとうふ坂など6件を登録
◇�新型コロナウイルス小児ワクチンの3回目接種を
開始

◇�新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチンの
接種を開始

15日 市LINE公式アカウントがリニューアル
30日 市役所正面玄関横の自動交付機を廃止

10月
1日･2日 第55回記念伊勢原観光道灌まつりを3年

ぶりに開催（太田道灌公役に勝俣州和さ
ん、北条政子役に島崎遥香さん）★

19日 伊勢原工業団地協同組合が創立50周年
記念式典を開催

24日 放課後子ども教室（いせはら未来っ子ク
ラブ）たかべや教室開校

11月
◇新型コロナウイルス乳幼児ワクチンの接種を開始
1日～30日 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
5日～20日 子育て応援フェスタをオンラインと来

場型で開催
8日 中栄信用金庫から企業版ふるさと納税

による寄付金を受納
12日～14日 ねんりんピックかながわ2022剣道交流

大会★
15日 2022プロ野球ドラフト会議で専修大学

野球部の菊地吏玖さんが千葉ロッテマ
リーンズから1位指名

16日 株式会社リップルコミュニティから企
業版ふるさと納税による寄付金を受納

19日 いせはら芸術花火大会が3年ぶりに開催
19日～27日 大山紅葉ライトアップ
26日･27日 サポセンフェスタ2022

27日 石田商工振興会プレミアム商品券の販
売･利用開始

12月
1日 市商店会連合会が「伊勢原駅チカいきい

きプレミアム商品券第2弾」を開始
3日 ふれあい福祉まつり

7日～29日 いせはら乗るたびスマイルキャンペー
ンで大山ケーブルカー往復乗車券購入
者にクーポン券を配布

11日 市民走れ走れ大会
16日～ 石田商工振興会が愛甲石田駅前でイル

ミネーションを実施
18日 アテネ五輪･金メダリストの室伏広治氏

による講演会
※12月のできごとは予定のものがあります

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1259号　令和4（2022）年12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

市LINE公式アカウントの
登録は右のQRコードから
『友だち登録』を

２０２２年 伊 勢 原 の で き ご と
今年もたくさんの出来事がありました。一年を振り返ってみましょう。 ★印は写真を掲載

撮影／小林厚美さん（市民広報カメラマン）

撮影／中村隆成さん（市民広報カメラマン）

｢あなたが選ぶ! いせはら2022 10大｢あなたが選ぶ! いせはら2022 10大
ニュース｣に投票をお願いしますニュース｣に投票をお願いします

　市ホームページ｢市へのご意見webアンケー
ト｣から、5件まで投票できます。
結果は12月中に市ホームページ上
で発表します※右のQRコードから
も投票ページにアクセスできます
締め切り　12月19日（月）
▪担広報戦略課 94-4864

市ホームページ


