
3 第1260号　令和5（2023）年1月1日

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・1/1〜3）

 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・1/1〜3）

 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。休日歯科
診療所でも歯周病検診･妊婦歯科検診を実施しています

乳幼児健康診査･相談� 1/5～25実施分
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、
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

集団がん検診（担当へ要申込）�

大腸がん検診▪対40歳以上の人▪費500円◇受付時間＝
午前8時30分〜11時、午後1時〜2時30分�乳がん検診

（マンモグラフィ）▪対40歳以上の女性▪費1500円◇受付
時間＝午前8時30分〜11時、午後1時〜2時30分�子宮
がん検診▪対20歳以上の女性▪費900円◇受付時間＝午
前8時30分〜11時、午後1時〜2時30分

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。

実施日 実施会場 検査項目
2/ 6(月) 伊勢原シティプラザ 大腸 乳 子宮

※午前･午後実施（定員に達している場合あり）。受付時間は目安
であり、実施会場や予約状況などで変動します

▪担子育て支援課 94-4637

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

項　目 対　　象 日程･受付時間
4カ月児
� 健康診査

令和 4年 8月16日〜31日生  1/17(火) 12：30〜
　13：30令和 4年 9月 1日〜15日生  1/24(火)

7カ月児
� 健康相談

令和 4年 5月 1日〜15日生  1/ 6(金)  9：15〜
　10：15令和 4年 5月16日〜31日生  1/20(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 3年 6月16日〜30日生  1/ 6(金)

12：30〜
　13：30

令和 3年 7月 1日〜15日生  1/20(金)
2歳児歯科
� 健康診査

令和 3年 1月 1日〜15日生  1/ 5(木)
令和 3年 1月16日〜31日生  1/19(木)

3歳児
� 健康診査

令和元年12月 1日〜15日生  1/18(水)
令和元年12月16日〜31日生  1/25(水)

オミクロン株対応ワクチン接種の検討を
感染症が流行しやすい季節です

　これまでの2年間、年末年
始を境に感染者が急増してい
ます。これに備えるため、重
症化リスクが高い高齢者はも
とより、若い人もオミクロン
株対応ワクチンの接種をおす
すめしています。
　希望する場合
は、早めの接種
をご検討くださ
い。予約方法な
ど詳しくは、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」、または上のQRコードからご覧ください。

　マイナンバーカードを用いて各種証明書を取得できる発行機を1月4日（水）
から、市役所1階ロビーに設置します。
利用可能な人　伊勢原市に住民票がある人
利用可能時間　�平日の午前8時30分〜午後5時、第2・4土曜日の午前8時30分〜

正午（年末年始とメンテナンス日を除く）

伊勢原市民専用の新しい証明書発
行機を設置します

新型コロナウイルス関連情報

▪担戸籍住民課 94-4713

証明書の種類 手数料
(1通当たり)

住民票の写し

300円
印鑑登録証明書
課税所得証明書※現年度のみ
戸籍の附票の写し※本籍が市内の人のみ
戸籍の謄本/抄本※本籍が市内の人のみ 450円

交付できる証明書 利用する際の注意事項
　暗証番号の入力を3回間違
えるとロックがかかり利用で
きなくなります。ロック解除
をするためには、本人が市役
所1階の担当窓口で手続き（暗
証番号再設定）をする必要が
あります。

　新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化している中、原油価格や電
気･ガス料金を含む物価高騰などの
影響を受け、事業収入などが減少し
ている小規模事業者に対して、事業
継続を目的として一律10万円を支給
します。
対象　市内の事業所で事業を営み、
次の全てに該当する小規模事業者
◆令和4年4月〜12月のいずれか1カ

月の売上または営業利益が令和元
（平成31）年･2年･3年のいずれかの同
月比で20％以上減少した
◆令和4年4月〜12月の売上または営
業利益の合計が令和元（平成31）年･2
年･3年のいずれかの同期より10万円
以上減少した
申請期間　1月16日（月）〜2月24日（金）�
※消印有効
▪担商工観光課 92-1113

小規模事業者臨時給付金（第3弾）

ごっくん離乳食教室
4カ月〜6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ
▪時1月30日（月）午後1時15分〜3時（受付は午後1
時〜）▪場市役所分室▪定15人（申込順）

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（金）から受け付け

日程･受付時間 会　場
�1/23（月）

10：00〜11：00

比々多保育園
26（木） 伊勢原南公民館
31（火） 大田公民館

�2/�2（木） 成瀬公民館
6（月）�9：50〜10：40 成瀬コミュニティセンター

　近年、救急車の出動件数と搬送人数はともに
増加しています。また、救急車で搬送された人
の約4割が、入院を必要としない軽症でした。
　救急車は限りある資源です。いざというと�
き、必要な人が必要な治療を受けられるよう、
救急医療の利用について考えてみませんか※緊
急性がある場合は、迷わず119番通報してくだ
さい。また、症状がひどくなる前に医療機関を
受診しましょう
救急受診アプリ「Q助」をご活用ください
　予期せぬ病気にかかったり、急にけがをした
りしたとき、「すぐに救急車を要請したほうが
よいか」「自家用車などで病院へ行くべきか」「自
宅で様子を見るべきか」といった判断に迷うこ
とはありませんか。
　消防庁が作成したスマートフォンアプリで、
該当する症状を画面上で選択して
いくと、緊急度に応じて必要な対
応が表示されます。消防庁のホー
ムページ、または右のQRコード
から利用することができます。
1/10～2/11 救急車適正利用普及啓発月間
　市では救急業務や救急医療に対する理解と認
識を深め、市民の皆さんが救急車を上手に利用
していただくために、令和2年度から独自の啓
発月間を定めてキャンペーンを実施しています。
　期間中はポスター掲示や公共施設に設置する
AEDの点検、心肺そ生法やAEDの取り扱いに
関する救命講習などを行います。
▪担警防救急課 95-9144

救急車の適正利用
にご協力ください

救急受診
アプリQ助

▪担健康づくり課 92-1117

発熱診療を行う医療機関について
　発熱やせきなどの症状がある人が適切に診療や検査を受けられ
るように、診療･検査が可能な医療機関を「発熱診療
等医療機関」として県が指定しています。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。
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12歳以上の初回接種完了者に対する
オミクロン株対応ワクチン接種率

県ホームページ

市ホームページ

ワクチン検査パッケージ･対象者全員検査等定着促進事業
　県では、帰省などによる感染拡大を防止する目的
で、1月12日（木）まで抗原定性検査を無料で実施し
ています。実施場所など詳しくは、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

� （令和4年12月20日時点）


