
　1月20日、文化審議会文化財分科会は「大山こまの製作技術」を「記録作成
等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択することについて、文化庁
長官へ答申しました。
大山地区において継承されてきた木工土産品「大山こま」
　独特の形状や彩色がある大山こま。その製作技術が認められ、平成29

（2017）年に市指定文化財となっています。
　この特徴的な製作技術について、地域的特色が顕著であり、わが国にお
ける挽

ひ き も の

物や木工品製作の技術を理解する上で重要であると評価され、国の
文化財に選択されることとなりました。
　今後は文化庁や県からの支援のもと、報告書や映像などの記録作成を進
めていく予定です。

▪担教育総務課 74-5109

　令和5年度の市県民税申告と令和4年分の確定申告の受け付けが始まりま
した。提出期限は3月15日（水）です◇感染症対策のため電子申告（e-Tax）
や郵送での提出にご協力ください
▪担市民税課（〒259-1188※住所欄の記入は不要） 74-5429（市県民税申告）
　平塚税務署（〒254-8533平塚市浅間町9-1） 22-1400（確定申告）
市県民税の申告
と　き　3月15日（水）までの平日、午前8時30分～午後5時
ところ　市民税課（市役所1階）
◇申告書の作成や税額の試算ができる「住民税試算システム」を市ホーム
ページ「くらしのガイド」→「市民税」→「令和5年度個人市県民税の試算と申
告書の作成ができます」に掲載しています。ぜひ、ご活用ください
所得税の確定申告相談･提出
　来場時はマスクの着用にご協力ください。
平塚税務署での受付
と　き　3月15日（水）までの平日※2月19日（日）･26日（日）は実施
【提出】午前8時30分～午後5時
【相談】午前9時～午後5時（状況により締め切りが早まる場合あ
り。受付は午前8時30分～午後4時）※相談には整理券が必要で
す。各日午前8時30分から会場で配布するほか、国税庁のLINE
公式アカウントからも入手できます
ところ　平塚市庁舎1階多目的スペース
市職員による確定申告相談会
と　き　2月16日（木）～3月15日（水）の平日※相談は月曜日を除く。2月23
日（木）は実施
【提出】午前9時30分～午後4時※予約不要
【相談】午前9時30分～正午、午後1時30分～4時※予約制
　希望する人は右のQRコードを読み込むか、電話（ 92-1112、
平日午前9時～午後5時）で前日までに担当へお申し込みください。
ところ
【提出】市民文化会館1階ロビー（正午からは展示室で受付）
【相談】市民文化会館展示室
対　象　給与所得者、年金受給者
◇開催期間中、確定申告作成コーナーを設置します。パソコンを2台配置
しており、自身で作成と提出が可能です（予約不要）。スマートフォンによ
る確定申告書作成のサポートも行います

市県民税･所得税に関する申告はお早めに

　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」または右のQRコー
ドからもご覧になれます
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◇電子申請も可能
第6次行財政改革推進計画（案）
　限られた経営資源で持続的に質の
高い行政サービスを提供するため、
効果的･効率的な行政運営を推進す
ることを理念とする計画案がまとま
りました。
意見提出期間　2月15日（水）～3月10
日（金）※消印有効
▪担経営企画課（市役所4階）

94-4846 93-2689
kikaku@isehara-city.jp

公共施設等総合管理計画（改訂案）お
よび公共施設再配置プラン（案）
　今後の人口減少や少子高齢化の進
行といった社会環境の変化に対応
し、公共施設を総合的･計画的に管
理する計画案がまとまりました。
意見提出期間　2月15日（水）～3月10
日（金）※消印有効
▪担公共施設マネジメント課（市役所4
階）

94-4851 93-2689
ks-m@isehara-city.jp

伊勢原市地域公共交通計画（案）
　現計画「地域公共交通網形成計画

（平成30年～令和4年）」が今年度で計
画期間満了となることから、国の法
改正（令和2年11月施行）を踏まえ、
次期計画「伊勢原市地域公共交通計
画（令和5年～9年）」を策定します。
意見提出期間　2月15日（水）～3月16
日（木）※消印有効
▪担都市政策課（市役所2階）

94-4739 95-7614
t-seisaku@isehara-city.jp

　4月9日（日）に県知事･県議会議員選挙が、23日（日）に市議会議員選挙が
行われます。障がいなどにより投票所に行くことが困難な人は、次の制度
を利用できます。
郵便等による不在者投票（身体に重度障がいのある人）
　次のような一定基準以上の重度障がいのある人や介
護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
は、自宅で投票できる制度があります。
　利用するには「郵便等投票証明書」が必要です。事前
に市選挙管理委員会で、交付申請の手続きをしてくだ
さい。既に証明書をお持ちの人は、有効期限を確認し
てください。
　郵便等投票の投票用紙の交付請求は、それぞれの投
票日の4日前までですので、早めに請求してください。

郵便等投票制度における代理記載制度
　郵便等による不在者投票ができ、身体障害者手帳の上肢または視覚の障
がいが1級（戦傷病者手帳では特別項症～第2項症）の人は、事前に市選挙管
理委員会に届け出た人（選挙権を有する人に限る）に代理で記載してもらう
ことができます。
▪担選挙管理委員会事務局 74-5273

パブリックコメントにご意見を� ｢大山こまの製作技術｣が国の｢記録作成
等の措置を講ずべき無形の民俗文化財｣に

第20回統一地方選挙が行われます

市内初

4月9日（日）・23日（日）
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身体障害者手帳の障がいの程度が次の人
 両下肢･体幹･移動機能の障がい 1級･2級
 心臓･じん臓･呼吸器･ぼうこう･直腸･小腸の障がい 1級･3級
 免疫･肝臓の障がい 1級～3級
戦傷病者手帳の障がいの程度が次の人

 両下肢･体幹の障がい 特別項症～
第2項症

 心臓･じん臓･呼吸器･ぼうこう･直腸･小腸･肝臓の障がい 特別項症～
第3項症

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 101,216（−12）
●世帯数 46,329（＋9）
※ 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 
（　）は前月比
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点訳広報、声の広報も製作しています



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1262号　令和5（2023）年2月15日第1262号　令和5（2023）年2月15日 23

会計年度任用職員を募集
市役所業務の事務補助や専門的な業
務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」か各担当
で配布する募集案内で確認を。
消費生活相談員
◇従事内容＝消費者からの事業者に
対する苦情に係る相談やあっせんに
関する業務など◇募集人数＝1人◇
任用期間＝4月1日から1年間▪締2月28
日（火）※応募資格あり
▪担人権･広聴相談課（市役所1階）
94-4717
校務整備員
◇従事内容＝小学校の環境整備◇募
集人数＝1人程度◇任用期間＝4月1
日から1年間▪締2月28日（火）
▪担教育総務課（市役所5階） 74-5104

市民農園の利用者を募集
八幡谷戸ふれあいガーデン（アグリ
パーク伊勢原）の利用者を募集。休
憩室やトイレを備えた管理棟や駐車
場があり、水道や農具も無料で利用
できます。市外在住の人も利用可能
◇募集区画＝①10㎡②30㎡③50㎡▪費
①年7000円②年2万1000円③年3万5 
000円▪申電話で問い合わせ先へ
▪問アグリメディア 0120-831-296
▪担農業振興課 94-4648

後期高齢者医療制度の早期加入
一定の障がいがある65歳～74歳の人
は後期高齢者医療制度に早期加入す
ることで、保険料や医療機関での自
己負担額が下がる場合があります▪対
身体障害者手帳1級～3級か4級の一
部、療育手帳A1･A2、精神障害者保
健福祉手帳1級･2級の交付を受けて
いる人、障害基礎年金1･2級を受け
ている人▪申健康保険証、障がいの程
度を証明するもの（各種手帳や障害
年金証書）を持参し直接市役所1階の
担当へ
▪担保険年金課 94-4521

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

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 2/20･24･27、 3/6〜10･13 ※3/7～10は資料特別整理休館
子ども科学館 2/20･24･27、 3/6〜10･13 ※3/7～10は施設点検休館
市民文化会館 2/20･27、 3/6･13
公民館 2/20･23･27、 3/6･13 ※中央公民館は2/20、3/6･13は開館

※大田公民館は2/20、3/6は開館
市体育館 2/20･27、 3/6･13
いせはらサンシャイン・スタジアム 2/15〜3/9･13
武道館 2/20･27、 3/6･13
行政センター体育館・弓道場 2/27、 3/13 ※体育館は6/30まで一般利用を休止

家畜堆肥を有効活用しましょう
家畜堆肥には、肥料の基本3要素で
ある窒素やリン酸、カリウムといっ
た栄養分が多く含まれています。肥
料としてだけでなく土壌改良の効果
もあり、柔らかい土になることで水
分と肥料成分が保持され、植物が元
気に育ちます。環境負荷低減を推進
するための「みどりの食糧システム
戦略」では、化学肥料の使用量を減
らす取り組みを推奨しており、家畜
堆肥を活用していただくことで、市
内の畜産農家を応援していただくこ
とにもなりますので、畑作や家庭菜
園などにご活用ください。詳しく
は、市ホームページ「産業･ 
まちづくり」→「農畜産
物」、または右のQRコー
ドからご確認ください。
▪担農業振興課 94-4664

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

寄付　＊敬称略
いせはら市民ファンド
◇株式会社榎倉住宅･500万円◇平塚
信用金庫・20万円◇ぽけっと＆R.I. 
P･1万300円
▪担財政課 94-4862
福祉のいずみ基金
◇神奈川県自転車商協同組合･9000円
▪担福祉総務課 94-4718

講座・教室
イベントなど

遺跡調査報告会
今年度発掘された遺跡を公益財団法
人かながわ考古学財団の発掘担当者
などが解説▪時3月4日（土）午後1時30
分～4時30分▪場中央公民館▪定100人

（先着順）
▪担教育総務課 74-5109

乳牛共進会（コンテスト）
3月1日（水）に開催を予定しています
が、昨年と同様に一般公開を行わ 
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

▪担青少年課 94-4647

彫
ちょうし

紙アート体験教室
アートナイフ1本で半立体的な絵の
カレンダーを作る▪時3月7日（火）午前
10時～正午▪場伊勢原南公民館▪定8人

（申込順）▪費800円▪締2月28日（火）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

元気な伊勢原少年サッカー大会
▪時4月22日（土）午前9時～午後3時※
雨天時は23日（日）▪場総合運動公園▪対
サッカー協会に加盟している小学校
3年生以下のチーム12チーム（申込順） 
▪費6000円▪締3月5日（日）
▪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①2月25日（土）②3月12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伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会 94-9600

92-3500

おはなしばる～ん(乳幼児向け)
▪時3月3日（金）午前11時～11時30分▪定
20人（申込順）

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

一部予約制で、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
2月19日まで

2月23日から

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月分の相談は2月20日

（月）から受け付け
日　時 会　場

2/22（水）
9：30～10：30 中央公民館
3/ 6（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。

市ホームページ

●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 3 13（＋ 4）

空 き 巣 0 16（＋12）

車上狙いなど 1 25（＋ 7）

乗 り 物 盗 5 73（＋20）
伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

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

　引き続き、新型コロナワクチ
ンの集団接種会場として使用す
るため、行政センター体育館は
令和5年6月30日（金）まで一般利
用を中止します※ワクチン接種
の進行状況などにより変更する
場合があります

行政センター体育館における
一般利用中止期間を延長

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 ●●

●ボランティアガイドと行こう、
歴史の町･伊勢原史跡巡り
下糟屋地区周辺の神社･仏閣を巡る
▪時3月7日（火）午前9時30分～午後2時
30分◇集合＝伊勢原駅北口、解散＝
咳止め地蔵▪定30人（申込順）▪費400円
▪申電話かFAXで※雨天中止、交通費
実費
▪問いせはら観光ボランティアガイ 
ド＆ウオーク協会･鳥海

94-6188（電話は午後5時～7時）

●コールポピーin中央公民館まつり
一緒にコーラスを楽しみましょう▪時
2月18日（土）午後0時30分～1時▪場中
央公民館
▪問後藤 91-9060
●印

いんやく

鑰氏による食の安全と有機給
食についての講演会
▪時2月23日（木）▪場伊勢原シティプラ
ザ▪定100人（申込順）※当日受付可、オ
ンライン（Zoom）でも実施▪費500円
▪問タネと水を守る県央市民の会･石
倉 080-3590-9204
●伊勢原市文化財協会･見学会
小田原市（曽我・大友地区）史跡巡り
▪時3月18日（土）午前8時50分～◇集合
場所＝伊勢原駅▪費500円▪申電話で▪締3
月15日（水）
▪問陶山 93-0964（午後6時以降）
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）。

日　時 児童館名 内　容
3/12（日）
10：30～11：30 七

し め
五三引

ひき
プラバン

3/15（水）・22（水）
14：30～16：30

高森台

折り紙＊

▪定各日3人
（申込順）

3/16（木）・23（木）
14：00～15：00

スライム＊

▪定各日8人
（申込順）

3/18（土）
10：00～11：30 板戸 ストロー

弓矢
3/24（金）
13：30～15：30 つきみの 磁石の迷宮

3/24（金）
14：00～16：00 沼目 プラバン

3/25（土）
10：30～正午 藤野

牛乳パック
で作るマン
ドリン▪定10人
（先着順）

3/25（土）
14：00～16：00 大原 ガリガリの

プロペラ
＊ 予約制。3/1（水）から直接児童館に申し
込みを

土･日曜日 10：30○/13：30◎/
15：30■

〇＝ 親子･一般向け番組「ぼのぼの 宇宙から
来たともだち」

◎＝親子･一般向け番組「ハナビリウム」
■＝ 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」
☆＝ 幼児･低学年向け番組「手ぶくろを買いに」

土･日曜日、祝日 10：30☆/13：30○/
15：30◎

　令和4年神奈川県広報コンクー
ルで3月1日号が「広報写真（組み
写真）」部門の優秀賞（1席）を受賞
しました※市ホームページ「広報
いせはら」からもご覧になれます

▪担広報戦略課 94-4864

「広報いせはら」が
県広報コンクールで
優秀賞（1席）を受賞

　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1487編の出品が
あり、市内からは次の13人が入賞
しました（敬称略）※希望により、
学年を掲載していない方がいます
◇全国納税貯蓄組合連合会優秀
賞＝秋山ゆり（伊勢原中3年）◇東
京国税局長賞＝伊藤理緒（成瀬中3
年）◇東京国税局管内納税貯蓄組
合連合会優秀賞＝鈴木菜央（成瀬
中3年）◇平塚地区納税貯蓄組合総
連合会会長賞＝菊田千世（伊勢原
中3年）◇平塚県税事務所長賞＝矢

本はな（山王中3年）◇伊勢原市長
賞＝落合美羽（中沢中3年）◇伊勢
原市議会議長賞＝小村穂倫（成瀬
中）◇平塚青色申告会会長賞＝髙
橋征也（自修館中3年）◇公益社団
法人平塚法人会会長賞＝中嶋心春

（成瀬中3年）◇平塚小売酒販組合
理事長賞＝鈴木由乃（成瀬中3年）
◇東京地方税理士会平塚支部長
賞＝大塚凛夏（伊勢原中3年）◇平
塚地区納税貯蓄組合総連合会優秀
賞＝諏訪林紗香（伊勢原中3年）、
寶地戸理華（自修館中3年）
▪担市民税課 74-5428

中学生の「税についての作文」コンクール

　1月15日に行われた伊勢原駅伝･ミニ駅伝競走大会。地域や職場、学
校などの仲間で結成された58チーム369人が、1本のタスキをつないで
ゴールを目指し、力走しました。駅伝の各部門上位3チームと区間賞
は次のとおりです。
▪担スポーツ課 94-4628

第40回伊勢原駅伝･ミニ駅伝競走大会の結果

【伊勢原駅伝】全34チームが参加
◇地区対抗の部＝①比々多V：1時
間1分21秒②高部屋S：1時間4分14
秒③桜台：1時間9分54秒◇一般の
部＝①自修館中等教育学校A：1時
間55秒②向上高校A：1時間3分47
秒③伊勢原中学校：1時間7分47秒
◇区間賞＝第1区（3.72km）：渡邉
大航（自修館中等教育学校A）11分
44秒、第2区（2.23km）：富岡走（自
修館中等教育学校A）8分15秒、第
3区（3.57km）：服部直（自修館中等教 

育学校A）10分55秒［大会新記録］、
第4区（2.23km）：草薙眞一郎（比々
多V）8分12秒、第5区（5.8km）：森屋 
源太（高部屋S）19分59秒
【ミニ駅伝】全24チームが参加
◇男子の部＝①比々多少年野球部
A：25分51秒②かけっこクラブ：26
分13秒③緑台少年野球教室：26分
18秒◇女子の部＝①成瀬エンジェ
ルス6年女子：30分6秒②成瀬エン
ジェルス5年女子：30分12秒③ミド
レンジャーgirls：30分14秒

　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27日（月）～31日（金）
午前9時～午後4時
ところ　市民文化会館練習室3･4
対　象　市内在住で小学生以上の
知的障がい児･者
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。申請書は市ホームページ「健

康･福祉」→「相談・支援・助成」から
も入手できます
締め切り　2月28日（火）必着
レスパイトサービス臨時職員（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。資格不要）
勤 務 日　サービス実施日のうち
都合の良い日
勤務時間　午前8時30分～午後5時
勤務場所　市民文化会館練習室3･4
賃　　金　時給1080円（交通費支給）
申 込 み　電話で問い合わせ先へ
▪問めだかくらぶ 94-3553
▪担障がい福祉課 94-4720

レスパイトサービスのご利用を

　1月に東京都でスプレー缶に穴
を開けてガス抜きをしていた際、
ガスに引火して爆発する事故が発
生しました。スプレー缶類を出す
ときは、穴開けをせず、中身を使
い切ってから不燃物の収集日に出
してください。
正しい出し方
◆中身を使い切って、缶を空にす
る◆缶が空になったか確認する※
中身が残っていると「シャカシャ
カ」「チャプチャプ」などの音がす

る◆ガス抜きキャップがある製品
の場合は、ガス抜きをする◆不燃
物の収集日に有害物のプラスチッ
クコンテナへ出す。コンテナが無
い集積所は、透明または半透明の
袋の口を縛らずに出す
※ガス抜きは火気の無い風通しの
よい屋外で作業してください。空
にできない場合は、製品に記載さ
れているお客様相談室や販売元に
ご相談ください
▪担環境美化センター 94-7502

カセットボンベやスプレー缶類のごみ出しにご注意を

撮影／田中純一さん（広報カメラマン）、広報戦略課

　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

　商店街の優れた取り組みを表
彰することで、多くの県民に商
店街の役割や魅力を知っていた
だくとともに、県内の商店街全
体の活性化に寄与することを目
的とする「かながわ商店街大
賞」。このたび、長年にわたる
継続的なイベントの実施や街路
灯への広告宣伝看板の設置な
ど、一体感のある取り組みが評
価され、石田商工振興会が特別
賞を受賞しました。
　1月12日には、照木博中会長

（写真左）と葛貫伸太郎副会長
（写真右）が市長へ報告に訪れま
した。

かながわ商店街大賞で
特別賞を受賞した

石田商工振興会が、市長へ報告

▪担商工観光課 94-4732

　市からの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。
▪担広報戦略課 94-4864

市LINE公式アカウントの登録を

友だち登録

▪担
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防
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工場内でフォークリフトを運転する文屋さん 1日あたり約2トンの空き缶が集まっています

▪若手社員のとある一日
One Day Of A Young Staff

　市内事業所から出
る一般廃棄物の収
集や、資源物回収

で活躍している
文屋さんに、
一 日 の ス ケ
ジュールを
伺いました。

文
ぶ ん や

屋 杏
あ り さ

莉沙さん

▪会社情報 Company Profile
代 表 者　代表取締役 文

ぶ ん や

屋 雄
ゆ う

幸
こ う

本社所在地　伊勢原市下糟屋東三丁目14番地
設 立　平成15（2003）年
業 種　一般･産業廃棄物処理業
従業員数　14人◇令和5（2023）年1月時点

下糟屋東三丁目14番地 0463-93-7716

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

有限会社タチオカ商会 第10回

◇�次回は｢安全輸送株式会社｣を紹介します

効果的な感染症対策の確認を

伊勢原清掃工場のダイオキシン類調査結果

新型コロナウイルス関連情報

　2月8日現在、国では新型コロナウイルスの感染症法上における扱いについて、
5月8日(月)から現在の2類相当を5類に変更するよう議論を進めています。一方
で、感染力は非常に高いため、引き続き感染症対策を行うようお願いします。
効果的な感染症対策の例
こまめな換気　冬期は寒さから換気をしづらく、屋内の空気が滞留しがちで
す。空中に浮遊する粒子や飛沫を吸引して感染するエアロゾル感染を防ぐため、
空気の循環する環境を整えましょう。
窓が2つ以上ある場合　外気の入口と出口を意識して2方向の窓を開ける。
窓が１つの場合　窓と、ドア･換気扇などを利用して空気の通り道を作る。

資源リサイクルに貢献する新工場。その名は
「クルクルエコプラザ」

　令和4年度に実施した｢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（下表参照）。
　なお、本調査は秦野市伊勢原市環境衛生組合が行っており、試料の採
取時期は令和4年9･10月です。 
◇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

▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合伊勢原清掃工場 95-1711

焼却炉排出ガス （単位：ナノグラム）

90トン炉 令和3年 令和4年
0.0011 0.00042

※基準値＝5ナノグラム（1立方メートル中）

工場周辺土壌 （単位：ピコグラム）
令和3年 令和4年

栗　原 1.5 栗　原 1.7
坪ノ内 4.0 大住台 12

※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

最終処分場放流水 （単位：ピコグラム）

栗原最終処分場 令和3年 令和4年
0.000021 0.000018

最終処分場周辺地下水 （単位：ピコグラム）
採取箇所 令和3年 令和4年

栗原最終処分場観測井戸 0.063 0.067
処分場周辺民家（１） 0.063 0.063
処分場周辺民家（２） 0.063 0.063

焼却灰 （単位：ナノグラム)

90トン炉 令和3年 令和4年
0.032 0.0031

※基準値＝3ナノグラム（1グラム中）

工場周辺河川 （単位：ピコグラム）
採取箇所 令和3年 令和4年
栗原川 0.064 0.069
善波川 0.062 0.063

※基準値＝1ピコグラム（1リットル中）

　消防に対する認識と信頼を深めるため、
消防署・消防団による｢消防出初式｣を総合
運動公園で実施しました。防災活動や人命
救助に尽力した個人・団体の功績表彰、車
両観覧、消防演技に続き、クライマックス
では色付き一斉放水を行いました。

（1月8日）
撮影／福田伸さん（広報カメラマン）

撮影／福田伸さん（広報カメラマン）

色鮮やかに、新年の幕開けを告げる

　民法改正による成年年齢引き下げ後、名
称をこれまでの｢成人式｣から｢はたちのつ
どい｣に変更して初めての開催になりまし
た。｢はたちの誓い｣では、代表者5人が｢紡
げ～私たちだけの糸～｣をテーマに、20歳
の節目を迎えた心境や感謝の気持ち、新た
な決意などを語りました。

（1月9日）

20歳を祝う晴れ舞台 はたちのつどい

  少年サッカーの2022年度第4回CHALLENGE
CUP U-12（関東大会）で準優勝したSFAT 
ISEHARA SCが大会結果の報告に訪れまし
た。児童の一人は「将来、プロで活躍するた
めに、中学生になっても練習を重ねたい」と
抱負を述べてくれました。

（1月17日）

大活躍の少年サッカークラブが市長表敬訪問

手洗いの徹底　感染力の高いウイルスが手に付いても、せっけんを使っ
た手洗いで感染リスクは下げられます。帰宅時や調理の前後、食事の前な
どはこまめな手洗いを心がけましょう。その際は、指先や爪の間、手首も
忘れずに洗いましょう。
感染したかもと思ったら
　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
性の場合は県ホームページから陽性者登録することを推奨し
ています。キットの販売場所や陽性者登録の方法については、
県ホームページまたは右のQRコードからご覧ください。なお、
次に該当する人は医療機関を受診して下さい
◆65歳以上◆小学生以下◆妊娠している(可能性含む)◆重症化リスク(糖
尿病･慢性呼吸器疾患･心血管疾患･慢性腎臓病･BMI30以上の肥満･悪性腫
瘍･免疫低下状態・脳血管疾患・喫煙歴・高血圧)がある人
▪担健康づくり課 92-1117

DAILY SCHEDULE
8:15～  朝礼・車両点検
8:30～  事業系一般廃棄物の収集

10:30～  収集物を清掃工場に搬入
11:00～  資源物（空き缶）の回収
13:00～  昼食
14:00～  缶類の選別作業
15:00～  事務作業 

（集荷物の集計）
16:30～  工場内清掃
17:00 退社

県ホームページ

　当社は、伊勢原市資源収集協力事業所として、市の
ごみ処理基本計画に基づく分別収集の資源物を収集
し、有価物としてリサイクルする事業を展開しています。
また、市内事業所の一般・産業廃棄物を収集するととも
に、引っ越しの片付け、空き家整理や遺品整理のお手
伝いをさせていただいています。小稲葉にあった本社を
この地に移転したのを機会に、産業廃棄物収集運搬業

を強化するため、積替保管*ができるように事業範囲変更の手続きを進
めています。今後とも、市内で数少ない許可業者として、廃棄物処理に
貢献していきたいと考えています。

代表取締役
文
ぶ ん や

屋 雄
ゆう

幸
こう

さん

＊ 排出事業場から契約している処分場までの収集運搬工程の間で、廃棄物を車
両から荷下ろしして、一時保管や別の車両への積替を行うこと

※ 基準値＝10ピコグラム 
（1リットル中）

※ 基準値＝1ピコグラム 
（1リットル中）
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