
伊勢原市長定例記者会見資料
令和３年10月22日(金)11:00～ 伊勢原市役所２C会議室

市長発表

１ 市制施行５０周年記念式典の開催について（資料1）

２ 伊勢原市×PayPay キャンペーン第２弾「フレフレいせはら！キャッシュレス

続けてみました 最大２５％戻ってくるキャンペーン」実施について(資料2)

３ 「ゼロカーボンシティいせはら」の表明について(資料3)

イベントほか

４ 大山の紅葉ライトアップ（資料4）

５ 秋の味覚 柿とミカン（資料5)

ちらし等配付

・ スポーツイベントカレンダー（１１月）

・ 公民館講座のお知らせ（１１月）

・ 子育て応援フェスタ２０２１

・ いせはら樂市楽座

伊勢原市企画部広報戦略課（0463）94-4864



資料１

市制施行５０周年記念式典の開催について

延期しておりました市制施行５０周年記念式典を開催します。

なお新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、出席者は表彰受賞者およびその

同伴者と関係者のみに限定して実施します。

１ 日 時

令和３年１１月１３日（土）午前１０時開式

２ 会 場

市民文化会館 大ホール（田中３４８番地）

３ 内 容

(1) アトラクション（和太鼓演奏）

(2) 開式

(3) 表彰（功労・功績表彰等、商工関係表彰）

(4) 市長式辞

(5) 市議会議長あいさつ

(6) 市制施行５０周年記念映像上映

(7) 閉式

市制施行時の市役所開所式(昭和46年3月1日)

４ その他

式典の様子をＹｏｕＴｕｂｅ伊勢原市公式チャンネルにて、オンラインで生配

信する予定です。

◇市公式チャンネル https://www.youtube.com/user/CityIsehara

当日の取材について

当日ご取材いただける場合は、１１月１０日（水）までに

広報戦略課へご連絡ください。

問い合わせ先 秘書課（電話０４６３－９４－４８４３）



資料２
伊勢原市×PayPay キャンペーン第２弾

「フレフレいせはら！キャッシュレス続けて

みました 最大25％戻ってくるキャンペーン」

実施について

市では、地域経済の活性化と感染予防対策として電子決済の普及・定着を促進する

ため、スマートフォンを用いたキャッシュレス決済に対してポイント還元を行うキャ

ンペーンの第２弾を行います。

今年６月に実施した第１弾は、好評を博し予定期間より早期に終了しました。今回

もＰａｙＰａｙ株式会社と連携し、より多くの人にキャンペーンを使用していただけ

るよう、内容を一部見直して実施します。

１ キャンペーン名

フレフレいせはら！キャッシュレス続けてみました

最大２５％戻ってくるキャンペーン第２弾

２ 実施期間

令和３年１２月１日（水）～１２月２８日（火）

※状況により、早期に終了する場合があります

３ 事業者

ＰａｙＰａｙ株式会社（代表取締役 中山一郎、

東京都千代田区紀尾井町１－３）

キャンペーンポスターイメージ

４ 還元率

決済額の最大２５％

※１回あたりの上限額…１，０００円相当（前回は２，０００円）

期間中の上限額 ……５，０００円相当（前回は１万円）

５ 対象店舗

現在募集中。１１月１２日(金)時点でＰａｙＰａｙ決済サービスに対応している

市内の小売・サービス業（中小企業のみ）、飲食店（大手チェーンなどを含む）

※コンビニエンスストアは今回対象外

６ その他

スマートフォン操作が不慣れな人を対象とした説明会を、１１月中旬に各公民館

（７カ所）で開催。適宜、市内ソフトバンクショップでも相談に対応。

問い合わせ先 商工観光課（電話０４６３－９４－４７３２）



資料３
［資料あり］

「ゼロカーボンシティいせはら」の表明に

ついて

国では、地球温暖化対策のため、２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロ

にするカーボンニュートラルを目指すこと宣言しました。

本市でも２０５０年における二酸化炭素排出量実質ゼロと、気候変動に強いまちを

目指す「ゼロカーボンシティいせはら」を宣言します。

１ カーボンニュートラルについて

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理など

による「吸収量」を差し引いて、実質的に「ゼロ」にする取り組みです。

２ ゼロカーボンシティとは

２０５０年までに、温室効果ガス（二酸化炭素）排出量実質ゼロを目指すことを

表明した自治体のこと。令和３年９月末現在、全国で４６４自治体、神奈川県内で

は１７自治体（１県１１市５町）が表明しており、本市は１８例目です。

３ 本市における今後の取り組み

令和４年度に改訂予定である「第三次伊勢原市環境基本計画」の中で、「ゼロ

カーボンシティいせはら」を実現するため施策を検討していきます。

◇主要施策

(1) ゼロカーボンのまちづくり（気候変動適応策・緩和策）

(2) 次世代を担う人づくり

問い合わせ先 環境対策課（電話０４６３－９４－４７３７）



 

「ゼロカーボンシティいせはら」宣言 

～2050年二酸化炭素排出量実質ゼロに向けて～ 

 

近年、日本をはじめ、世界各国で猛暑や集中豪雨等の異常気象によ

る災害が頻発しており、私たちの生活環境や財産、生命までをも脅か

す状況となっています。 

この異常気象の原因は、二酸化炭素等の温室効果ガスによる地球温

暖化が原因と考えられています。 

  

2015年に合意されたパリ協定では「産業革命前からの平均気温上昇

を2℃未満とし、1.5℃に抑えるよう努力をする」という目標が示さ

れ、2018年に公表されたＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）

の特別報告書では、この目標を達成するには「2050年までに二酸化炭

素の実質排出量をゼロにすることが必要」とされています。さらに、

2021年に公表されたＩＰＣＣの報告書では、「地球温暖化の原因は人

間活動である」と初めて断定的な表現がなされました。 

 

本市は、丹沢大山を始めとした豊かな自然の恵みを受けながら、歴

史と文化を守り、発展を続けてきました。 

私たちの財産ともいえる豊かな自然との共生を、未来の世代へ引き

継いでいくためにも、今の時代を生きる我々が、真摯にこの問題と向

き合い、着実に解決のための歩みを進めていかなければなりません。 

 

今後、市民や事業者の皆様と一体となって地球温暖化対策を推進す

ることで、2050年における二酸化炭素排出量実質ゼロと、気候変動に

強いまちの実現を目指す「ゼロカーボンシティいせはら」をここに宣

言します。 

 

 

令和３年１０月２２日 

伊勢原市長 髙 山 松太郎 



「ゼロカーボンシティいせはら」の表明について

■「ゼロカーボンシティ」とは、2050年二酸化炭素排出量実質ゼロに
取り組むことを表明した地方公共団体のこと。

■「実質ゼロ」とは、CO2の人為的な発生源による排出量と、森林等
の吸収源による除去量との間の均衡を達成すること。

■2021年9月末日現在、464自治体（40都道府県、278市、
10特別区、114町、22村）が表明。

■神奈川県は、17自治体（1県11市5町）が表明。

➡ 現状の削減ペースでは達成は困難で、より実効性のある対策が必要。

■市域のCO2排出量の現状と目標

ゼロカーボンシティとは２

４ 平均気温・CO2排出量の状況

■市内の平均気温の推移

➡ 平均気温は本市も含め、世界的な規模で上昇傾向にある。

３ 国内外の状況

■2015年12月 国際条約として初めて、世界的な平均気温上昇抑
制のための努力の追及や、温室効果ガスの排出と吸収の均衡等を目
標として掲げている。【パリ協定】

■2020年10月 菅首相「2050年までにカーボンニュートラルの実現を
目指す」ことを宣言。【国】

■2021年4月 2030年の温室効果ガス排出量削減目標を2013年
度比26％から46％へ修正。【国】

※伊勢原市消防本部で計測

■世界の7月の平均気温偏差

表明の趣旨１

■パリ協定では、地球温暖化対策の世界共通の長期目標として、
「世界的な平均気温上昇を2℃未満とすること」を掲げている。
本市においても、「ゼロカーボンシティいせはら」を表明し、二酸化炭
素排出量実質ゼロと気候変動に強いまちの実現を目指す。

➡ 本市も「ゼロカーボンシティいせはら」を表明し、2050年における
二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す。

※100年で約0.69℃上昇

※40年で約1℃上昇



「ゼロカーボンシティいせはら」の実現に向けて

「ゼロカーボンシティいせはら」実現のための取組（案）５

■次期環境基本計画の中で、「二酸化炭素排出量実質ゼロ」と、「気候変動に強いまち」を実現するための施策を検討していきます。

スケジュール６

９月 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

ゼロカーボンシティいせはら表明
10/22表明

(記者会見)

第３次環境基本計画策定

環境対策審議会 ● ● ● ● ●

項目
令和3年度 令和4年度

計画の骨子策定 施策検討 パブコメ・議会報告

■令和4年度に、再エネポテンシャル調査及び目標設定を行った上で、具体的な施策を検討・計画化していきます。



資料４

大山の紅葉ライトアップ

今年で１７年目を迎える、大山観光振興会主催のイベントです。

「大山寺」と「大山阿夫利神社下社」で、灯りに照らされて浮かび上がる真っ赤な

紅葉と、きらめく街の夜景が織りなす幻想的な風景を観ることができます。

期間中はケーブルカーが延長運行。照明を落とした車窓からは、湘南の夜景ととも

にライトに彩られた木々が楽しめます。

１ 紅葉ライトアップ期間

令和３年１１月２０日（土）～２８日（日）

◇平日は日没～午後７時まで

◇土・日曜日、祝日は日没～午後８時まで

試験点灯の実施について

報道関係者を対象に試験点灯を行います。ぜひご参加ください。

日時：令和３年１１月１９日（金）午後５時～

場所：大山寺

※市役所から公用車で送迎します。午後４時までに広報戦略課へお越しく

ださい（ケーブルカーは運行しません）。

２ 大山ケーブルカー 夜景運転＆沿線ライトアップ期間

令和３年１１月２０日（土）～２８日（日）

◇平日は日没～午後７時まで、土・日曜日、祝日は日没～午後８時まで

（通常の最終運行は午後４時３０分、土休日は午後５時）

３ シャトルバスの運行

交通渋滞緩和のため、大山小学校に臨時駐車場を設置し（設置時間：午前９時～

午後７時３０分）、大山ケーブルバス停までのシャトルバスを運行します。

◇運行期間：１１月６日（土）～２８日（日）の土・日曜日、祝日

◇運行料金：大人１００円 小人５０円

【裏面あり】



４ 臨時駐車場の設置（大山小学校以外）

◇エムアイプラザ駐車場（雨岳文庫山口家住宅前）

１１月６日（土）～１１月２８日（日）の土・日曜日、祝日

午前８時３０分～午後９時

◇山王中学校臨時駐車場 ※大山ケーブルバス停まで無料送迎バスあり

１１月２０日（土）～２１日（日）の午前１０時～午後９時３０分

５ その他

ライトアップ期間中は、大山阿夫利神社下社で、もみじ汁を販売します。

大山寺からの眺望 大山阿夫利神社下社

問い合わせ先 大山阿夫利神社社務局（電話０４６３－９５－２００６）

商工観光課（電話０４６３－９４－４７２９）



資料５

秋の味覚 柿とミカン

フルーツの里・伊勢原では、秋から冬にかけての味覚、甘くて美味しい柿・ミカン

の収穫が始まりました。

１ 柿について

栽培面積 １１．２７ｈａ

農家戸数 ５６戸（令和３年度果樹部会加入農家）

栽培品種 太 秋、早 秋、松本早生、次郎、富有 ほか
たいしゆう そうしゆう まつもと わ せ じ ろ う ふ ゆ う

直売価格 富有Ｌサイズ２ｋｇ袋７００円 ほか

販 売 先 市内の直売所のほか、伊勢原駅北口直売

所（１１月中）など

デ ー タ 販売目的で栽培した面積県内第３位

（2020年農林業センサスより）

２ ミカンについて

栽培面積 ２７．６５ｈａ（かんきつ類合計）

農家戸数 １０１戸

（令和３年度柑橘部会加入農家）

栽培品種 極早生、早生、藤中、大津、
ごく わ せ わ せ ふじなか お お つ

青島 ほか
あおしま

直売価格 極早生２ｋｇ６５０円

早生、藤中２ｋｇ（価格未定）

販 売 先 市内の直売所など

デ ー タ 販売目的で栽培した面積県内第６位（2020年農林業センサスより）

問い合わせ先

柿については、ＪＡ湘南伊勢原営農経済センター（電話０４６３－９６－５９００）

ミカンについては、ＪＡ湘南伊勢原柑橘選果場（電話０４６３－９３－２２６７）

農業振興課（電話０４６３－９４－４６６４）



参考資料

新型コロナウイルスワクチン接種状況について

１ 接種状況（令和３年１０月２０日現在）

【１回目】

１２～６４歳 ６５歳以上 市全体(１２歳以上)

対象人数 ６万４,２６４人 ２万７,７４７人 ９万２,０１１人
個別接種 ３万５,０８７人 １万３,７３２人 ４万８,８１９人
集団接種 １万６,２４８人 １万１,７０６人 ２万７,９５４人
合 計 ５万１,３３５人 ２万５,４３８人 ７万６,７７３人
接種率 ７９．９％ ９１．６％ ８３．４％

【２回目】

１２～６４歳 ６５歳以上 市全体(１２歳以上)

対象人数 ６万４,２６４人 ２万７,７４７人 ９万２,０１１人
個別接種 ３万 ９４６人 １万３,３１３人 ４万４,２５９人
集団接種 １万 ２０４人 １万１,６８２人 ２万１,８８６人
合 計 ４万１,１５０人 ２万４,９９５人 ６万６,１４５人
接種率 ６４．０％ ９０．０％ ７１．８％

※対象人数は、接種券作成人数

※個別接種は、市内・市外の医療機関、大規模接種会場、職域接種等での接種

※集団接種は、行政センター体育館（集団接種会場）での接種

問い合わせ先 健康づくり課感染症対策担当（電話０４６３－９２－１１１７）



【参考】

中止が決定している主な事業等について

１０月中旬～１１月 … 第５７回伊勢原市民文化祭

（同時開催）第３５回姉妹都市茅野市文化交流展

１１月中旬 … 畜産まつり

健康バス測定会

伊勢原協同病院文化祭（伊勢原協同病院主催）


