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市長発表

１ 令和４年度当初予算編成の状況について（資料1）

２ ＮＰＯ法人クライシスマッパーズ・ジャパンとの「災害時における無人航空機

（ドローン）による支援活動等に関する協定」の締結について（資料2）

イベントほか

３ 伊勢原うまいもの遺産創造委員会開発商品

「日本遺産のまち伊勢原 大山詣り弁當」（資料3）
べんとう

４ 節分祭（資料4）

ちらし等配付のみ

・ 令和４年度伊勢原市長定例記者会見日程表

・ スポーツイベントカレンダー（２月）

・ 市立公民館講座等のお知らせ（２月）

伊勢原市企画部広報戦略課（0463）94-4864



資料１

令和４年度当初予算編成の状況について

（令和４年１月２０日時点）

１ 予算規模 ※今後の最終調整により変動します。

・一般会計 ３４５億円前後（令和３年度当初予算：３２９億円）

・特別会計 １９５億円前後（ 〃 ：１８９億円）

・公営企業会計 ６０億円前後（ 〃 ： ５７億円）

２ 一般会計（令和３年度当初予算との比較）

(1) 歳入の見込み

ア 市 税

・個人市民税

給与所得の減が見込まれるものの営業所得などの持ち直しが見込まれるこ

とによる増

・法人市民税

市内主要法人の増税見込みによる増

・固定資産税

東部第二土地区画整理地区における新築や新型コロナウイルス感染症に

よる課税標準の特例措置の終了などによる増

・市税総体

増額の見込み

イ 市税以外の主な一般財源

・臨時財政対策債が減少する見込み

(2) 歳出の見込み

ア 義務的経費

・人件費、扶助費、公債費ともに増加する見込み

イ 投資的経費

・新たな産業基盤（伊勢原大山インター土地区画整理）の創出に取り組む。

・建設事業は、令和３年度の国補正予算を活用し、令和３年度３月補正と一体

的に取り組む。

ウ その他

・最終年度となる第５次総合計画計上事業など、事業内容や事業規模を最終調

整中。

問い合わせ先 財政課（電話０４６３－９４－４８６２）



資料２
ＮＰＯ法人クライシスマッパーズ・ジャパン [資料あり]

との「災害時における無人航空機(ドローン)に
よる支援活動等に関する協定」の締結について

市は、大規模災害時に無人航空機（ドローン）を活用し、市内の被災状況を迅速に

把握することを目的に、ＮＰＯ法人クライシスマッパーズ・ジャパンと災害時協定を

締結します。

１ 協定名

災害時における無人航空機（ドローン）による支援活動等に関する協定

２ 協定の相手方

ＮＰＯ法人クライシスマッパーズ・ジャパン

（東京都調布市国領町三丁目４番４１号 理事長 古橋 大地）
ふるはし た い ち

【ＮＰＯ法人クライシスマッパーズ・ジャパン】

自然災害や政治的混乱などの危機的な状況下において、教育機関および一般市民に

対し、地図情報を迅速に作成・共有するクライシスマッピング活動を中心とした事業を

行い、学校教育分野・一般社会における情報化の推進に寄与することを目的に設立され

た特定非営利活動法人。

３ 協定の内容

大規模災害時に、市からの要請により同法人からドローンと操縦士が派遣され、

現地で撮影した写真をパソコン上の地図にマッピングし、被害状況を示す地図を作

成。要請に伴う費用は、原則同法人が負担。

４ 締結式日時・会場

令和４年１月２４日（月）午前１１時５０分～（予定）

伊勢原市役所３階 全員協議会室（田中３４８）

※会見終了後に執り行います。また、締結式終了後、市民文化会館前広場にて

ドローン飛行のデモンストレーションを行います。

５ その他

同法人が自治体と協定を締結するのは全国で３４例目、神奈川県内で５例目です。

県内の締結済自治体(締結順)：大和市、相模原市、小田原市、茅ヶ崎市

問い合わせ先 危機管理課（電話０４６３－９４－４８６５）



災害時における無人航空機(ドローン)による支援活動等に関する協定書(案) 

 

神奈川県伊勢原市（以下「甲」という。）と NPO法人クライシスマッパーズ・ジャ

パン（以下「乙」という。）とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２

条第１号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」

という。)における、無人航空機（ドローン）による支援活動等について、次のとお

り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における無人航空機(ドローン)による被災状況調査等

の支援活動のほか、平常時から災害時に備えて甲の区域内の調査研究を行い、迅

速な災害応急復旧活動に資することを目的に、必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援活動の実施） 

第２条 甲の区域内において災害等が発生し、緊急に支援活動が必要であると認め

られるときは、航空法（昭和 27年法律第 231号）第 132条の３（捜索、救助等の

ための特例）における国土交通省令で定める者として乙は自主的な判断に基づき

次の活動を行うものとする。 

（１）無人航空機（ドローン）による被災状況の調査 

（２）無人航空機（ドローン）により撮影した情報を甲へ提供 

（３）取得した情報を基に被災状況を反映した地図を作成 

（４）作成した地図データを甲へ提供するとともにインターネット上に公開 

（５）前各号に定めるもののほか、必要な事項は別に定める 

 

(支援活動の要請) 

第３条 甲は、災害時において支援活動の必要があるときは、乙に対し協力を要請

することができる。  

２ 甲は、前項の要請をするときは、被災状況を確認する地域等必要な事項を記載

した任意の要請書により乙に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合に

は電話等により協力を要請し、後に速やかに要請書を提出するものとする。   

３ 乙は、甲の要請を受けたときは可能な範囲で協力するものとする。 

  

（調査研究等の実施） 

第４条 甲及び乙は平常時から災害時に備えた調査研究を実施し、相互に情報交換

するとともに、乙は可能な範囲で甲が実施する防災訓練及び防災啓発事業等に協

力するものとする。 

２ 乙の支援活動が遅滞なく行えるよう、甲は平常時から可能な範囲で乙が実施す

る調査研究に協力をするものとする。 

３ 乙は、甲職員の無人航空機(ドローン)の操縦士の育成について協力するものと

する。 

 

 



 

（連絡窓口） 

第５条 甲乙は、災害等が発生したときに必要な情報等を相互に提供することによ

り支援活動の円滑な運営を図るため、平常時から甲乙互いに連絡担当を定めるこ

ととする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第２条各号の定めに要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるも

のを除くほか、原則として乙の負担とする。 

２ 前項の規定により、甲乙ともに経費の負担が判断しがたいときは、その都度甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（災害補償等） 

第７条 第２条各号に基づく業務中に従事者等が負傷、疾病、障害、または死亡し

た場合は、労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)等の関係法令を適用す

る。 

２ 乙が調査研究・支援活動中に第三者に損害を与えた場合には、乙がその損害の

賠償に要する費用を負担するものとする。 

３ 前項の適用を受けない場合については、甲乙協議のうえ定める。 

 

（協定の期間） 

第８条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書を

もって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度、

甲乙協議のうえ決定する。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 

 

  令和４年１月 24日 

 

甲 神奈川県伊勢原市田中 348番地 

                  

                 伊勢原市長    

 

 

乙 東京都調布市国領町三丁目４番４１号 

                 NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン 

 

                 理  事  長   



資料３
[資料あり]

伊勢原うまいもの遺産創造委員会開発商品

「日本遺産のまち伊勢原 大山詣り弁當」
べんとう

伊勢原市の新たな名物や土産品の開発に取り組んでいる、伊勢原うまいもの遺産創

造委員会により、地場産の食材を詰めたお弁当が販売されることになりました。

ご当地弁当の開発はこれまでも課題となっており、さまざまな検討が行われてきま

したが、今回、飲食店を運営する株式会社セゾオンによる「日本遺産のまち伊勢原

大山詣り弁當」が完成しました。

１ 商品概要

(1) 名 称 日本遺産のまち伊勢原 大山詣り弁當

(2) 主な内容 ・銀ダラの酒粕焼（市内唯一の酒蔵、吉川醸造の雨降の酒粕を使用）
きつかわ あ ふ り

・鳥酢（伊勢原発祥のローカルフード。鶏の唐揚げを甘酸っぱいタ
とり す

レに絡めたもの）

・きゃらぶきの佃煮（明治時代初期から大山詣りのお土産として親

しまれている野蕗の醤油煮）

・山口家住宅（雨岳文庫）の梅干し（市内の梅の名所であり、国の

登録有形文化財である山口家住宅の庭先で天日干しされたもの）

(3) 販売価格 １，５００円（税込み）

(4) 販売方法 完全受注生産。希望日の５日前までに予約。５食より対応。

２ 商品特徴

(1) ご飯（米）は、伊勢原産の「はるみ」を使用。

(2) ご飯の上に大山を象った海苔を敷き、おかずを食

べ進めるとその姿が見えてくることから、ちょっと

した大山詣りの気分が味わえます。

(3) 地場産の食材を使用すると共に、納め太刀をイメージした「ちくわの磯辺揚げ」、

旅人の笠をイメージした「シイタケの甘煮」、大山の紅葉を表す「もみじ麩」な

ど、大山詣りを彷彿とさせるおかずを取りそろえました。

(4) 包装紙には、市内で活動していた画家・芝山勇夫氏（故人）の絵画「大山詣り」
しばやまい さ お

を使用。お弁当箱に関しては、昔ながらの経木のものを使用し、山登りの際にも
きようぎ

持ち運びがしやすく、食べやすいように、１つの容器にご飯とおかずを詰めてい

ます。

【裏面あり】



３ 開発の経緯

「日本遺産のまち 伊勢原」を題材とした行楽弁当の開発については、以前より

伊勢原うまいもの遺産創造委員会で議題として挙げられていました。

このたび、同委員会に参加している株式会社セゾオンが、吉川醸造の日本酒「雨

降-AFURI-」がフランスやイギリスの日本酒コンクールで金賞を受賞したことに触
発され、その酒粕を活用したメニューをメイン食材と定めたことから弁当のコンセ

プトが固まり、具体化したものです。

昨年１０月から吉川醸造と打ち合わせを行い、「雨降」ロゴの使用許可を取得し、

また、その他食材の仕入れルートを確立した上で試作を重ね、１２月に同委員会で

の試食会を経て、正式な販売に至りました。

４ 今後の展開

(1) 各種イベント会場などでの限定販売、観光ツアーなどでの昼食として販売。

(2) 今回の弁当を基に、メイン食材を変えるなどした第２弾・第３弾の作成や、限

定数を日常的に販売する方法、いせはらガーデンマルシェ等のイベントでのＰＲ

や販売を検討。

５ 製造・販売

株式会社セゾオン（伊勢原市粟窪３９－４ 代表取締役 佐藤 美成）
よしなり

問い合わせ先 株式会社セゾオン 営業統括部次長 彦部
ひ こ べ

（電話０４６３－９３－２２５２）





資料４

節分祭

市内の神社では「節分の日」に合わせて節分祭が行われます。なお今年も、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、関係者による神事のみとし、特設舞台の設置や

福豆撒きなどは行いません。

※取材は可能ですが、事前にご連絡いただけると幸いです。

１ 三之宮比々多神社

(1) 日 時 ２月３日（木）①午前１０時～ ②正午～ ③午後３時～

(2) 場 所 三之宮比々多神社境内（三ノ宮１４７２）

(3) 問い合わせ 三之宮比々多神社 電話０４６３－９５－３２３７

２ 大山阿夫利神社

(1) 日 時 ２月３日（木）①午前９時３０分～ ②午前１１時３０分～

(2) 場 所 大山阿夫利神社下社境内（大山１２）

(3) 問い合わせ 大山阿夫利神社社務局 電話０４６３－９５－２００６

３ 伊勢原大神宮

(1) 日 時 ２月３日（木）午前１１時～

(2) 場 所 伊勢原大神宮（伊勢原３－８－１）

(3) 問い合せ 伊勢原大神宮 電話０４６３－９６－１６１１



【参考】

中止等が決定している主な事業等について

２月上旬 … 第１０回“おおやまみち”まちづくりサミットin伊勢原

【中止】

３月 ６日（日） … 市民総ぐるみ大清掃【中止】

３月１９日（土）・２０日（日） … 第３０回大山とうふまつり【来年に延期】



令和４年度  

伊勢原市長定例記者会見日程 

                                             令和３年１２月２７日現在 

月 日 刊 紙 会  場 

Ｒ４.４    ４月２５日（月）午前１１時～  

２Ｃ会議室 

（予定） 

    ５    ５月２３日（月）午前１１時～  

   ７   ７月２５日（月）午前１１時～ 

     ８    ８月２３日（火）午前１１時～  

   １０ １０月２４日（月）午前１１時～  

   １１ １１月２４日（木）午前１１時～  

Ｒ５.１ 
 １月２４日（火）午前１１時～ 

（予定） 

    ２ 日時未定     未定 

※２月は議会の告示日に予算会見と併せて開催します 

※日程は変更になる場合があります 

 

                            事務担当：企画部広報戦略課 

電 話 0463-94-4864(直通) 

                                 E-MAIL kouhou@isehara-city 

      



日にち 曜日 イベント名称 時間

骨盤調整am
①9：30～10：30
②10：45～11：45

ウィークデースポーツ教室 14：00～

2 水

3 木 骨盤調整おおた 13:15～14:15

入門ヨーガ
9：30～10：30

パワーヨーガ 10：45～11：45

ダイヤビック 10：00～11：00

5 土

6 日

7 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

8 火 骨盤調整pm 13：15～14：15

水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

ウエンズデーヨーガ 9：30～10：30

リラックスヨーガ 10：45～11：45

夜ヨーガ 19:00～20：00

ウィークデースポーツ教室 14：00～

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

エクササイズ 10:00～11:00

12 土

13 日

9 水

10 木

11 金

1 火

大田公民館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

武道館（柔道場）

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

東成瀬城の腰公園周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

　

　　
場所等

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

県立射撃場

－射撃場利用時間－
●夏期（4/1から9/30まで）

   9時から17時（受付16時まで）

●冬期（10/1から3/31まで）
　 9時から16時（受付15時まで）

休場日は月曜及び年末年始
（月曜が祝日の場合は営業し、

翌平日が休場となります。）

射撃競技に関する問い合わせ
 神奈川県立伊勢原射撃場

○ライフル射撃場
　 ☎92-7880

○クレー射撃場
   ☎92-7882

 〒259-1141
 伊勢原市上粕屋2380

http://www.isehara-shooting.jp/

4 金

小金塚集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

成瀬コミュニティセンター
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

武道館（柔道場）

スポーツイベントカレンダー 2月

裏面あり



日にち 曜日 イベント名称 時間

　

　　
場所等

スポーツイベントカレンダー 2月

14 月 ピラティス ③10:45～11:45

骨盤調整am
①9：30～10：30
②10：45～11：45

骨盤調整pm 13：15～14：15

ウィークデースポーツ教室 14：00～

ウエンズデーヨーガ 9：30～10：30

リラックスヨーガ 10：45～11：45

夜ヨーガ 19：30～20：30

水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

17 木 骨盤調整おおた 13:15～14:15

18 金 ダイヤビック 10：00～11：00

19 土

20 日

21 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

22 火

23 水

エクササイズ 10:00～11:00

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

パワーヨーガ 10：45～11：45

入門ヨーガ
9：30～10：30

26 土

27 日

28 月 ピラティス ③10:45～11:45

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

成瀬コミュニティセンター
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

武道館（柔道場）

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

　

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

24 木

15 火

25 金

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

東成瀬城ノ腰公園周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

16 水

成瀬コミュニティセンター
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

2022明治安田生命Jリーグの開幕

【第１節】
2月19日（土）　or　2月20日（日）
湘南ベルマーレ　VS　柏レイソル

～ホーム～

【第2節】
2月26日（土）　or　2月27日（日）

サガン鳥栖　VS　湘南ベルマーレ
～アウェイ～

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

伊勢原市保健福祉部
スポーツ課

Tel:0463-94-4628



講座・イベント 託児 対象 場所 問い合わせ 備考

1 火 比々多いきいき百歳体操 一般
比々多
公民館

比々多公民館

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月 休館日（中央・大田公民館は開館）

8 火

9 水

10 木 公民館まつり
（伊勢原南公民館　※3月8日まで開催)

一般
伊勢原南
公民館

11 金 休館日（全館）

12 土 公民館まつり
（比々多・高部屋・成瀬）

一般

13 日 公民館まつり
（比々多・高部屋・成瀬）

一般

14 月
地域公民館休館日

公民館まつり（中央公民館） 一般

15 火
　　①公民館まつり（中央公民館）
　　②比々多いきいき百歳体操

一般

16 水 公民館まつり
（中央・大田公民館）

一般

17 木 公民館まつり
（中央・大田公民館）

一般

18 金 公民館まつり
（中央・大田公民館）

一般

19 土 公民館まつり
（中央・大田・大山公民館）

一般

20 日 公民館まつり
（中央・大田・大山公民館）

一般

21 月 休館日（中央・大田公民館は開館）

22 火

23 水 休館日（全館）

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月 休館日（全館）

お問い合わせください

市立公民館講座等のお知らせ（２月）
〈このカレンダーには、各公民館で開催する各種講座や社会教育に関係する主な行事予定を掲載しています。〉

時間

午前10時～10時45分

中央公民館：93-7500/大山公民館：93-5708/比々多公民館：92-6961/

高部屋公民館：94-3857/成瀬公民館：95-1096/大田公民館：95-4375/伊勢原南公民館：92-1210　　　

該当
公民館

午前９時～午後５時(高部屋）
午前１０時～午後４時（成瀬・比々多）

該当
公民館

午前９時～午後３時(高部屋）
午前１０時～午後３時（成瀬・比々多）

午前９時～午後５時

　　　　①午前９時～午後５時、
　　　　②午前１0時～10時４５分

午前９時～午後５時

午前９時～午後５時

午前９時～午後５時

午前９時～午後５時(中央・大田）
午前９時～午後３時（大山）

午前９時～午後３時

公民館まつり

～今年は展示を中心に開催～
伊勢原南公民館 2月10日(木)～3月8日(火)

高部屋公民館、比々多公民館、成瀬公民館

2月12日(土)・13日(日)

中央公民館 2月14日(月)～20日(日)

大田公民館 2月16日(水)～20日(日)

大山公民館 2月19日(土)・20日(日)


