
伊勢原市長定例記者会見資料
令和４年2月15日(火) 10:00～ 伊勢原市役所全員協議会室

市長発表

１ 令和４年度当初予算案の概要について（資料1）

２ 伊勢原市議会３月定例会について（資料2）

３ 株式会社エーブレインとの「災害時における無人航空機（ドローン）を

活用した支援活動に関する協定」の締結について（資料3）

イベントほか

４ 第３７回大山登山マラソン大会 （資料4)

ちらし等配付のみ

・スポーツイベントカレンダー（３月）

・市立公民館講座等のお知らせ（３月）

・第３４回考古資料展 伊勢原の遺跡

伊勢原市企画部広報戦略課（0463）94-4864



１ 予算規模 1000
総括表

★予算規模 一般会計：過去最大 全会計：過去最大

２ 一般会計予算の概要
（１）歳入予算 （単位：百万円）

R4 R3 増減 伸率
16,690 15,925 765 4.8%
4,013 3,708 305 8.2%
6,723 6,412 311 4.8%
2,856 2,648 208 7.8%

784 479 305 63.7%
700 600 100 16.7%

1,610 1,812 -202 -11.2%
1,319 1,304 15 1.2%
34,695 32,888 1,807 5.5%

＊端数処理により、合計が一致しない場合があります

令和４年度伊勢原市予算案の概要

(金額の単位：百万円）

会 計 名 比較増減
繰出金

（繰入金）
令和4年度
当初予算案

令和3年度
当初予算

対前年度
伸率

－

一 般 会 計
特 別 会 計
公営企業会計

合   計 60,146

+5.5%
+2.1%
+6.8%
+4.5%

34,695
19,324
6,127

3,421
(2,463)

(958)

市税
交付金など
国庫支出金
県支出金

+1,807
+392
+388

+2,587

32,888
18,932
5,739

57,559

繰越金
市債
その他

合計

繰入金

市税, 16,690 , 
48.1%

交付金など, 
4,013 , 11.6%

国庫支出金, 
6,723 , 19.4%

県支出金, 
2,856 , 8.2%

繰入金, 784 , 
2.3%

繰越金, 700 , 
2.0%

市債, 1,610 , 
4.6%

その他, 1,319 , 
3.8%

（単位：百万円、%）

歳入総額
346億9,500万円

%は構成比
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①市税

＋４．８％ ７億６，５００万円増（④166億9,000万円 ← ③159億2,500万円）
・個人市民税（+3.3%、2億1,000万円増）

・法人市民税（＋26.7%、2億3,200万円増）

・固定資産税（＋3.4%、2億4,370万円増）

★市税 過去７番目（最大：R01年度 173億4,770万円）

②地方交付税以外の譲与税、各種交付金

＋２．０％ ６，２００万円増（④31億3,200万円 ← ③30億7,000万円）
・法人事業税交付金（＋89.7%、9,930万円増）
・地方特例交付金（△57.1%、1億3,440万円減）

③地方交付税

＋３８．１％ ２億４，３００万円増（④8億8,100万円 ← ③6億3,800万円）
・普通交付税（+43.6%、2億4,000万円増）

持ち直しが見込まれる営業所得
の増等
主要法人の増収見込み等

東部第二土地区画整理地区での
新築等

155.5 
156.6 

160.5 

164.0 
166.3 

170.9 
173.5 

169.6 

159.3 

166.9 

145.0

150.0

155.0

160.0

165.0

170.0

175.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

市税の推移（当初予算額） （単位：億円）
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④繰入金

＋６３．７％ ３億５００万円増（④7億8,400万円 ← ③4億7,900万円）
・財政調整基金繰入金（+63.6%、2億7,200万円増）
・まちづくり市民ファンド寄附金積立基金繰入金（+65.2%、3,300万円増）

⑤市債

△１１．２％ 2億2００万円減（④16億1,000万円 ← ③18億1,200万円）
・臨時財政対策債（△44.9%、5億6,620万円減）

124.9 120.2 113.7 108.7 103.4 96.9 106.5 107.6 103.9 98.3

145.9 150.2 150.2 145.6 138.6 129.8 121.2 116.0 115.2 109.9

183.5 179.6 179.1 177.4 179.0
179.1

7.8 7.2 6.8 5.6

171.4 170.2 167.8 168.8

454.2 450.1 443.0 431.7 421.0
405.8 406.9 401.0 393.6 382.6

0.0
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03(予算) R04(予算)

市債残高の推移 （単位：億円）
一般会計：普通債 一般会計：特例債
特別会計 公営企業会計

2.2 

5.1 
6.6 

10.5 
8.2 

11.9 12.3 11.8 

7.3 

7.4 8.2 

12.3 12.7 

15.3 
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10.3 
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財政調整基金残高の推移 （単位：億円）

年度末残高（当初予算時） 年度末残高（決算）
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（２）歳出予算
ア 性質別歳出 （単位：百万円）

R4 R3 増減 伸率
6,849 6,789 60 0.9%
5,661 5,398 263 4.9%
10,364 9,883 481 4.9%
2,895 2,681 214 8.0%
1,826 1,385 441 31.9%
2,796 2,722 74 2.7%
3,362 3,138 224 7.1%
942 892 50 5.6%

34,695 32,888 1,807 5.5%
35,421 33,405 2,016 6.0%

＊端数処理により、合計が一致しない場合があります

①人件費

＋０．９％ ６，０００万円増（④68億4,900万円 ← ③67億8,900万円）
・職員給与費（会計年度を除く）の増 ほか

②物件費

＋４．９％ ２億６，３００万円増（④56億6,100万円 ← ③53億9,800万円）
・予防接種事業費（委託料）の増、電算事務管理費（委託料）の増 ほか

③扶助費

＋４．９％ ４億８，１００万円増（④103億6,400万円 ← ③98億8,300万円）
・生活保護費の増、障害者自立支援給付費の増 ほか

合計
＊R3国補正活用分を含む

人件費
物件費
扶助費
補助費等
普通建設事業費
公債費
繰出金
その他

人件費, 
6,849.2 , 19.7%

物件費, 
5,660.5 , 16.3%

扶助費, 
10,364.2 , 

29.9%

補助費等, 
2,894.9 , 8.3%

普通建設事業
費, 1,826.2 , 

5.3%

公債費, 
2,796.3 , 8.1%

繰出金, 
3,361.6 , 9.7%

その他, 942.1 , 
2.7%

（単位：百万円、％）

歳出総額
346億9,500万円

%は構成比
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④補助費

＋８．０％ 2億１，４００万円増（④28億9,500万円 ← ③26億8,100万円）
・消防本部・署施設整備事業費の増、教育・保育対策支援事業費の増 ほか

⑤普通建設事業費

＋３１．９％ ４億４，１００万円増（④18億2,600万円 ← ③13億8,500万円）
・伊勢原大山インター土地区画整理推進事業費（負担金）の増、市道改良事業費（工事請負費）の増 ほか

★国のR3年度補正予算を活用して一部事業費をR3年度に前倒して計上し、R4年度と一体で切れ目なく事業を進める
R3年度３月補正予算：７億２，５９０万円（＋2億910万円）

⑥公債費

＋２．７％ ７，４００万円増（④27億9,600万円 ← ③27億2,200万円）
・元利償還金の増 ほか

⑦繰出金

＋７．１％ ２億２，４００万円増（④33億6,200万円 ← ③31億3,800万円）
・後期高齢者医療費の増、国民健康保険事業特別会計繰出金の増 ほか
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イ 第５次総合計画中期戦略事業プランの取組（主なもの）

全体の事業費
（千円）*1

暮 315,890

【新規：産婦健診費用の助成を開始 5,000円×1回】 3,396千円

暮 14,294
【充実：放課後子ども教室を1教室増設】 441千円

安 88,800
【充実：(仮称)秦野市・伊勢原市消防共同指令センター整備への負担金】88,800千円

３ (仮称）秦野市・伊勢原市共同消防指令センター整備事業

・消防の広域連携を図り、秦野市との共同消防指令センターの建設を２カ年（１年目）で行います。

・放課後における子どもたちの安全・安心な居場所づくりとして、学校施設等を活用した放課後子ど
も教室（いせはら未来っ子クラブ）の事業拡充に向けて１教室の増設に取り組みます。

中期戦略事業プランの施策体系順に記載
*1 の金額は新規・充実を含む全体の事業費

１ すこやか親子推進事業

２ 放課後子ども教室推進事業

【充実：小児医療費助成の未就学児までの所得制限を廃止 R4.10から】 6,428千円

・小児医療費助成は、０歳から中学３年生までの通院・入院にかかる医療費を助成するとともに、令
和４年１０月から、所得制限の対象を満１歳以上から小学１年生以上に緩和します。
・妊婦健診の費用助成などを通じて、安全で安心な出産を迎えられるよう支援します。令和4年度か
ら、産婦健康診査の費用助成を開始します。
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イ 第５次総合計画中期戦略事業プランの取組（主なもの）

全体の事業費
（千円）*1

活 311,468
【充実：伊勢原大山インター土地区画整理事業へ補助】 309,260千円

活 159,163 市街地整備課
【充実：都市計画変更に向けた委託を実施】 36,000千円

都 10,414
【新規：2050年を見据えた地域再エネ目標の策定委託を実施】 9,999千円

都 10,270
【充実：公共施設等総合管理計画の改訂に向けた委託を実施】9,988千円

４ 伊勢原大山インター土地区画整理推進事業

５ 伊勢原駅北口周辺地区整備事業

６ 低炭素社会をめざす省エネルギー推進事業

７ 公共施設適正化推進事業

・地球温暖化対策として、｢ゼロカーボンシティいせはら｣の実現に向けた計画を策定します。
・「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クール・チョイス）」普及活動事業により、温室効果ガスの削減や省
エネ対策の普及啓発に努めます。

・公共施設等の適正管理の取組を推進するとともに、公共施設等総合管理計画の改訂を行います。

・伊勢原大山インター土地区画整理組合が施行する事業の円滑な進捗を図るため、技術的援助を行う
とともに土地区画整理事業補助金を交付して組合を支援します。

・令和３年度に設立された伊勢原駅北口地区再開発準備組合の運営を支援するとともに、準備組合及
び事業協力者と施設計画の立案など、都市計画変更手続きに必要な各種調査、検討を進めます。

中期戦略事業プランの施策体系順に記載
*1 の金額は新規・充実を含む全体の事業費
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３ 特別会計等予算の概要 ［増減率及び増減額は、対令和３年度当初予算］

増減の主な要因
国民健康保険事業費
納付金（一般被保険
者医療給付費分）の
増 等

公共用地先行取得等
事業費の減

居宅介護サービス等
給付費の増 等

保険料等納付金の増
等

管渠建設改良費の増
等

介護保険料
17億6,671万6千円

+0.7%（1,278万8千円増）

後期高齢者医療保険料
12億9,794万7千円

+4.9%（6,031万2千円増）

下水道使用料
13億6,000万円

+0.4%（600万円増）

12億3,498万3千円
＋2.9%

（3,470万3千円増）

2億3,184万8千円
＋2.5%

（568万8千円増）

9億5,800万円
△1.0%

（1,000万円減）

③
介護
保険

④
後期高齢
者医療

⑤
公共下水道
［公営企業

会計］

79億2,200万円
+4.1%

（3億1,200万円増）

15億3,400万円
+4.6%

（6,700万円増）

61億2,700万円
+6.8%

（3億8,800万円増）

8億7,447万6千円
＋10.2%

（8,123万7千円増）

一般会計繰入金名称

1億2,200万円
△29.5%

（5,100万円減）

②
用地
取得

1億2,200万円
+16.2%

（1,700万円増）

－

97億4,600万円
+0.7%

（6,400万円増）

予算規模

①
国民健康

保険

国民健康保険税
17億9,420万1千円

△1.7%（3,060万7千円減）

主な歳入
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資料２

伊勢原市議会３月定例会について

日程案
月 日 曜 会 議 内 容 備 考

1 ２月１７日 木 本会議・提案説明

2 １８日 金 休 会

3 １９日 土 休 会

4 ２０日 日 休 会

5 ２１日 月 通告締切正午

6 ２２日 火 休 会

7 ２３日 水 休 会 天皇誕生日

8 ２４日 木 休 会

9 ２５日 金 本会議・議案審議

10 ２６日 土 休 会

11 ２７日 日 休 会

12 ２８日 月 休 会

13 ３月 １日 火 休 会 市制施行記念日

14 ２日 水 委員会・付託審査

15 ３日 木 委員会・付託審査

16 ４日 金 休 会

17 ５日 土 休 会

18 ６日 日 休 会

19 ７日 月 本会議・総括質疑

20 ８日 火 休 会

21 ９日 水 休 会

22 １０日 木 委員会・予算審査

23 １１日 金 委員会・予算審査

24 １２日 土 休 会

25 １３日 日 休 会

26 １４日 月 委員会・予算審査

27 １５日 火 休 会

28 １６日 水 休 会

29 １７日 木 本会議・一般質問

30 １８日 金 本会議・一般質問

31 １９日 土 休 会

32 ２０日 日 休 会

33 ２１日 月 休 会 春分の日

34 ２２日 火 本会議・一般質問

35 ２３日 水 休 会

36 ２４日 木 本会議・最終日

会 期 ３６日間
告 示 ２月１０日（木）
議 運 ２月１４日（月）
本 会 議 ７日
委 員 会 ５日

【裏面あり】



市長提出予定議案等

１ 当初予算議案

(1) 令和４年度伊勢原市一般会計予算

(2) 令和４年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算

(3) 令和４年度伊勢原市用地取得事業特別会計予算

(4) 令和４年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算

(5) 令和４年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算

(6) 令和４年度伊勢原市公共下水道事業会計予算

２ 条例議案

(1) 伊勢原市特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

(2) 伊勢原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

(3) 伊勢原市立地域集会所条例の一部を改正する条例について

(4) 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

(5) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について

(6) 伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

(7) 伊勢原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

(8) 伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について

(9) 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について

(10) 伊勢原市文化財保護条例の一部を改正する条例について

３ 補正予算議案

(1) 令和３年度伊勢原市一般会計補正予算（第１０号）

(2) 令和３年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

(3) 令和３年度伊勢原介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

(4) 令和３年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

(5) 令和３年度伊勢原市下水道事業会計補正予算（第２号）

４ 報告案件

(1) 専決処分の報告について（伊勢原市個人情報保護条例の一部を改正する条例）

(2) 専決処分の報告について（令和３年１１月１９日発生した事故に係る損害賠償

の額の決定及び和解）

(3) 専決処分の報告について（令和３年９月１８日発生した事故に係る損害賠償の

額の決定及び和解）

問い合わせ先 文書法制課（電話０４６３－９４－４８６７）

議会事務局（電話０４６３－７４－５０８５）



資料３
[資料あり]

株式会社エーブレインとの

「災害時における無人航空機（ドローン）を活用

した支援活動に関する協定」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、株式会社エーブレイ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）を活用した支援活動に関する協定

２ 協定の相手方

株式会社エーブレイン

（厚木市愛甲東１丁目２２番３０号 代表取締役社長 古座野 良一）
こ ざ の よしかず

【会社概要】

ＩｏＴをベースにした企画開発・製造・販売、コンサルティングおよびスクール

事業、製造業・農業向けＩｏＴ機器の開発・企画、ドローンソリューションの提供

などを展開。災害現場の被災状況調査をはじめ、地方自治体の要請に応じ、ドロー

ンを活用した屋根・外壁調査、観光ＰＲ空撮、農薬散布、職員向けドローン操縦講

習等を行っている。令和３年７月に熱海市で発生した伊豆山土砂災害に、陸上自衛

隊の協力要請に応じ、被災状況の調査に携わった。

３ 協定の内容

大規模災害時に、市からの要請により有償でドローンと操縦士が派遣され、現地

で撮影した被害写真や映像を市に提供します。

４ 締結式日時・会場 ※会見終了後に執り行います。

令和４年２月１５日（火）午前１１時～（予定）

伊勢原市役所２階 ２Ｃ会議室（田中３４８）

◇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

同社が自治体と協定を締結するのは県内で２例目です。

（令和２年８月に、厚木市・愛川町・清川村・厚木警察署との５社協定を締結。）

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)を活用した支援活動に関する協定書 

 

神奈川県伊勢原市（以下「甲」という。）と株式会社エーブレイン（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）を活用した支援活動について、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

の支援活動について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及び要救助者の捜索等 

（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）その他甲乙協議が整った支援活動 

 

(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。 

 

(映像等の所有権等) 

第４条 本協定に基づく支援活動による映像、画像等の所有権及び著作権は、甲に

帰属するものとする。 

 

(秘密の保持) 

第５条 乙は、支援活動により知り得た甲又は第三者の秘密を漏らしてはならない。

支援活動終了後も同様とする。 

 

(経費の負担) 

第６条 第３条の規定による甲の要請に基づく活動に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費は、支援活動に係る消耗品及び通信費とし、 

その額は、災害発生時直前における適正な価格により算定するものとする。 

 

 



 

（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。 

 

（防災活動への協力） 

第８条 乙は、次に掲げる事項について、可能な範囲で協力するものとする。 

（１）甲が実施する防災啓発事業 

（２）甲が実施する総合防災訓練等への参加 

（３）甲職員の無人航空機(ドローン)の操縦士の育成 

 

（連絡窓口） 

第９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。 

 

（協定の期間） 

第 10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 11 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２月１５日 

 

甲 神奈川県伊勢原市田中３４８番地 

                  

                 伊勢原市長    

 

乙 厚木市愛甲東１丁目２２番３０号 

                 株式会社 エーブレイン 

 

                 代表取締役社長   



資料４
［資料あり］

第３７回大山登山マラソン大会

伊勢原駅北口鳥居前をスタートし、標高差約６５０ｍ、１６１０段の石段が待ち受

けるハードなコースに、県内から健脚自慢が集まり、ゴールの大山阿夫利神社下社ま

での上り坂９ｋｍを一気に駆け上がります。

今大会は、モデルでトライアスロンを中心に活躍している道端カレンさんや、オリ

ンピックや世界陸上に出場経験のあるゲストランナーが出走し、大会を盛り上げます。

１ 開催日

令和４年３月１３日（日）雨天実施

２ スタート時間（伊勢原駅北口鳥居前）

午前１０時 ：男子５０歳代・男子６０歳以上

午前１０時３０分：男子４０歳代・女子３９歳以下

女子４０歳以上

午前１１時 ：男子３０歳代・男子２９歳以下

３ 実施主体

大山登山マラソン大会実行委員会

（髙山松太郎大会会長・田中昇実行委員長）

４ 参加予定ランナー数

１，５００人（男性１，３０９人、女性１９１人）

＊最高齢者 ９４歳・男性（横浜市在住）

５ ゲストランナー（プロフィールはリーフレット参照）

道端カレンさん、大島めぐみさん、加納由理さん、

赤羽有紀子さん、福士加代子さん、重友梨佐さん

道端カレンさん

６ 主な感染症対策

(1) 参加者は神奈川県在住者限定で、事前にスマートフォンによる体調管理

チェックを実施。

(2) ナンバーカード、計測チップは事前に送付。

(3) 日産テクニカルセンターバスターミナルで検温と健康確認を実施。

(4) 伊勢原小学校での模擬店出店やゴール地点での食物提供は行わない。

(5) 完走証はＷＥＢ発行とする。

(6) 沿道での応援は自粛をお願いする。

問い合わせ先 スポーツ課（電話０４６３－９４－４６２８）









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

骨盤調整pm 13：15～14：15

ウィークデースポーツ教室 14：00～

2 水 水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

骨盤調整おおた 13:15～14:15

4 金 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

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

10 木 エクササイズ 10:00～11:00

パワーヨーガ 10：45～11：45

入門ヨーガ
9：30～10：30

12 土

13 日 第３７回大山登山マラソン大会
開会式
9:00～

　

　　
場所等

1 火

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

武道館（柔道場）

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

3 木

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

大田公民館
℡: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

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

9 水

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

11 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

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

開会式会場：伊勢原小学校
表彰式会場：大山阿夫利神社下社客殿前

スポーツイベントカレンダー ３月

裏面あり

ねんりんピックかながわ２０２２
リハーサル大会のお知らせ

２０２２年５月２８日（土）伊勢原市体育館にて、
ねんりんピックのリハーサル大会を開催しま
す。

≪競技内容≫
・県内の選手による個人戦
（かながわシニアスポーツフェスタ２０２２）
・ねんりんピック代表選手による団体戦
（県内１２チームが出場）

≪イベント≫
・未病改善教室
・子ども向けイベント
・いせはら食フェス
・日本遺産関連の展示
・剣道エクササイズ第３７回 大山登山マラソン大会

伊勢原駅北口～大山阿夫利神社下社まで、全長9.0ｋｍ、標高差650ｍのコースを走ります。

コース終盤には1,610段の石段が待ち構えています。
選手は3回に分けてスタートします。
新型コロナウイルス感染症対策として、沿道の応援は自粛してください。

○スタート時間 ○ゲストランナー
10:00 男子50歳代、60歳以上 道端 カレンさん、赤羽有紀子さん
10:30 男子40歳代、女子両部門 大島めぐみさん、加納 由理さん
11:00 男子30歳代、29歳以下 福士加代子さん、重友 梨佐さん



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 ３月

14 月 ピラティス
①9：30～10：30
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～

16 水 水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

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

22 火

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

水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

24 木 エクササイズ 10:00～11:00

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
②10:45～11:45
③10:45～11:45

29 火 ウィークデースポーツ教室 14：00～

30 水

31 木 木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

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

15 火

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

武道館（柔道場）

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

17 木

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

大田公民館
℡: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

　

23 水

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

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
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

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

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

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）

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

伊勢原市保健福祉部
スポーツ課

Tel:0463-94-4628

〈2022YLCグループステージ〉

【第２節】

３月２日（水）

湘南ベルマーレ VS サガン鳥栖

～ヤマハ～

【第3節】

３月２６日（土）

湘南ベルマーレ VS FC東京

～味の素スタジアム～

〈2022明治安田生命J1リーグ〉

【第３節】

３月６日（日）

浦和レッズ VS 湘南ベルマーレ

～埼玉～

【第4節】

３月１２日（土）

京都 VS 湘南ベルマーレ

～レモンガススタジアム平塚～

【第5節】

３月１９日（土）

湘南ベルマーレ VS 鹿島

～カシマ～

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/



講座・イベント 託児 対象 場所 問い合わせ 備考

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
９２－６９６１

かんたんスマホ教室【満員御礼】 一般 伊勢原南公民館
伊勢原南公民館
９２－１２１０

かんたんスマホ教室【満員御礼】 一般 成瀬公民館
成瀬公民館
９５－１０９６

入門講座「初めての手話ダンス」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

3 木 かんたんスマホ教室【満員御礼】 一般 中央公民館
中央公民館
９３－７５００

4 金 入門講座「初めての太極拳」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

5 土

6 日

7 月 休館日（中央・大田公民館は開館）

8 火 かんたんスマホ教室【満員御礼】 一般 高部屋公民館
高部屋公民館
９４－３８５７

9 水 入門講座「初めての手話ダンス」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

10 木 かんたんスマホ教室【満員御礼】 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

かんたんスマホ教室【満員御礼】 一般 比々多公民館
比々多公民館
９２－６９６１

入門講座「初めての太極拳」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

12 土

13 日

14 月 休館日（中央公民館は開館）

15 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
９２－６９６１

16 水 入門講座「初めての手話ダンス」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

17 木

18 金 入門講座「初めての太極拳」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

19 土

20 日 大田歴史講座
「大田地区の文化財と民俗資料を学ぶ」

一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

21 月 休館日（全館）

22 火 自然観察会
「百花繚乱の花菜ガーデンを訪ねる」

一般 南公民館
南公民館
９２－１２１０

23 水

24 木

25 金 入門講座「初めての太極拳」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

26 土

27 日

28 月 休館日（全館）

29 火

30 水 入門講座「初めての手話ダンス」 一般 大田公民館
大田公民館
９５－４３７５

31 木

11 金

９：００～１１：３０

１８：００～２０：００

１８：００～２０：００

１０：００～１０：４５

９：００～１１：３０

１０：００～１１：３０

１０：３０～１４：００

９：００～１１：３０

１８：００～２０：００

１４：００～１６：００

１４：００～１６：００

１４：００～１６：００

市立公民館講座等のお知らせ（３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

１８：００～２０：００

９：００～１１：３０

１０：００～１０：４５

1 火

１４：００～１６：００

１４：００～１６：００

2 水

１４：００～１６：００






