
 

 

伊勢原市長定例記者会見資料 
 

令和４年４月２５日(月) 
11:00～ 伊勢原市役所２C会議室  

 

 

市長発表 

 

１ 市税や保育料等の「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」の開始について （資料１） 

２ 日本遺産「大山詣り」観光拠点整備事業について   （資料２） 

３ ねんりんピックかながわ２０２２リハーサル大会について  （資料３） 

 

 

 

 

ちらし等配付のみ 

 

・ れんげ祭り 

・ いせはら音楽祭 

・ スポーツイベントカレンダー（５月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢原市企画部広報戦略課 ℡（0463）94-4864 



  

 

 

市税や保育料等の「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」の開始について 
 

 利便性向上や新しい生活様式を踏まえた感染リスク低減の観点から、各種市税・保

険料・使用料の口座振替の申込手続がインターネット上からできる「Ｗｅｂ口座振替

受付サービス」を開始しました。金融機関の窓口に出向いたり、紙の口座振替依頼書

に記入や押印をするといった、これまでの口座振替の申込方法に加えて、「いつでも」

「どこでも」パソコンやスマートフォン等の端末から申込ができる方法を追加し、納

税(入)者の利便性が高まります。市公式ホームページからご利用が可能です。 
 

１ 利用開始日 

令和４年４月２日（土） 
 

２ 利用できる税・保険料・使用料（１２科目） 

市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資

産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後

期高齢者医療保険料(普通徴収)、保育料、児童コミュニティクラブ育成負担金、清

掃手数料(し尿)、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料 
 

３ 取扱金融機関（１４金融機関） 

  横浜銀行、湘南農業協同組合、中栄信用金庫、三井住友銀行、中南信用金庫、  

りそな銀行、平塚信用金庫、さがみ信用金庫、みずほ銀行、スルガ銀行、 

中央労働金庫、きらぼし銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行 
 

４ 対象者 

市税、保険料等納税(入)対象者 (※法人を除く) 
 

５ その他 

全国で約５０の地方自治体が同一システムを導入しており、県内では４市目とな

ります。 

【県内の導入状況】 

令和２年度：藤沢市       令和３年度：川崎市、相模原市 

令和４年度：伊勢原市、綾瀬市 
 
 

（添付資料：チラシ「Ｗｅｂ口座振替受付サービス開始」） 

 

問い合わせ先  収納課（電話０４６３－７４－５４９５）  

資料１ 







  

 

 

日本遺産「大山詣り」観光拠点整備事業について 
 

日本遺産である「江戸庶民の信仰と行楽の地～巨大な木太刀を担いで大山詣り～」

の魅力発信や、日本遺産を通じた活性化事業などを推進する伊勢原市日本遺産協議会

では、各構成文化財を観光拠点として充実させ、さらなる魅力向上により持続的な誘

客と文化財保存を実現するために、文化庁の補助金を活用し、構成文化財所有者の協

力を得ながら、観光拠点の整備を実施しました。 
 

１ 文化資源活用事業費補助金とは 

文化庁が所管する補助事業であり、日本遺産や世界文化遺産などの地域を対象と

して文化財の魅力向上に繋がる一体的な整備等を行うことにより、文化財を活用し

た観光拠点の磨き上げを図ることを目的とするもの。 
 

２ 事業概要 

観光拠点整備計画（令和元年度～３年度）を作成し、次の事業を実施しました。 

（１）日向薬師 １６事業 

参道整備、案内・解説板設置、休憩施設修繕、本堂安全柵 ほか 
 

（２）大山阿夫利神社 ４事業 

山頂広場測量及び広場整備（令和４年 

５月まで工期延長）、登拝門手すり改修  
 

（３）比々多神社 ３事業 

元宮眺望板設置、下谷戸縄文遺跡樹木 

伐採及び外構整備 
 

（４）高部屋神社 ２事業 

参道改修整備、石積及び階段石修繕整備 
 

（５）石雲寺 ２事業 

大友皇子墓所解説板設置及び四つ目垣設置 
 

  （６）大山先導師会旅館組合 １事業 

大山講献灯者看板改修 
 

  （７）伊勢原市 １事業 

    阿夫利神社下社公衆トイレ改修 

 

（裏面あり） 

資料２ 

 

休憩施設の修繕（日向薬師） 

参道の整備（日向薬師） 

） 



  

３ 事業の主な効果について 
 

①安全性の向上 

 参道などの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②利便性の向上 

 休憩施設や案内サイン、公衆トイレなどの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③理解度や満足度の向上 

 日本遺産ストーリーを紹介する解説版などの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問い合わせ先  商工観光課（電話０４６３－９４－４７２９）  

施工前の参道（高部屋神社） 施工後の参道（高部屋神社） 

案内サインの設置（日向薬師） 公衆トイレの改修（大山阿夫利神社） 

大友皇子墓所の解説板（石雲寺） 元宮の眺望板（比々多神社） 



 

前回「かながわシニアスポーツフェスタ剣道大会」の様子 

 

 

ねんりんピックかながわ２０２２リハーサル大会について  
 

市では、本年１１月に神奈川県で開催される「ねんりんピックかながわ２０２２」

において、「剣道交流大会」を市体育館で実施するため、準備を進めています。 

この度、本大会の開催に向けて、「伊勢原ねんりんフェスタ２０２２」と題し、例

年開催されている県大会「かながわシニアスポーツフェスタ剣道大会」をリハーサル

大会として開催するとともに、様々なイベントを実施します。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止となる場合があります。 

 

１ 開催日時 

 令和４年５月２８日（土） 

１０時～１６時 
 

２ 場所 

 伊勢原市総合運動公園 
 

３ 実施主体 

  神奈川県、神奈川県剣道連盟、 

伊勢原市、ねんりんピックかながわ２０２２伊勢原市実行委員会 
 

４ 主な内容 

 ・かながわシニアスポーツフェスタ剣道大会（ねんりんピックリハーサル大会） 

・未病改善教室 

 ・剣道エクササイズ 

 ・日本遺産のまちいせはらうまいものフェス 

 ・日本遺産×鎌倉殿展示体験コーナー ほか 
 

５ ねんりんピックとは 

「全国健康福祉祭」の愛称で、６０歳以上の人を中心に、あらゆる世代が楽し

み、交流を深める「スポーツ・文化・健康と福祉の祭典」として、昭和６３年（１

９８８年）から毎年開催されています。令和４年（２０２２年）の第３４回全国健

康福祉祭は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市等の主催で、神奈川県内で初め

て開催されます。 

 

（添付資料：パンフレット「伊勢原ねんりんフェスタ２０２２」） 

 

問い合わせ先  スポーツ課（電話０４６３－９４－４６２８） 

資料３ 







 

 

 

中止が決定している主な事業について 
 

５月 

  ・公園緑花まつり、リサイクル展、いせはら環境展、毎日のくらし展、 

   新体力テスト（例年同時開催） 

  ・まが玉祭、市指定文化財特別公開（例年同時開催） 

  ・愛甲石田駅前南口ロータリーふれあい祭り 

 

参考 



５月
日 月

大田ふるさと体感隊 会員及び協力 一覧
地元農家 伊勢原市大田地区土地改良区 下谷自治会・東沼目自治会
湘南農業協同組合(大田支店) いせはらジュニアリーダーズクラブ

大田地区土地改良区 ℡９７－８４４４（月・水・金のみ）
伊勢原市役所農業振興課 ℡９４－４６７６（直通）

●公共交通機関をご利用いただき、
お車での来場はご遠慮ください。

お問合せ

●ゴミは各自でお持ち帰りください。

大田地区土地改良区区域
ほ場整備地内(伊勢原市下谷1491付近)

火･祝

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
マスクの着用等にご協力ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
マスクの着用等にご協力ください

お散歩しながら
見に来てね ！

第16回れんげ祭り







イベント名称 時間 県立射撃場大会等予定

1 日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金 ダイヤビック(大体育室） 10：00～11：00

7 土

8 日

9 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

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

ヘルスアップトレーニング 9：30～10：30

ボディメイクトレーニング 10：45～11：45

エクササイズ 10：00～11：00

入門ヨーガ 9：30～10：30

パワーヨーガ 10：45～11：45

15 日

17 火

10 火

13 金

16 月

11 水

14 土

12 木

ピラティス

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

10：45～11：45
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

　

　　

場所等

－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）

休場日は毎週月曜及び年末年始
（12月28日から翌年1月3日まで）
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/

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

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

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

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

【５月１５日号広報いせはら掲載】

☆民間スポーツ施設利用助成

のご案内

※詳しくは、【広報いせはら】で

確認ください。

スポーツイベントカレンダー ５月

裏面に続く



イベント名称 時間 県立射撃場大会等予定

　

　　

場所等

スポーツイベントカレンダー ５月

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

ヘルスアップトレーニング 9：30～10：30

ボディメイクトレーニング 10：45～11：45

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

ダイヤビック 10：00～11：00

入門ヨーガ 9：30～10：30

パワーヨーガ 10：45～11：45

21 土

22 日

23 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

骨盤調整am
①9：30～10：30
②10：45～11：45

骨盤調整pm 13：15～14：15

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

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

29 日

30 月 ピラティス 10：45～11：45

31 火

28

18

20 金

水

19

25

24 火

27 金

伊勢原ねんりんフェスタ2022
（ねんりんピックリハーサル大会）

26 木

木

土

県立伊勢原射撃場

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

市総合体育大会
クレー射撃

9：00～15：00

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

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

10：00～16：00

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

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

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

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

伊勢原市総合運動公園

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

湘南ベルマーレ

ホームゲーム情報
＠レモンガススタジアム平塚

5月3日（火）1５:00～

VS. 清水エスパルス

5月１４日（土）1６:00～

VS. 横浜Ｆ・マリノス

５月１８日（水）１９:００～


