
点訳広報、声の広報も製作しています

　また、戸籍住民課の一部業務では、整理券に記載したQRコードを読み
込むと、順番が近づいたときに電子メールなどでお知らせを受け取ること
ができます。

歳出

　国民年金第1号被保険者が出産し
たときに、国民年金保険料が免除さ
れます。免除期間は出産予定日が属
する月の前月から4カ月間(多胎妊娠
の場合は予定日の3カ月前から6カ月
間)です。既に他の免除や猶予など
を受けている人もこの制度が優先さ
れるため、届け出ると保険料を全額

納めた期間として扱われます。
　届け出は出産予定日の6カ月前か
ら行えます。母子健康手帳など出産
予定日が分かる物をご持参ください
※出産後に届け出る場合は不要
▪問平塚年金事務所薀22-1515
▪担保険年金課薀94-4520

産前産後の国民年金保険料免除のお知らせ

　窓口の混雑状況が市ホームページで即時に確認できるようになりまし
た。トップページ｢窓口混雑状況｣から、手続き別に順番待ちの人数や呼び
出し状況などがご覧になれます。感染症対策のためにも、すいている曜日
や時間帯の来庁にご協力をお願いします。
対象窓口　戸籍住民課、介護高齢課、保険年金課◇マイナンバーカード特
設会場(3階3B会議室)の混雑状況も確認できます

▪担戸籍住民課薀94-4713

市役所の混雑情報を配信しています 

　伊勢原市が物語の舞台となり、全て市内
で撮影が行われた映画｢ツナガレラジオ｣の
主なロケ地や観光スポット10カ所に、出演 
者10人の等身大パネルを設置しています。
　記念写真を撮影しながら、映画の世界を 
巡ってみませんか。
　マップを各設置場所で配布しているほか
市および観光協会のホームページに掲載し
ています。
　なお、撮影の際は周囲の迷惑にならない
よう、ご注意ください。
設置場所　大山ケーブル駅、こま参道(大津屋前)、伊勢原大神宮、横浜銀
行伊勢原支店シティプロモーションコーナー、テーエス瓦

ガ

斯
ス

、駅ナカ クル
リンハウス、市役所1階ロビー、市民文化会館、アゼリア、米谷豆腐店◇順
不同、設置日･時間は各施設の営業時間に準じます
設置期間　12月28日(火)まで※感染症の状況により、変更する場合があり
ます

映画｢ツナガレラジオ～僕らの雨降Days～｣とは
　夢に破れた10人の“ワケあり”男子が、かつてＦＭラジオでにぎわった
伊勢原市の雨降山に集まり、自分たちのラジオ局を作ろうと奮闘する
青春物語。旬の若手俳優たちが勢ぞろいした話題の作品です。
出演　西銘駿、飯島寛騎、阿久津仁愛、井阪郁巳、橋本祥平、深澤大
河、ゆうたろう、板垣李光人、立石俊樹、醍醐虎汰朗　ほか

映画｢ツナガレラジオ～僕らの雨
あ ふ り

降Days～｣
ロケ地めぐりをしませんか

市役所1階ロビーの様子

▪担広報戦略課薀94-4864、商工観光課薀94-4729

教育長に山口賢人氏を任命
　鍛代英雄教育長の退任に伴い、議会の同意を得て4
月1日付で山

や ま

口
ぐ ち

賢
け ん

人
と

氏が教育長に任命されました。任
期は、前教育長の残任期間の2年間(令和5年3月31日ま
で)です。山口教育長は、市内中学校教諭、神奈川県
教育委員会勤務を経て、市学校教育担当部長や小学校
校長を歴任しました。
▪担教育総務課薀74-5104 山口賢人 教育長

　伊勢原市と秦野市のごみ処理と火葬業務は秦野市伊勢原市環境衛生組合
が行っています。
　令和3年度当初予算は総額27億7400万円で、2年度と比べると1億3000万円
の減額となりました。両市民の快適な生活が保たれるよう、はだのクリー
ンセンター、伊勢原清掃工場、秦野斎場、いずれも適正な維持管理に努め
てまいります。
　歳入･歳出の概要は次のとおりです（小数第3位以下は四捨五入）。
▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合薀82-2500

令和3年度 秦野市伊勢原市環境
衛生組合当初予算

　令和3年度は、ごみの
処理や焼却灰の処理、斎
場の運営経費などの衛生
費が歳出全体の約63パー
セントを占めています。

歳出合計
27億7400万円

衛生費
17億3830万1千円
（62.66%）

議会費
339万9千円（0.12%）
予備費
300万円（0.11%）

総務費
3億5879万1千円
（12.94%）

公債費
6億7050万9千円
（24.17%）

　伊勢原市と秦野市の人
口比率などを基に算出し
た分担金が歳入全体の約
65パーセントを占めてい
ます。
　この分担金にかかる市
民1人当たりの負担額は、
約6880円です（令和2年12
月31日現在の住民基本台
帳人口により算出）。

歳入合計
27億7400万円

秦野市分担金
10億8708万2千円
（39.19%）

繰越金
4000万円（1.44%）
県支出金
111万1千円（0.04%）　
財産収入
1万9千円（0.00%）

伊勢原市分担金
7億598万7千円
（25.45%）

繰入金
3億827万9千円
（11.11%）

使用料及び手数料
3億6474万4千円
（13.15%）

諸収入
2億6677万8千円
（9.62%）

歳入

画面イメージ（戸籍住民課）

待ち人数と呼出番号が表示されます

過去の状況から予
想される混雑状況
を確認できます。
来庁時の参考にし
てください※天候
などにより、状況は
変化します

発行／伊勢原市　編集／広報戦略課
〒259-1188　伊勢原市田中348番地

発行部数／38,700部

『いせはら　くらし安心メール』の
配信登録や閲覧は、市ホームページから

伊勢原市市公式
ホーム
ページ

令和3（2021）年 No.12204月15日

伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えました

人口と世帯 人口101,689（＋55）　 世帯数46,345（＋292）4月1日現在（　）は前月比 ※平成27年国勢調査を基にした推計人口



図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

4/15～5/14

市民農園の利用者を募集
令和3年度の利用者を募集します。
豊かな自然の中で、野菜作りの楽し
さや収穫の喜びを感じてみませんか
◇募集区画＝上平間3区画（1区画20
㎡）▪対市内在住の人（1家族1区画）▪費
年8000円▪申電話で問い合わせ先へ
▪問NPO法人ファームパーク湘南･佐藤
薀070-1248-5518
▪担農業振興課薀94-4648

人間ドックの利用助成
4月1日現在の国民健康保険の加入者

（20歳以上で年度内に75歳に到達す
る人）を対象に人間ドック受検費用
の一部（限度額2万円）を助成します
▪対令和2年度以前の国民健康保険税
に未納がない世帯の人▪申印鑑（代理
人が申請する場合）と被保険者証を
持参し市役所1階の保険年金課へ▪締4
月30日（金）※4月1日時点で後期高齢
者医療制度に加入している被保険者
は、今年度から助成はありません
▪担保険年金課薀94-4728（国保）
　健康づくり課薀94-4616（後期高齢）

高等学校卒業程度認定試験
高等学校を卒業していない人を対象
に、卒業者と同等以上の学力がある
かどうかを認定する試験です。合格
者は大学などの受験資格が得られま
す◇願書受付期限＝5月10日（月）◇試
験日＝8月12日（木）･13日（金）※年2
回実施。第2回の日程など詳しくは、
担当へ
▪担教育指導課薀74-5247

シルバー人材センター入会説明会
健康で働く意欲のあるシルバー世代
を募集。入会希望者は説明会に出席
を▪時5月13日（木）午前9時～正午▪場伊
勢原シティプラザ▪対市内在住で60歳
以上の人40人（申込順）
▪担シルバー人材センター薀92-8801

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇キスゲハイキングクラブ 代表 青
柳幸子･1万円
▪担福祉総務課薀94-4719

催　　し 講座・教室など
event

家族介護者教室｢高齢者の住ま
いについて｣

将来に備えた住まい選びや施設の特
徴などを市内施設の担当者から学ぶ
▪時5月27日（木）午前10時～正午▪場伊
勢原シティプラザ▪対市内在住･在勤
で高齢者を介護している人か65歳以
上の人30人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

お知らせ information

会計年度任用職員を募集
市役所業務の補助や専門的な業務を
行う非常勤職員を募集します。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。
一般事務（戸籍に関すること）
◇従事内容＝①窓口業務の事務補助
や電話による案内･回答業務②マイナ
ンバーカード交付に関する事務補助
や住民登録に伴う業務◇募集人数＝
各2人◇任用期間＝7月1日～令和4年
3月31日▪締4月23日（金）
▪担戸籍住民課（市役所1階）薀94-4713
一般事務（国民健康保険に関すること）
◇従事内容＝国民健康保険制度に関
する補助事務◇募集人数＝2人◇任
用期間＝7月1日～15日▪締4月23日（金）
▪担保険年金課（市役所1階）薀94-4728
道路管理作業員
◇従事内容＝市内道路の維持管理作
業◇募集人数＝2人◇任用期間＝7月
1日～令和4年3月31日▪締5月11日（火）
▪担道路整備課（市役所2階）薀94-4822

聖火リレートーチを展示
東京2020オリンピッ
ク･パラリンピック
の聖火リレートーチ
を展示します。本物
のトーチをぜひご覧
ください▪時4月20日

（火）･21日（水）の午前
9時～午後5時（21日
は午後3時まで）▪場市
役所1階ロビー
▪担スポーツ課薀94-4628

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に、いせはら塔の山緑地公園周辺の
野鳥や草花を観察▪時5月2日（日）午前
9時～午後3時※雨天時は5日（水）◇
集合＝三之宮比々多神社▪定30人（申
込順）
▪担みどり公園課（いせはらサンシャ
イン･スタジアム内）薀96-6466

普通救命講習会
心肺そ生法やAED（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ◇修了証の発
行あり、再講習可▪時5月15日（土）午
前9時～正午▪場コミュニティ防災セ
ンター（南分署）▪対中学生以上の人10
人（申込順）▪申4月19日（月）より市ホー
ムページ｢防災･消防･
救急｣→｢救急｣→｢救
命講習｣から電子申
請、または電話か直
接消防本部2階の担
当へ▪締5月7日（金）
▪担警防救急課薀95-9144

西富岡･向畑遺跡見学会
縄文時代後期の埋没林の発掘現場を
見学▪時4月17日（土）①午前10時～11
時②午後1時30分～2時30分◇交通＝
伊勢原駅北口3番バスのりば｢日向薬
師｣行きで｢川上｣下車徒歩5分※参加
自由、小雨実施･荒天順延、中止の
場合は問い合わせ先のホームページ
でお知らせします
▪問かながわ考古学財団薀090-1842-8346
▪担教育総務課薀74-5109

子易･中川原遺跡見学会
中世の寺院跡を見学▪時4月25日（日）
①午前10時～②午後1時～◇交通＝
伊勢原駅北口4番バスのりば｢大山ケー
ブル｣行きで｢這子坂｣下車徒歩15分
※参加自由、小雨実施、中止の場合
は問い合わせ先のホームページでお
知らせします
▪問かながわ考古学財団薀080-7799-5939
▪担教育総務課薀74-5109

おもちゃ病院いせはらを開院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃ
を治療します。受付数は各日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①4月24日（土）②4月
25日（日）③5月9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
原南公民館③伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会薀94-9600

健康スポーツ教室｢サッカー｣
初心者から経験者ま
でサッカーを楽しむ
▪時5月11日～6月15日
の毎週火曜日･全6回
①午後3時50分～5時
②午後5時10分～6時20分▪場市体育館
▪対①小学校1･2年生②小学校3～6年生
各20人（申込順）▪費3000円
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体
薀92-3536

健康スポーツ教室｢ヨガ｣
気持ち良く体を伸ばしリフレッシュ
▪時 5月13日～6月17日の毎週木曜日･
全6回、午前10時30分～11時30分▪場
市体育館▪定20人（申込順）▪費3000円
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体
薀92-3536

図書館　薀92-3500

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。

子ども読書フェスタ（4/23～5/16）
　4月の｢子ども読書の日｣、4～5
月の｢こどもの読書週間｣に合わせ
てイベントを開催します。期間中
参加したお子さんにはプレゼント
があります。詳しくは館内のポス
ターや図書館ホームページでご確
認ください。
野の会の対面朗読体験
▪時4月24日（土）午前10時30分～午
後3時30分▪定30組（申込順）
企画展示
市出身の童話作家、福明子先生の
絵本を紹介
おすすめ本のセット貸し出し
図書館員とボランティアが選んだ
本を3冊ずつセットにして貸し出
し（なくなり次第終了）

子ども科学館　薀92-3600

展示室の利用やプラネタリウム、工
作教室など館内のイベントは全て予
約制で、人数制限があります。申し
込み方法など詳しくは、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

　5月3日（月）～5日（水）は、入館者
を対象にした工作教室やサイエン
スショーなどを行います。教室の
内容など詳しくは、施設やホーム
ページでお知らせします。

プラネタリウム投影番組

土・日曜日、祝日
10:30◎/13:30□/
15:30○

◎＝親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣
□＝ 幼児･低学年向け番組｢ピーターパンと

ほしのくにへいこう｣
○＝親子･一般向け番組｢HAYABUSA2｣

▪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　　薀電話番号　 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

市内の主な犯罪発生件数

伊勢原警察署調べ （ ）内は前年比

犯罪の種類 2月 1～2月
特 殊 詐 欺 0 1（－2）
忍　 込　 み 1 1（＋1）
車上狙いなど 2 3（－1）
乗 り 物 盗 4 9（－6）

図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

4/19･26、 5/6･10

4/19･26･29、 5/3～5、 10
※中央公民館は4/19、5/10は開館
※大田公民館は4/19は開館

※体育館はワクチンの集団接種会
場となるため、4/28から一般利用
を休止する予定です

 

 

4/19･26、 5/10

4/19･26、 5/10

4/19･26、 5/6･10･12

4/19･26、 5/6･10･12

4/26、 5/10

4/19･26、 5/10

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。
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受けていますか? がん検診
　がんは早期発見･治療することで治癒率が高まります。自覚症状
がなくても定期的に検診を受けましょう。市では、市内在住の人を
対象に次のがん検診を実施しています。電話で担当にお申し込みく
ださい。

◇胃がん、大腸がんは公民館などで行う｢集団検診｣です
◇肺がん･結核検診は｢集団検診｣と特定（一般）健康診査と併せて行
う｢施設検診（契約医療機関のみ）｣があります
◇乳がん、子宮がん検診は｢集団検診｣と契約医療機関で行う｢施設
検診｣があります

▪担健康づくり課薀94-4616

平和の祈り 被爆ピアノとともに
　市制施行50周年記念の市民企画
として、広島で原子爆弾の被害を
受けたピアノの演奏会が伊勢原駅
北口暫定タクシー待機場で開催。
市内の音楽家や伊勢原手作り甲冑
隊の甲冑バンドによる演奏など
に、多くの人が耳を傾けました。

（3月13日）

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

● 会 員 募 集 ●

●手話サークルやまぶき会
聞こえない人と楽しく｢手話べり｣ま
せんか▪時毎週月曜日か水曜日午後1
時～3時、毎週火曜日午後7時～8時30
分▪場伊勢原シティプラザ▪費年2400円
▪問室

むろ

薀93-2984
●夢カラオケクラブ藤
人生歌あり、健康で楽しく仲間づく
り▪時月3回金曜日午前9時30分～正午
▪場中央公民館▪費入会金1000円、月
1800円
▪問藤島薀090-3239-6700

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

● イ ベ ン ト ●

●プレ大会伊勢原市（テニス）
▪時5月9日（日）午前10時～午後3時▪場
市ノ坪公園テニスコート▪対初心者、
試合経験の少ない人▪費1ペア2000円
▪申市テニス協会ホームページから
▪問市テニス協会･東嶋
薀080-5473-9304
●Let's初めてのテニス
ゆっくりと分かりやすく指導▪時5月
14日～6月11日の毎週金曜日･全5回、
午前10時～正午▪場市ノ坪公園テニス
コート▪対初心者10人（申込順）▪費4000
円▪申電話で
▪問エンジョイテニスの会･東嶋
薀080-5473-9304

｢自宅で自由に作ろう!君だけの
クルマ 粘土コンテスト｣展示会

昨年12月に実施したコンテストの参
加者の作品を展示▪時5月5日（水）まで

健康・子育て 検診・教室など
health

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）◇5月10日の相談は4月20
日（火）から受け付け
日　時 会　場

4/21（水）
 9:30～10:30 中央公民館

4/22（木）
10:00～11:00 成瀬公民館

4/27（火）
10:00～11:00 大田公民館

5/10（月）
 9:50～10:40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課薀94-4637

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、掲載しているイベントなどが中
止や延期となる場合があります。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、手洗いなどの予防
対策にご協力ください。

チャレンジ! いせはらで みどりのカーテン

検診種別 内　容 対象（年度末年齢） 自己負担金
胃がん検診 バリウムによるＸ線撮影

40歳以上の人

1200円

大腸がん検診 便潜血反応 500円

肺がん･結核検診 Ｘ線検査 200円

乳がん検診 視触診とマンモグラフィ
X線検査 40歳以上の女性 1700円

子宮がん検診 子宮頸部の細胞診 20歳以上の女性 900円（集団検診）
1700円（施設検診）

電子申請ページ

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）。7月1日号分は5
月6日（木）から受け付けます。

社会教育功労者表彰を受賞
　市青少年相談室補導員連絡協
議会の前会長･大谷信次さんが、
青少年の指導や健全育成など地
域の社会教育活動への長年にわ
たる功績により、文部科学大臣
から表彰を受けました。
▪担青少年課薀94-4647

4月1日号2面｢4月から申請書などへの押
印を見直します｣に掲載した押印を廃止
する書類の例に誤りがありました。お詫
びして訂正いたします。
　誤：印鑑登録申請書、保育施設（事業）
　　 利用申請書、小児医療費助成申請書
　正：印鑑登録申請書、保育施設（事業）
　　 利用申請書
※小児医療費助成申請書は、原則として
押印が必要です

公民館長の異動
4月1日付け新任者
高尾知幸（大山公民館）
3月31日付け退任者
今井謙三（大山公民館）
▪担社会教育課薀93-7500

監査委員を選任
　東海大学政治経済学部名誉教授
の島和俊氏と市商工会副会長の上
原勇司氏が再任されました。
　監査委員は、地方自治法の規定
に基づいて市の財務や経営状況を
チェックするもので、任期は4月1
日から4年間です。
▪担監査委員事務局薀74-5289

　窓辺や壁面にネットを張り、ア
サガオやゴーヤなどのつる性植物
をはわせることで室内の暑さを和
らげる｢みどりのカーテン｣。市で
はこの普及促進のため、次の取り
組みを行っています。エアコンの
使用を抑えながら、この夏を涼し
くエコに過ごしましょう。
作成キットを配布しています
　ゴーヤの種（約10粒）とネット

（1.8ｍ×1.2ｍ）を配布しています。
希望する人は事前に担当へご連絡
ください。
配布数　30セット（先着順）
｢#いせはらでみどりのカーテン｣
キャンペーン
　育てたみどりのカーテンを、ツ
イッターやフェイスブックで紹介
してみませんか。｢#いせはらで
みどりのカーテン｣を付けて投稿す
ると、抽選で花とみどりのギフト

券が当たります。詳しくは市ホー
ムページ「くらしの
ガイド｣→｢環境･衛
生･ごみ｣→｢エネル
ギー･地球温暖化｣で
ご確認ください。
市役所でも育てています
　市役所本庁舎の壁面で育成して
います。成長記録は市のホーム
ページや公式ツイッター、フェイ
スブックなどで随時紹介していき
ます。

▪担環境対策課薀94-4737

市ホームページ

決勝戦でサヨナラ打を放つ小島さん
提供 神奈川新聞社

がんばれ！いせはらっ子

　第93回選抜高等学校野球大会で、山
王中出身の小島大河さん（3年生･背番
号4）と伊勢原中出身の平岡大和さん（2
年生･背番号2）が在籍する東海大学付
属相模高校が決勝に進出。大分の明豊
高校に勝利し、見事優勝しました。

（4月1日）

市内中学校出身の2選手が在籍する
東海大相模が選抜高校野球大会で優勝

市役所時計塔･ブロンズ像 装い新たに
　伊勢原ライオンズクラブが市役
所敷地内の時計塔と｢愛のブロン
ズ像｣を再整備しました。いずれも
以前に同クラブから寄贈いただい
たもので、市制施行50周年とクラ
ブの55周年を記念し塗装やかさ上
げなどを実施。時計塔には、こま
ひものデザインが追加されました。
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市職員� ＊課長職以上を掲載。（　）内は旧所属

市長部局
企画部【部長級】◇参事兼経営企画課長（同課長）
成田勝也【課長】◇秘書課長（保健福祉部スポーツ
課長）杉山秀久◇広報戦略課長（子ども部青少年課
長）桑原豊
総務部【部長級】◇参事兼管財契約検査課長（同課
長）瀬尾篤◇参事兼収納課長（同課長）石井茂【課
長】◇職員課担当課長（経済環境部商工観光課長）
小菅賢一◇管財契約検査課契約検査担当課長（土
木部土木総務課長）樋口明◇資産税課長（同部職員
課担当課長）廣田厚志
市民生活部【課長】◇市民協働課長兼市民協働係
長（同部人権･広聴相談課広聴相談係長）久保田敦
子
経済環境部【部長級】◇部長（同部参事兼環境美
化センター所長）石田康弘◇参事兼環境美化セン
ター所長（企画部広報戦略課長）大町徹【課長】◇
農業振興課農林整備担当課長（同課主幹兼農林管
理係長）吉野雅彦◇商工観光課長（企画部秘書課
長）志村政昭◇環境対策課長兼公害対策係長（同課
公害対策係長）田中則行
保健福祉部【部長級】◇参事兼健康づくり課長
（同課長）髙橋健一【課長】◇介護高齢課高齢者支
援担当課長兼高齢者支援係長（同部障がい福祉課
障がい福祉係長）高橋和行◇スポーツ課長（経済環
境部環境対策課長）細野徹
子ども部【部長】◇部長（市民生活部参事兼市民協

働課長）髙梨剛【課長】◇青少年課長（教育部図書
館･子ども科学館長）倉橋一夫
都市部【課長】◇建築住宅課長（同課営繕担当課
長）松木努
土木部【部長級】◇部長（経済環境部長）辻󠄀雅弘◇
参事兼下水道経営課長（同課長）石井啓治【課長】
◇土木総務課長（経済環境部農業振興課農林整備
担当課長）萩原徳之◇下水道整備課長兼河川･維持
管理係長（同課主幹兼河川･維持管理係長）高梨和
美

会　計
【課長】◇会計管理者兼会計課長（総務部資産税課
長）碓井比佐枝

議会事務局
【部長】◇事務局長（同事務局参事兼議会事務局次
長）柴田康鑑【課長】◇事務局次長（同事務局主幹
兼議会総務係長）佐伯暁美

消　防
消防本部【部長級】◇参事兼消防署長（同本部消
防総務課長）嶋田勉【課長】◇消防総務課長（消防
署警備第2課主幹）森屋和則◇警防救急課長（消防
署警備第1課情報指令担当課長）川口康彦◇予防課
長（消防署警備第2課長）小泉正治
消防署【課長】◇警備第1課情報指令担当課長（消
防本部警防救急課主幹）武樋修司◇警備第2課長
（消防本部警防救急課長）三橋克彦

教育委員会
教育部【部長級】◇学校教育担当部長（比々多小
校長）濱田保◇参事兼学校教育課長（同課長）守

屋康弘◇参事兼社会教育課長（同課長）山内温子
【課長】◇図書館･子ども科学館長（会計管理者兼
会計課長）杉山麻里

監査委員事務局
【課長】◇事務局長（保健福祉部介護高齢課高齢者
支援担当課長）佐伯明

小･中学校校長･教頭　（　）内は前職
【校長】◇伊勢原小（桜台小校長）橋口龍郎◇高部
屋小（同小教頭）渡邉良典◇比々多小（同小教頭）臼
井裕二◇桜台小（高部屋小校長）本多由佳里◇竹園
小（平塚市立中原小教頭）宮林貴子◇伊勢原中（教
育部学校教育担当部長）石渡誠一【教頭】◇大山小
（桜台小総括教諭）小野渉◇高部屋小（成瀬小教頭）
山田芳之◇比々多小（県総合教育センター指導主
事）海野真一郎◇成瀬小（大山小教頭）柴野科子◇
緑台小（平塚市立崇善小総括教諭）須山泰◇成瀬中
（教育部教育指導課教育指導係長）西野厚志◇中沢
中（成瀬中教頭）竹内清治

3月31日付け退職者
市職員　＊部長級以上

◇齋藤浩人（子ども部長）◇古尾谷栄一（土木部長）
◇芦川友広（土木部参事兼下水道整備課長）◇小林
幹夫（議会事務局長）◇小澤正（消防本部参事兼消
防署長）◇石渡誠一（教育部学校教育担当部長）

小･中学校校長･教頭
◇塩川幸恵（伊勢原小校長）◇杉山正宏（竹園小校
長）◇大髙敏夫（伊勢原中校長）

4月1日付けで人事異動を行いました市職員などの人事異動 ▪担職員課薀94-4873（市職員）
　学校教育課薀74-5214（小･中学校校長･教頭）

65歳以上の人にワクチン接種券を送付します4月16日（金）から

新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　ワクチン接種に関する一般的な質問を受けます。治療中の病気や
服薬との関連などは、かかりつけ医にご相談ください。
電話番号　0570-090-655　受付時間　平日の午前8時45分～午後5時

　ワクチン接種券を郵送します。届くまでに1週間前後かかる見込み
です。対象にもかかわらず届かない場合はコールセンターにご連絡く
ださい。接種は5月中旬から開始する予定です。予約のうえ、接種当
日は接種券と本人確認ができる書類、記入を済ませた予診票を持って
会場にお越しください。
送付対象者　市に住民登録があり、昭和32年4月1日以前に生まれた人
予約方法　予約専用ダイヤルに連絡し、希望の接種会場をお伝えいた
だくか、右のQRコードから予約してください※個別接
種会場を希望する場合、予約方法や対象者が異なります
ので事前に各医療機関へご相談ください。なお、高齢者
施設や障がい者施設などに入所している人は、施設にご
確認ください
予約専用ダイヤル　薀0120-080-955（平日の午前8時45分～午後5時）
個別接種会場（50音順）　秋澤医院、東内科医院、飯塚医院、伊勢原石
田内科クリニック、伊勢原駅前クリニック、伊勢原すずき耳鼻咽喉科、
いせはら泌尿器クリニック、市川こどもクリニック、井上医院、鵜川
医院、うどファミリークリニック、えんどう内科･リウマチ膠原病ク
リニック、おのぼり小児科アレルギー科クリニック、梶山内科クリニッ
ク、片山医院、河辺クリニック、KKクリニック、坂間医院、桜台こ
どもクリニック、湘英クリニック伊勢原医院、湘南伊勢原クリニック、
誠知クリニック、たかはし眼科クリニック、武田クリニック、つづき
脳神経外科・内科、野地医院、はじめのクリニック、ひまわりクリニッ
ク、ホームオン伊勢原クリニック、松井小児科医院、山田内科胃腸科
クリニック、湯浅クリニック、吉澤医院
集団接種会場　行政センター体育館◇木･土･日曜日に開設予定

市内の患者発生状況
患者数（累計）� 323人
※4月8日現在

予約開始は4月26日（月）から

▪担健康づくり課薀92-1117

症状のある人、感染が不安な人は
　県の新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル（薀0570-056774また
は薀045-285-0536、24時間受付）にお問い合わせください。
※発熱等診療予約センターは終了しました

　申請方法など詳しくは、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。
◇小規模事業者臨時給付金（第2弾）�
　事業収入が減少している小規模事業者に一律10万円を支給します。
対象　市内の事業所で事業を営み、次の全てに該当する小規模事業者
　　　�◇令和3年1～3月のいずれか1カ月の事業収入が前年または前々年

の同月比で20％以上減少した
　　　�◇令和3年1～3月の事業収入の合計が前年または前々年の同期よ

り10万円以上減少した
　　　�◇市内に「県の営業時間短縮要請（令和3年1月12日～3月31日）の対

象外であった事業所」を有している
申請期限　5月31日（月）※消印有効
▪担中小企業等金融相談窓口（商工観光課内）薀92-1113（平日の午前9時～
午後5時）
◇子育て世帯生活支援特別給付金
　ひとり親家庭などを支援するため、児童1人当たり5万円を支給します。
対象　市内在住で、次のいずれかに該当する人
　　　①児童扶養手当の支給対象
　　　②公的年金などを受けており、児童扶養手当の支給を受けていない
　　　�③感染症の影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の支

給対象となる水準に下がった
　　　※①の人は申請不要です
▪担子育て支援課薀94-4633
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