
加入条件
①�事業所単位の加入
	 茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内の事業
所で、中小企業※の事業主および従
業員（パートタイマーも可）の方

②個人加入
　	茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内在住で
市外の中小企業※に勤務し、勤務地に
同種の制度がない方

　	※	常時雇用する従業員が300人以下の事業所

＼新規加入キャンペーン／
従業員に充実の福利厚生を
　湘南勤労者福祉サービスセンター(愛称：しおかぜ湘南)では、中小企業や個人
商店などの従業員向けに福利厚生サービスを提供しています。レジャー施設の利
用割引や各種チケットあっせんのほか、慶弔給付金や人間ドック検診料の補助、
宿泊助成などが受けられます。
　6月から、新規加入の方に2か月間会費無料キャンペーンを実施します。ぜひこ
の機会にご加入をご検討ください。

【雇用労働課雇用労働担当】
メリット
⑴事業主
　・	事務や経費の負担が少なく、従業員
の福利厚生の充実が図れる

　・	当事業の経費は、法人企業は損金、個
人企業は必要経費として計上できる

⑵従業員
　・	各種事業、施設を割引料金で利用できる
　・余暇活動を充実させることができる

加入の申し込み、お問い合わせは、しおかぜ湘南事務局☎0466（50）3900へ

会費　1人月額500円（原則事業主が負担。2か月間会費無料キャンペーンは6月3日㈪～
　　　8月20日㈫に加入した方が対象)

	●市役所の人権相談（面談制、要予約）	
　日時　毎月第2金曜日・第4火曜日	
　　　　いずれも13時～16時	
　場所　市民相談課	
●電話相談　平日8時30分～17時15分�
　みんなの人権110番　　　0570（003）110	
　子どもの人権110番　　　0120（007）110	
　女性の人権ホットライン　0570（070）810	

あなたの街の
相談パートナー 人権擁護委員

　みなさんの身近な相談相手として、法務大臣から委嘱された人権擁護委
員が全国の市町村で活動しています。市内では12人の委員が、人権啓発や
人権相談などを行っています。�
� 【市民相談課市民相談担当】
人権
相談 6月3日㈪13時～16時(要予約)�

市役所市民相談課に特設人権相談窓口を開設�
　人権擁護委員が、いじめや差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナー
からの暴力、近所間のトラブルなど、人権に関わる問題の相談に応じます。
また、人権を侵害されたという被害者からの申し出を受け、法務局の職員と
協力して調査し、必要に応じて適切な措置をとります。�

人権イメージキャラクター
人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

統合失調症家族教室～統合失調症を理解する
「病気の症状と治療について」

日時 �6月6日㈭14時～16時
場所 �市役所分庁舎5階コミュニティホール会議室
講師 �朝倉新

あらた

さん(新泉こころのクリニック)
対象 �統合失調症の方の家族30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月5日㈬までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

東大のプログラムで健康チェック
楽しくフレイルチェックしませんか

日時 ①�6月12日㈬②�6月25日㈫いずれも14時～16時
場所 �①香川公民館②南湖公民館
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方各30人〈申込制

(先着)〉
申込 �①6月11日㈫まで②6月24日㈪までにいずれも☎で
問合 �①香川公民館☎(54)1681②南湖公民館☎(86)4355

歯と口の健康週間講演会
日時 �6月13日㈭10時～12時
場所 �保健所講堂
内容 �知らないと歯もカラダも損する！？歯医者さんが教

える、大人のためのお口の健康法
講師 �宮村篤さん(茅ヶ崎歯科医師会歯科医師)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～6月12日㈬に☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグ
ラフィ)・子宮がん

日時 �6月22日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �5月28日㈫～〈申込制(先着)〉

区分 対象 検診時間 定員 費用
胃がん(Ｘ線撮影) 40歳以上 午前のみ 100人 1000円
大腸がん
(便潜血検査) 40歳以上

午前・午後

100人 600円

乳がん
(マンモグラフィ)

40歳以上の
偶数歳 120人 ※1

子宮がん(頸部) 20歳以上の
偶数歳 160人 900円

※1��40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方
はマンモグラフィ1方向で1000円

※��年齢は2020年3月31日現在
※��次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除にな
ります。(A)75歳以上(1945年3月31日以前生まれ)の方、後期
高齢者医療の被保険者(B)生活保護世帯の方(C)市民税非課税
世帯の方(同一世帯の全員が課税されていない方)、(B)・(C)
に該当する方は受診日の5日前(閉庁日を除く)までにお申し出
ください

問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331
中高年齢者のための
「頭を打たない転び方」勉強会

日時 �6月23日㈰12時30分～14時30分
場所 �総合体育館柔剣道場
内容 �転倒時に頭を打たない筋力運動や自転車との衝突

時や階段での倒れ方など
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �6月20日㈭17時までに☎で(平日のみ総合体育館内

スポーツ推進課推進担当☎(82)7136も可)
問合 �茅ヶ崎柔道協会事務局☎(51)7370高橋

保険・税金
�
平成31年度市県民税課税証明・非課税証明書の
発行は6月3日㈪から

　平成31年度(平成30年分)の市県民税課税証明・非課
税証明書は6月3日㈪から市役所市民課、小出支所、各
出張所、各市民窓口センターで発行します。証明を請
求できる方は、本人、市内在住で本人と住民票上同一
世帯の親族、本人からの委任状などを持参した方に限
られます。また、窓口に来た方の身分証明書(免許証
など)の提示が必要となります。
問合 �市民税課市民税担当

採用・人事
市役所の臨時職員

職種 �①一般事務②保健師③助産師④管理栄養士(栄養
士含む)⑤歯科衛生士⑥保育士⑦夜間管理業務員
⑧現場作業員⑨給食調理員

対象 �①⑦⑧⑨資格年齢不問②～⑥当該免許証または資
格証を持つ人

待遇 �①⑨時給1000円②～⑤時給1280円(栄養士は1020
円)⑥時給1120円～⑦⑧時給990円。いずれも自宅
から勤務地まで2㎞以上かつ交通用具(交通機関)利
用の場合に限り交通費支給(1日400円を上限)

採用 �2020年3月31日㈫までの登録。1～6か月間の臨時
的業務が発生した場合に選考し採用

申込 �申込書(市役所職員課で配布中。市HPで取得も可)
に写真を貼り本人が持参

問合 �職員課人財育成担当

市立病院の臨時職員
職種 �①給食調理員(主として食器洗浄業務)②管理栄養

士(主として栄養指導に関する業務)③看護補助員
④事務員(医師事務作業補助者)

人数 �①3人②1人③④若干名
対象 �①資格必要なし、18歳以上(学生不可)の方②当該

免許を取得している方③資格必要なし、18歳以上
(学生不可)の方④資格必要なし、パソコンで
Excel入力、Word入力作業ができる方(学生不可)

待遇 �①時給1000円。9時～17時の実働4時間、6時30分
～17時30分の実働7.5時間いずれも週4～5日勤務
(土・日曜日、祝日出勤あり)、勤務時間の相談可
能②時給1220円。8時30分～12時30分の実働4時間、
週5日勤務(土・日曜日、祝日を除く)、勤務日数
の相談可能③時給1000円。夜間手当あり。8時30

分～17時の実働7.5時間、8時30分～17時の実働4
時間、7時30分～19時の実働7.5時間、7時30分～
19時の実働7.5時間および16時30分～9時の実働15
時間(夜勤は週1～2回程度)。いずれも週4～5日勤
務(土・日曜日、祝日出勤あり、勤務時間・日数
の相談可能)④時給1000円。8時30分～17時の実働
7.5時間。週5日勤務(土・日曜日、祝日を除く)

申込 �随時。応募する職種、時間帯を記載した履歴書(写
真貼付)を簡易書留で〒253-0042本村5-15-1市立病
院病院総務課へ郵送または持参(管理栄養士の応
募の場合は当該職種の免許の写しを併せて送付)

ほか �書類選考の上、面接あり
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

一日看護体験(看護師の仕事を体験)
日時 �7月26日㈮8時30分～16時
場所 �市立病院
対象 �中学生以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月7日㈮までに市立病院HPで
問合 �市立病院看護部☎(52)1111

ふれあい補助員の登録
職種 通常級担当・特別支援学級担当・個別支援担当
内容 �市立小・中学校での学習・生活指導の補助、身辺

介助など(月～金曜日8時30分～15時。年間約150日)
対象 �4月1日現在で18歳以上の方(通常級担当は教員免

許を持っていることが望ましい)
申込 �2020年2月28日㈮までに申込書(市役所学校教育指

導課で配布中。市HPで取得も可)を本人が持参
ほか �欠員時に書類選考と面接、小論文試験を実施(登

録は他への就職活動を制限するものではない)
問合 �学校教育指導課指導担当

消防吏員採用試験
人員 �若干名
対象 �1994年4月2日～1999年4月1日の間に生まれた方

(2020年3月大学卒業見込含む)、1993年4月2日以降
に生まれた方で救急救命士の資格を有している方、
2020年3月の救急救命士国家試験を受験する方

申込 �6月17日㈪～21日㈮に申込書(6月3日㈪～消防署、
市役所市政情報コーナーなどで配布。消防本部HP
で取得も可)を本人が持参

ほか �1次試験6月30日㈰
問合 �消防総務課総務担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉 ▽国際ソロプチミスト茅ヶ崎＝絵画 ▽国際ソロ
プチミスト茅ヶ崎＝10万円 ▽株式会社伊藤園＝1万
7872円 ▽株式会社ジャパンビバレッジホールディング
ス＝2万8264円
〈社会福祉協議会へ〉 ▽匿名＝1万円

◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111・
　来庁（来館 ・ 来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合
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