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環境
生活騒音防止のために～ちょっとした
気遣い・気配りで、やさしい音環境へ

　夜中の騒ぎ声、テレビや洗濯機の音など、周りの人
に迷惑を掛けていませんか。暮らしの中で出す生活騒
音。日常生活での騒音防止の配慮や、日頃からあいさ
つができる良好な近隣関係をつくることが必要です。
問合 環境保全課環境保全担当

マンションやビルなどの貯水槽の定期
的な保守点検を実施しましょう

　マンションやビルなどに設置されている貯水槽は、
建物の上層階での水圧低下を防ぎ、水量の確保を行う
ために設置されており、年1回以上の清掃が義務づけ
られています。また、有効容量が8㎥以上の貯水槽は、
年1回以上の法定検査が義務づけられています。利用
者の方で水質の異常やお困りのことがありましたら、
管理会社にお問い合わせください。清掃業者や検査機
関について知りたい場合は、保健所環境衛生課にお問
い合わせください。
問合 保健所環境衛生課環境衛生担当☎(38)3317

年金・税金
年金受給者の方の申告

　公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
である場合には、所得税の確定申告は必要ありません
（平成27年分以後の確定申告から、源泉徴収の対象と
ならない公的年金等（外国で支払われる年金）の支給を
受ける方は不要とはなりません）。ただし、公的年金等
の源泉徴収票に記載されている控除以外の控除（医療
費控除・生命保険料控除など）の適用を受けるときは、
市県民税の申告書を提出する必要があります。該当す
る方で申告書の提出をされていない方は、追加する控
除の証明書などと印鑑を持参し、市役所市民税課で手
続きをしてください。なお、所得税の還付を受ける場
合は、税務署へ確定申告書の提出が必要です。
問合 市民税課市民税担当

平成29年度個人市・県民税の納税通知書
の送付

　個人市・県民税の普通徴収の納税通知書を6月9日㈮
に送付します。各納期限までに取扱金融機関などで納
付してください。口座振替を利用している方は、納期
限に振替納付されます。また、公的年金から特別徴収
（天引き）となる税額も同通知書にてお知らせします。
問合 市民税課市民税担当

福祉
被爆者援護手当の申請受け付け

　6月1日㈭〜30日㈮に以下のすべての項目に該当する
人の被爆者援護手当の申請を受け付けます。
○被爆者健康手帳の交付を受けている○6月1日現在、
茅ヶ崎市の住民基本台帳に登録されている
　ただし、過去に本市において申請を行っている場合
は、再度の申請は必要ありません。申請には印鑑、被
爆者健康手帳、本人名義の預金通帳を持参し、市役所
分庁舎福祉政策課で申請してください。
問合 福祉政策課福祉政策担当

おはなしきいてね～おばん囃
ばや
子
し
のみなさん

による絵本の読み聞かせや、手遊びなど
日時 6月22日㈭15時50分〜16時20分
場所 萩園いこいの里
	問合 萩園いこいの里☎（88）7513	宇都

子育て・教育
平成30年度使用小学校教科用図書（道徳
科）採択検討委員会を開催

日時 6月5日㈪、7月12日㈬・24日㈪いずれも10時〜
場所 市役所分庁舎特別会議室
定員 各日30人（傍聴のみ）〈当日先着〉
問合 学校教育指導課指導担当

平成30年度使用小学校教科用図書（道徳
科）の見本本の閲覧

日時 	6月9日㈮〜16日㈮10時〜12時・13時〜16時（土・日・
月曜日を除く）

場所 教育センター（青少年会館3階）
ほか 図書館でも閲覧可

問合 学校教育指導課指導担当
子育て世代のための生涯学習交流サロン
アロマ虫よけスプレーを作ろう

日時 6月20日㈫10時〜12時
場所 ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 	アロマの効果や活用法を学び、アロマオイルを

使った体に優しい虫よけスプレーを作る
講師 齊藤寛

ひろ

恵
え

さん（AEAJアロマテラピーアドバイザー）
対象 12歳以下の子と保護者25組〈申込制（先着）〉
申込 	6月2日㈮〜件名に「tsumuguちがさき6/20参加希

望」、本文に保護者と子の氏名（ふりがな）、子の
生年月日・電話番号を記入し、 mom4chigasa
ki@gmail.comで

ほか 費用500円。2017年度市民提案型協働推進事業
問合 マム04 mom4chigasaki@gmail.com

マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザ
ンSt.�サマースクール説明会

日時 6月24日㈯10時30分〜12時
場所 	マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.（共

恵2-1-40）
内容 	サマースクールの申請方法やプログラム（宿泊体

験、社会見学、クッキング他）の説明など
対象 市内在住の小学生の保護者10人程度〈申込制（先着）〉
申込 	6月1日㈭〜23日㈮10時30分〜19時に☎で（土曜日

は17時まで）
ほか 入会児童を随時募集
問合 	マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.☎（40）

5551石黒

幼稚園などの保育料を減免
　市では、就園奨励事業として、私立幼稚園および幼
稚園類似施設に在園する満3歳〜5歳の幼児（市内在住
者）を対象に、入園料と保育料の減免をする補助事業
を行っています。6月中旬に幼稚園などを通じて、手
続きのお知らせや保育料等減免措置に関する調書を配
布します。必要事項を記入し、通園先へ提出してくだ
さい。
問合 子育て支援課子育て推進担当

児童手当～現況届の提出期限は6月30日㈮
　児童手当を受給している方には6月上旬に現況届を
送付します。現況届は、児童手当を受給している方が
6月〜翌年5月の期間に受給要件を満たしているかを
6月1日現在で確認するものです。詳細は同封されてい
る記入要領でご確認ください。現況届を提出しないと
6月分以降の児童手当が受けられないことがあります。
問合 子育て支援課手当給付担当

子育ち・子育て出前講座「今を生きている
子どもたち－見守る大人の役割とは－」

日時 7月9日㈰13時30分〜15時30分
場所 コミュニティセンタ－湘南
講師 菅

すが

野
の

幸
ゆき

恵
え

さん（青山学院女子短期大学教授）
対象 市内在住・在勤の方100人〈申込制（先着）〉
申込 	6月5日㈪〜7月5日㈬に☎で（氏名・電話番号、託

児の有無を記入し、 （88）1394も可）
ほか 託児未就学児10人〈申込制（先着）。6月29日㈭まで〉
問合 教育センター研究研修担当☎（86）9965

8月開園予定の新規施設の入園手続き
場所 	おひさまキッズアカデミー（高田5-4-36）（事業所

内保育事業）
対象 4月1日現在1歳児・2歳児10人〈申込制（選考）〉
申込 	7月10日㈪17時までに申込書（市役所保育課で配布

中。市HPで取得も可）を持参
ほか 	他の認可保育所等を待機している場合は、申込期

日までに☎で希望園の変更手続きが必要
問合 保育課認定担当

スポーツ
市営水泳プールレッスン

日時 	①7月24日㈪〜26日㈬9時〜10時②7月27日㈭・28
日㈮・31日㈪いずれも9時〜10時③8月16日㈬〜18
日㈮9時〜10時④8月21日㈪〜23日㈬9時〜10時⑤
7月18日㈫・19日㈬10時〜11時⑥7月20日㈭・21日
㈮10時〜11時

場所 浜須賀水泳プール、殿山水泳プール
内容 	①〜④ジュニア短期教室⑤ワンポイントレッスン

⑥アクアウオーキング

対象 ①〜④3歳〜小学生各25人⑤⑥18歳以上の方各15人
申込 	①②6月20日㈫（必着）③④7月20日㈭（必着）までに

いずれも往復はがきにプール名、希望日、郵便番
号、住所・氏名・電話番号・生年月日、年齢（学年）、
性別、保護者名を記入し、〒253-0051若松町12-1
茅ヶ崎市営水泳プールジュニア短期教室募集係へ
⑤⑥いずれも☎で（6月30日㈮までは㈱ハヤシ☎
（84）5351へ、7月1日㈯〜浜須賀プール☎（88）0050
または殿山プール☎（52）4321へ）

ほか 	費用①〜④3000円⑤1回500円⑥1回500円（いずれ
も別途入場料が必要）

問合 公園緑地課公園緑地担当

市民参加・市民活動
市民の集い（市民集会）～南湖地区

日時 6月17日㈯13時30分〜
場所 南湖公民館
内容 	南湖地区まちぢから協議会が主催し、市民と行政
（市長・職員）との対話を図る

問合 市民自治推進課地域自治担当
第14回よるカフェ団体企画～かんたん
iPad講座

日時 6月27日㈫10時〜12時
場所 ちがさき市民活動サポートセンター
内容 iPadを日々の生活で上手に活用する方法
講師 	安岡伸さん（NPO法人湘南ふじさわシニアネット

理事）
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 	6月1日㈭〜☎で（住所・氏名・電話番号を記入し、

（88）7546または s-center@pluto.plala.or.jpも
可）

ほか 費用700円（資料、飲み物代）
問合 ちがさき市民活動サポートセンター☎（88）7546

サポセン利用者懇談会～ラベンダーカフェ
日時 	6月28日㈬14時〜15時30分、6月30日㈮18時30分〜

20時
場所 ちがさき市民活動サポートセンター
内容 	市民活動がもっと魅力的で積極的に活動できるた

めの方法について意見を交換する
定員 各20人〈申込制（先着）〉
申込 	開催直前までに☎で（住所・氏名・電話番号を記

入し、 （88）7546または s-center@pluto.plala.
or.jpも可）

問合 ちがさき市民活動サポートセンター☎（88）7546

まちづくり
都市計画の案の縦覧・意見書の提出

期間 6月12日㈪〜26日㈪
場所 市役所本庁舎都市計画課
内容 	茅ヶ崎青果卸売市場および周辺に係る都市計画の

案（用途地域、高度地区および市場の変更）の縦覧・
意見書の提出

対象 市内在住の方と利害関係人
ほか 	意見書の提出は期間内に持参（〒253-8686茅ヶ崎

市役所都市計画課へ郵送も可）
問合 都市計画課計画担当

地籍調査（官民境界等先行調査）にご協力を
　災害時に迅速な復旧・復興を実現するため、津波浸
水被害が想定される鉄砲道以南の地域で、地籍調査（官
民境界等先行調査）を順次実施しています。2017年度
は東海岸南3丁目・6丁目の一部、緑が浜の一部で調査
を実施します。市民のみなさんの土地（民地）と道路や
水路等の公共用地（官地）との境界が決まっていないと
ころだけでなく、すでに境界が決まっているところで
も立会い調査を実施します。なお、調査に伴い、対象
地権者へ6月に通知を郵送し、住民説明会を開催しま
す。また、現地の立会い調査は、お声をお掛けしたう
えで、みなさんの土地に市職員や身分証明書を携帯し
た測量会社が立ち入る場合があります。
問合 建設総務課地籍調査担当

文化・歴史
城山三郎作品の朗読と文芸講話

日時 6月17日㈯13時30分〜15時
（6面へ続く）

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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

市制施行70周年
記念事業 表彰

消防職員を名乗る不審な電話にご注意を　消防職員を名乗る者から「防災グッズを無償配布する」という名目で家族構成や住所を聞き出すとの通報が市内で複数寄せられています。消防署から個人
情報を電話で問い合わせることはありませんのでご注意ください。	 【予防課予防担当】


