
急病のときは
事前に連絡してから受診してください

救急病院
茅 ヶ 崎 市 立 病 院　本村5-15-1	 ☎（52）1111
湘南東部総合病院　西久保500	 ☎（83）9111
茅ヶ崎徳洲会病院　幸町14-1	 ☎（58）1311

休日・夜間急患センター
地域医療センター1階　本村5-9-5	 ☎（52）1611
日曜日・祝日・年末年始（いずれも12時～13時は除く）
　［内科］�9時〜23時（午前受付11時30分まで、夜

間受付22時30分まで）
　［小児科・外科・歯科］9時〜17時
　　　　（午前受付11時30分まで。歯科除く）
平日・土曜日夜間（受付22時30分まで）
［内科・小児科］20時〜23時

耳鼻咽
いん

喉
こう

科/眼科救急
日曜日・祝日・年末年始

当日の診療場所・時間は消防本部救急医療情報案内
テレフォンガイドでご確認ください☎（85）0119

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時〜24時

子どもの体調のことで判断に迷ったときのための、
看護師などによる電話相談	 ☎045（722）8000

から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。対象
者は国民年金第1号被保険者で出産日が2月1日以降の
方です。届出は4月からとなり、4月分以降の保険料が
免除の対象となります。4月以降は、出産予定日の6か
月前から届出が可能です。届出の際は母子健康手帳な
ど出産予定日のわかる書類の提示が必要です。また、
出産後に届け出ることもできます。産前産後期間とし
て免除が認められた期間は、保険料を納付したものと
して老齢基礎年金の受給額に反映されます。
問合 	藤沢年金事務所☎0466(50)1151、保険年金課年金担当

スポーツ
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 	①3月10日㈰18時〜18時45分・18時45分〜19時30
分、3月22日㈮9時〜9時45分・9時45分〜10時30分②
3月7日㈭18時〜19時、3月24日㈰9時30分〜10時30分

対象 	15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 	①2月24日㈰8時30分〜②2月19日㈫9時〜いずれも

各施設窓口または☎で
問合 	①総合体育館☎(82 )7175②屋内温水プール
　　☎(84)1144

産業・雇用
2市1町の花が大集合�「湘南花の展覧会」

日時 	2月15日㈮10時〜21時、2月16日㈯10時〜12時
場所 	テラスモール湘南1階北アトリウム(藤沢市辻堂神台)
内容 	花の展示のほか1日目は来場者投票・園芸講習会、

2日目は花育体験などを実施
問合 	農業水産課農業担当

就職活動支援講座
「ブランクがあっても大丈夫」

日時 	3月2日㈯10時〜12時30分
場所 	勤労市民会館
内容 	最近の就職事情、仕事との両立、自分の適職など

の講座
定員 	20人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜3月1日㈮いずれも10時〜☎で(勤労市

民会館HPも可)
問合 	勤労市民会館☎(88)1331

これから働く方の心身の健康管理講座
ストレスとの上手な向き合い方

日時 	3月8日㈮9時30分〜11時30分
場所 	勤労市民会館
定員 	20人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜3月7日㈭いずれも10時〜☎で(勤労市

民会館HPも可)
問合 	勤労市民会館☎(88)1331

タブレットを使ってみよう
日時 	3月10日㈰10時〜16時
場所 	勤労市民会館
定員 	20人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜3月9日㈯いずれも10時〜☎で(勤労市

民会館HPも可)	

ほか 	費用1700円(教材費、タブレット端末貸出費用)
問合 	勤労市民会館☎(88)1331

公用車への車両広告
軽自動車23台・マイクロバス1台

期間 	4月1日㈪〜2020年3月31日㈫
内容 	掲載料：軽自動車1台2万円、マイクロバス1台5万

7000円
申込 	2月1日㈮〜28日㈭に申込書(2月1日〜市役所用地

管財課で配布。市HPで取得も可)を持参
ほか 	詳細は市HP参照
問合 	用地管財課管財担当

市役所分庁舎エレベーター扉への広告
期間 	4月1日㈪〜2020年3月31日㈫
申込 	2月1日㈮〜15日㈮に申込書(2月1日〜市役所用地

管財課で配布。市HPで取得も可)を持参
問合 	用地管財課管財担当

採用・人事
教育委員会委員を任命

　任期満了に伴い、教育委員会委員については、議会
の同意を得て赤坂雅裕氏を再任しました。
　赤坂	雅裕（あかさか・まさひろ）。1983年立命館大学
経営学部卒業。2008年福岡教育大学大学院教育学研究科
修士課程修了。福岡県立中間高等学校教諭、福岡県教育
センター研修主事、バルセロナ日本人学校教諭、福岡県
鞍手郡鞍手町立鞍手南中学校教諭、文教大学国際学部教
授、茅ヶ崎市青少年問題協議会委員などを歴任。59歳
問合 	職員課人財育成担当・教育総務課総務担当

固定資産評価審査委員会委員を選任
　任期満了に伴い、固定資産評価審査委員会委員につ
いては、議会の同意を得て増井瑞穂氏を再任しました。
　増井	瑞穂（ますい・みずほ）1992年慶應義塾大学法
学部政治学科卒。2000年弁護士登録。横浜家庭裁判所
小田原支部調停委員などを歴任。49歳
問合 	職員課人財育成担当・収納課総務担当

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 	①⑦〜⑨資格年齢不問②〜⑥当該免許証または資
格証を持つ方

待遇 	①⑨時給1000円②〜⑤時給1280円(栄養士は時
　　	給1020円)⑥時給1120円〜⑦時給990円⑧時給990

円〜。①〜⑨交通費規定あり
採用 	4月1日㈪〜2020年3月31日㈫の1年間登録し、1〜6か

月間の臨時的業務が発生した場合、選考のうえ採用
申込 	申込書(2月1日㈮〜市役所職員課で配布。市HPで

取得も可)を本人が持参
問合 	職員課人財育成担当

市役所の非常勤嘱託職員(障害者)
一般事務

人数 	3人程度

対象 	18歳以上で障害者手帳をお持ちの方
待遇 	日額4950円。交通費は実施分（1日上限400円。支

給要件あり）
採用 	4月1日㈪(予定)
申込 	2月1日㈮〜15日㈮に申込書（市役所職員課・市政

情報コーナーなどで配布中。市HPで取得も可）を
本人が持参

ほか 	3月上旬に面接試験を実施。詳細は試験案内(申込
書配布場所で配布中)または市HP参照

問合 	職員課人財育成担当

図書館臨時職員
職種 	図書館事務(カウンター業務、図書の整理業務など)
対象 	簡単なパソコン業務ができる方(司書資格の有無

は不問)
待遇 	時給1000円。勤務形態複数あり。図書館本館、図

書館香川分館、移動図書館、公民館などの図書室
で勤務。交通費は実費分支給(1日400円上限。支
給要件あり)

採用 	2020年3月までの登録とし、欠員時に連絡・選考
して雇用

申込 	2月1日㈮以降の平日9時〜11時30分、13時30分〜
17時に申込書(2月1日〜図書館本館、図書館香川分
館、公民館などの図書室で配布。市HPで取得も可)
を本人が図書館本館へ持参(受付時に面接あり)

ほか 	詳細は募集案内(申込書配付場所で配布)または市
HP参照

問合 	図書館図書館担当☎(87)1001、図書館香川分館
☎(51)4946

選挙管理委員会の臨時職員登録者
職種 	①期日前投票②当日投票
対象 	18歳(高校生も可。保護者と学校の許可が必須)〜

65歳程度の方
待遇 	時給1000円(1勤務につき7時間45分を超える分の

時給は125％ )。勤務場所は①市内各期日前投票所
②市内各投票所

採用 	2020年3月31日㈫までの登録とし、選挙事務が発
生時に選考して採用

申込 	随時。申込書(市役所選挙管理委員会事務局で配
布中。市HPで取得も可)を本人が選挙管理委員会
事務局へ持参

問合 	選挙管理委員会事務局選挙担当

市立病院の看護職員・任期付職員
職種 	①助産師②看護師A③助産師(任期付)④看護師(任

期付)	
人数 	①②計10人程度③④計20人程度
対象 	①③助産師免許を持つ方②④看護師免許を持つ方
採用 	5月以降
申込 	2月20日㈬(必着)までに簡易書留で申込書(市立病

院病院総務課、市役所職員課で配布中。市HPで取
得も可)を〒253-0042本村5-15-1市立病院病院総務
課へ郵送(持参も可)

ほか 	試験日3月9日㈯
問合 	病院総務課経営総務担当☎(52)1111

▷交通事故53〈548〉	▷交通事故死者0〈2〉	▷交通事故負傷者61〈642〉	▷犯罪発生84〈1103〉	いずれも暫定値
▷火災4〈41〉	▷救急車の出動1032〈11233〉		火災の問い合わせは、	☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
12月の件数〈2018年（平成30年）の累計〉
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★2018年5月生まれ（広報ちがさき2019年4月1日号と市 HPに掲載）の市内
在住の赤ちゃんの写真（頭まで写っているもの）を募集します。2019年2月1
日㈮～28日㈭（必着）に市 HP内「広報ちがさき」の「すこやか赤ちゃん」コー
ナー応募フォーム、または郵送（写真の裏に赤ちゃんの住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・電話番号、20字以内の赤ちゃん紹介を記入し、〒253-8686茅ヶ
崎市役所秘書広報課すこやか赤ちゃん係へ）でご応募ください（1人1点の
み）。なお、応募写真は返却致しませんのでご了承ください。今回の応募は19点でした

2018年3月生まれ
HP

62019年（平成31年）２月１日号
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