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2020年（令和２年）４月１日号

No.1140
◆

欄に詳細がないものは 問合 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
表彰


おはなしの小部屋

新型コロナウイルス感染症による
一部イベント等の情報
新型コロナウイルス感染症が国内外で発生して
いることを受け、すでに本紙で掲載したイベント
や今後予定しているイベント等が、急きょ中止・
延期となる場合があります。
詳細は市 HP または問い合わせ
先へご確認ください。
問合 秘書広報課広報担当
市 HP

環境・ごみ

ごみ、資源物などの問い合わせに関する

ナビダイヤルを導入
以下の問い合わせはナビダイヤル☎0570(005)383へ
ご連絡ください。
ほか 詳細は市 HP または☎で
問合 環境事業センター業務担当☎(57)0200
問い合わせ内容

受付日

①大型ごみ(予約、問い合わせ)

受付時間
8時15分～17時

②ごみ、資源物(収集運搬・分別・ 月曜日～金曜日 8時15分～18時
集積場所、動物死体、不法投棄)
(年末年始を除く) (休日は17時まで)
③ごみ、資源物(持ち込み)

対象

申込

ほか

問合

日時
場所
ほか
問合

8時15分～17時

夏に向けて省エネ効果のある
「みどりの

カーテン」
用のゴーヤ苗を無料で配布
市内在住で、エコバッグを持参して苗を市役所ま
で取りに来ることができ、育成後にアンケートへ
ご協力いただける方200世帯(1世帯1回のみ)
4月1日㈬～15日㈬に①地球温暖化対策ポータルサ
イト
「ちがさきエコネット」HP で②住所・氏名(ふ
りがな)・電話番号、
「ゴーヤの苗」
希望と記入し、
FAX (57)8388または☎で
①125世帯へ配布。1世帯3株②75世帯へ配布。1世
帯2株。苗は5月中旬配布予定。抽選結果は当選者
のみ連絡
環境政策課温暖化対策担当
保護猫たちの幸せ探し会

市内で保護された猫たちの譲渡会
4月18日㈯、5月16日㈯いずれも11時～14時30分
ハスキーズギャラリー(新栄町1-1YAMAJIビル6階)
詳細はChigasaki Cat’s Protect HP を参照
保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

福祉

日時 4
 月23日㈭11時～11時30分
場所 萩園いこいの里

内容 絵
 本の読み聞かせ、手遊び、絵描き唄など
問合 萩園いこいの里☎(88)7513

スポーツ

日時

対象
申込
ほか
問合

日時
場所
対象
申込
ほか
問合

日時
場所
対象
申込
ほか
問合

日時
場所
定員
申込
問合

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
4月1日㈬から特別弔慰金の申し込みが始まります。
額面25万円、5年償還の記名国債を支給します。支給
対象に該当するか、請求手続きや必要書類など、詳細
は市役所福祉政策課福祉政策担当までお問い合わせく
ださい。
対象 戦没者などの死亡当時の遺族のうち、
4月1日現在、
遺族年金などを受ける人がいない方
申込 4月1日～2023年3月31日㈮に窓口で
問合 福祉政策課福祉政策担当

集える場 認知症ホッとカフェ
日時 4
 月9日㈭14時～15時30分(入退場自由)
場所 茅ヶ崎ショッピングセンター(新栄町2-30)

内容 市内の情報提供、サポーターとのおしゃべり、高

齢福祉介護課職員による相談受け付け
対象 認知症の方とその家族、介護している方、認知症
サポーターの方など
ほか 費用100円(お茶代)
問合 高齢福祉介護課支援給付担当
「令和元年(2019年)台風第19号で被害を

受けた世帯へ災害義援金を配分」
の訂正
広報ちがさき3月15日号2面の
「令和元年(2019年)台風
第19号で被害を受けた世帯へ災害義援金を配分」の記
事中に一部誤りがありました。
「
『り災証明書』を、
4月13日㈪までに取得された世帯
が対象」と記載がありますが、正しくは
「
『り災証明書』
を、
4月13日㈪までに申し込み、取得された世帯が対象」
です。
問合 福祉政策課福祉政策担当

日時

場所
内容
講師
対象
申込
問合

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
①5月10日 ㈰18時 ～18時45分・18時45分 ～19時30
分、5月19日 ㈫9時 ～9時45分・9時45分 ～10時30分
②5月16日 ㈯18時 ～19時、5月25日 ㈪9時30分 ～10
時30分
1 5歳以上の方各回30人
〈申込制(先着)。中学生不可〉
①4月26日㈰8時30分～②4月20日㈪9時～いずれも
各施設窓口または☎で
室内用運動靴持参
①
 総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)1144
インディアカでいい汗かこう

羽根付きのボールを使う4人制バレーボール
5月13日㈬9時40分～12時
総合体育館
新たにスポーツを始めたい方、スポーツ経験を生
かしたい方20人
〈申込制(先着)〉
5月12日㈫までに☎で
室内用運動靴持参
茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元
茅ヶ崎インディアカ総合大会

①混合の部②交流の部
5月17日㈰9時～
市体育館
① 茅ヶ崎インディアカ協会員②市内在住の愛好
者・未経験者4人以上で構成するチーム
〈申込制〉
5月1日㈮17時までに申込書(茅ヶ崎インディアカ
協会 HP または市 HP で取得可)を FAX (88)6007で
費用1チーム2000円(交流の部は1人100円)
茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

健康

中高年齢者のための
「頭を打たない転び方」
勉強会

寝ながらできる筋力運動など
4月26日㈰14時～17時
総合体育館
100人
〈申込制(先着)。当日参加も可〉
4月24日㈮17時までに☎で(平日のみ総合体育館内
スポーツ推進課☎(82)7136も可)
茅
 ヶ崎柔道協会☎(51)7370高橋(日曜日、平日12時〜
15時は除く)
知って体感！ 運動教室５日間コース

基本から学ぶ 楽しい体力づくり
5月7日㈭・14日㈭・21日㈭いずれも10時～11時45
分、5月24日㈰9時30分～11時30分、5月28日㈭9時
30分～11時45分(全5回)
総合体育館
体力づくりのための健康ミニ講話、新体力テスト、
筋力トレーニングやストレッチ・ヨガなど
健康運動指導士、保健師、歯科医師、栄養士
20歳～64歳で医師から運動制限の指示がない方20
人
〈申込制(先着)〉
4月1日㈬～
保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331


子育て・教育

〈申込制〉

申込 市 役所子育て支援課で事前登録(必要書類など詳

細は要問い合わせ)

問合 子育て支援課子育て推進担当
ショートステイ事業
(宿泊で預かる)
利用できる事由

保護者の病気や出産、 仕事や家族の介護など
家 族 の 介 護、 出 張、 で保護者の帰宅が遅く
育児疲れなど
なるなど

利用時間他

24時間(児童の受け入
れ・引 き 取 り は9時 ～ 17時～22時(土・日曜日、
19時)1回に6泊7日以内、 祝日、年末年始を除く)
1月に10日以内、年度ご 年度ごとに50日以内
とに48日以内

お子さんを預かる施設

子育て短期支援事業
内容 保護者が仕事や育児疲れなどで子どもを見られな

いときに一時的に預かる事業(下表参照)

対象 次
 のすべてに該当する子ども○市内在住の満2歳～

小学6年生○健康で集団生活が可能○一時的に保
護者の養育が困難で他に世話をする人がいない

白十字会林間学校(富士見町4－54)

定員

原則1日6人
1人1泊2日6000円
(食 事 代 を 含 む。1泊 1人1回1500円
増 え る ご と に3000円 (食事代を含む)
増)

料金
非課税世帯・生活保
護世帯には減免あり
通園・通学先(学童保
育を含む)への送迎
※ 自 宅 へ の 送 迎 は
行いません

期間
内容
対象

ほか
問合

市 内 に 限 り、 通 園・
預かり開始の際、市内
通学先への送迎は無
の通園・通学先への迎
料(預かり開始時は迎
えを1人1回200円
え不可)

コミュニティ保育(子育てサークル・ボ

ランティアグループ)補助金を支給
4月１日㈬～15日㈬
地域で自主的に①集団保育を行う団体②子育て家
庭支援を行う団体への補助金
①市内在住の未就学児10人以上の保護者から、そ
の児童の保育を目的として1日2時間以上の集団保
育を年間36週以上実施している団体(スポーツ教
室や講習会などを主事業とする団体を除く)
②市内在住のボランティア5人以上で未就学児と、
その保護者が自由に参加できる場所の提供を1日2
時間以上・月1回以上・年間10か月以上実施して
いる団体
〈いずれも申込制〉
新規申し込み団体は要相談。詳細は問い合わせ
子育て支援課子育て推進担当

児童扶養手当の手当額が変更
ひとり親家庭などの児童のために支給している児童
扶養手当の手当額が、4月分(5月振り込み)から変更に
なります。
問合 子育て支援課手当給付担当

全部支給(月額)
一部支給(月額)

3月分までの手当額

4月分からの手当額

4万2910円

4万3160円

1万120円～4万2900円 1万180円～4万3150円

第２子加算額

5070円～1万140円

5100円～1万190円

第３子加算額

3040円～6080円

3060円～6110円

特別児童扶養手当の手当額が変更
障害のある児童のために支給している特別児童扶養
手当の手当額が、4月分(8月振り込み)から変更になり
ます。
問合 子育て支援課手当給付担当

就学相談～障害のある子どもの相談
教育委員会では、障害のある子どもの就学相談を医
師・心理の専門家・教員などの協力を得ながら行って
います。また、学校の見学、相談機関の紹介なども行っ
ています。来年(2021年)度、小学校に入学する幼児や
在学中の小・中学生の相談も随時受け付けています。
問合 学校教育指導課指導担当

トワイライトステイ事業
(夕方から夜に預かる)

3月分までの手当額 4月分からの手当額
重度障害児1級
(月額)

5万2200円

5万2500円

中度障害児2級
(月額)

3万4770円

3万4970円

保険・税金

固定資産税・都市計画税

第1期分の納期を変更
2020(令和2)年度固定資産税・都市計画税の第1期分
の納期限が6月1日㈪に変更となります。納税通知書は
4月末に発送予定です。
問合 資産税課総務担当

広報担当のつぶやき 本紙1面では、新型コロナウイルス感染症を取り上げました。公共施設の休館やイベントが軒並み中止になるなど、市内にも大きな影響が生じ
ています。浜降祭やサザンビーチちがさき花火大会といった、
茅ヶ崎の夏を彩るイベントも迫ってきているため、
1日でも早い事態の終息を願っています。
(田中)

