6面-5校

No.1143

2020年（令和２年）６月１日号

茅ヶ崎3-4-23

医科・歯科

 (38)7532（自動音声案内後、用件
☎
先に接続）
調剤薬局
☎(38)5086（直通）
新型コロナウイルス感染症対応のため、内科と外科
を休診しています。また、小児科と歯科は電話によ
る予約診療に変更しています(5月13日時点)
日曜日・祝日・
年末年始
平日・土曜日

み
か

いんこう

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

日曜日・祝日・年末年始

ほ

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時～24時

えがおいっぱい！我が家のやんちゃ姫です！

土砂災害から
「いのち」を守るため、県は市内の土砂
災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等を公表し
ました。この基礎調査結果は、県砂防海岸課、県藤沢
土木事務所、市役所防災対策課窓口や県 HP「土砂災害
情報ポータル」で確認できます。また、土砂災害特別
警戒区域内に土地を所有する方を対象に調査結果など
の個別説明を実施しますので、希望する方は県藤沢土
木事務所 HP をご覧ください。
問合 基礎調査結果専用ダイヤル☎0466(97)5550、県藤
沢土木事務所河川砂防第二課☎0466(26）
2111

交通・道路

優良運転者の表彰

10・15・20・30年間無事故無違反の方へ
茅ヶ崎地区交通安全協会会員で、10・15・20・30年
間無事故無違反の方は6月12日㈮までに申告書(茅ヶ崎
地区交通安全協会、市役所安全対策課で配布中)と無
事故無違反証明書を茅ヶ崎地区交通安全協会へ提出し
てください。
問合 安全対策課安全対策担当

まちづくり

対象
申込
問合

小児科・外科・
歯科
内科・小児科

9時～12時・
13時～23時
9時～12時・
13時～17時
20時～23時

耳鼻咽喉科/眼科救急

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

採用

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表

日時

内科

つ いし

新型コロナウイルス感染症のまん延・拡大防止のた
め、広報ちがさきがポスティング業者により戸別配布
される期間中は
「催物ご案内」
の自治会への回覧を中止
します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力の
ほどお願いします。
問合 市民文化会館☎(85)1123

15

本村5-15-1 ☎（52）1111
西久保500 ☎（83）9111
幸町14-1
☎（58）1311

地域医療センター

三ツ石 花帆 ちゃん

中止「催物ご案内」の回覧中止

あお ば

市民文化会館の臨時休館が6月30日㈫まで延長され
たことに伴い、6月1日㈪に予定していた2021年5月・6
月利用分(市外在住者は4月・5月利用分)の抽選会を7
月以降に延期します。詳細は決定次第市民文化会館 HP
等でお知らせします。
問合 市民文化会館☎(85)1123

ろ

市民文化会館の施設予約抽選会が延期

も

文化・歴史

「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」最終評

価アンケートの回答にご協力を
本アンケートは、2012年度から2020年度までを計画期
間とする
「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン」
の評価を行うた
めのものです。6月15日㈪までにe-kanagawa電子申請
のアンケート回答でお答えください。なお、本プランに
対応する施策の達成状況や満足度などを通じて現在の
プランの進行状況を確認し、課題解決の参考とします。
問合 文化生涯学習課生涯学習担当

茅 ヶ 崎 市 立 病 院
湘南東部総合病院
茅ヶ崎徳洲会病院

防災

申込 7月31日㈮までにはがきに住所・氏名・電話番号・

製造事業所のみなさんへ

2020年工業統計調査を6月1日㈪時点で実施
この調査は統計法に基づくもので、従業者数、製造
出荷額、原材料使用額等を調査し、中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として利用されます。調査票に
ご記入いただいた内容は、統計作成目的以外に使用す
ることはありません。5月中旬から、統計調査員が電
話連絡の上、郵便受けに調査票を入れています。一部
事業所は国から調査票が直接郵送されます。調査への
ご理解、ご協力をお願いいたします。
問合 工業統計調査コールセンター☎0120(805)071
（土・
日曜日、祝日を除く9時～18時）
、県統計センター
事業所・工業統計課☎045(313)7218、行政総務課
統計担当
6月は暴走族追放強化月間

「暴走はしない・させない・ゆるさない」
暴走行為は交通事故誘発や傷害事件への発展、騒音
被害など危険を伴う深刻な迷惑行為です。暴走族のい
ないまちをつくりましょう。
問合 安全対策課安全対策担当

7

あや

ごはんとお兄ちゃんのダンスがだーいすき！

生活

新栄町
月 日

てらもと

31

3

寺元 彩 ちゃん

高田 丁目
月 日

た いち

7

生年月日、メールアドレス、出身中学校を記入し、
〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へ郵送(市 HP も
可)
問合 青少年課育成担当

1

「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
着）
に市 HP 内
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
（一人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。

かやもり

抱っこだいすき！！腕枕だいすき！！

6

救急病院

★2019年9月生まれ
（広報ちがさき8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。6月1日㈪～30日㈫
（必

栢森 泰一 ちゃん

柳島
月 日

9

茂 呂 碧 芭 ちゃん

今回の応募は21点でした

松浪 丁目
月 日

HP

7

あや と

か赤ちゃん
や
こ
す 2019年7月生まれ

急病のときは

事前に連絡してから受診してください

絵本が大好き。好奇心旺盛な元気っ子です！

パパの抱っこで寝るのが大好き！

笑顔とお兄ちゃんを呼ぶ声が可愛いです！

7

しおつき

26 3

塩月 綾人 ちゃん

7

あや の

4

下町屋 丁目
月 日

よし だ

吉田 彩乃 ちゃん

矢畑
月 日

7

6

生産緑地地区の指定の事前相談～生産緑地

地区の制度説明や希望対象農地の個別相談
6月30日㈫まで
市街化区域内に300㎡以上の農地を所有していて、
2020年中に生産緑地地区の指定を希望する方
随時☎で
都市計画課計画担当

福祉

被爆者援護手当の申請
対象 被 爆者健康手帳の交付を受けていて、6月1日㈪

現在、市の住民基本台帳に登録されている方(過
去に本市で手続き済みの場合は申請不要)
申込 6月1日 ～7月1日 ㈬ に 申 請 書(市 HP で 取 得 可)を
〒253-8686茅ヶ崎市役所福祉政策課福祉政策担当
へ郵送または印鑑、被爆者健康手帳、本人名義
の預金通帳を持参
問合 福祉政策課福祉政策担当

敬老祝金を100歳の方へ贈呈
これまで99歳以上の方を対象としていましたが、
2020年度から8月31日㈪時点で市に住民登録があり、9
月15日㈫時点で100歳の方を対象に祝金1万円を贈呈し
ます。9月頃に担当地域の民生委員・児童委員がお届け
する予定です(新型コロナウイルス感染症の影響により
贈呈時期が変動する場合があります）
。
問合 高齢福祉介護課生きがい創出担当

人数
対象
待遇
採用
申込
ほか
問合

環境事業センターの会計年度任用職員

(夏季臨時清掃作業員)
若干名
18歳以上の方(高校生不可)
時給1060円。月・火・木・金曜日(祝日を含む)の
8時15分～16時15分(勤務日は要相談)
7月～9月(要相談)
随時☎の上、申込書(市 HP で取得も可)を環境事業
センターへ本人が持参
受付当日に面接を実施
環境事業センター業務担当☎(57)0200

消防吏員採用試験
人数 若
 干名
対象 1995年4月2日～2000年4月1日に生まれた方
（2021

年3月大学卒業見込み含む）
、1994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、
または2021年3月の救急救命士国家試験を受験す
る方
申込 6月1日㈪～5日㈮に申込書(市役所消防総務課、消
防署、各消防出張所などで配布中。市 HP で取得も
可）
を本人が市役所消防総務課へ持参
ほか 1次試験は7月12日㈰
問合 消防総務課総務担当

市役所の職員(事務)
人数 若
 干名
採用 10月1日㈭(予定）

申込 6
 月5日㈮～7月6日㈪にe-kanagawa電子申請で
ほか 詳細は試験案内(市役所職員課・市政情報コーナー

参照
などで配布中。市 HP で取得も可）

問合 職員課人財育成担当

寄付(敬称略)

〈市へ〉株式会社伊藤園=1万6732円▷株式会社ジャパ
ンビバレッジホールディングス=2万8241円▷MS&ADゆ
にぞんスマイルクラブ=4万円▷古谷洋子=1万円▷株
式会社エイヴイ=1000万円▷農林中央金庫=児童用学
習机▷田中晴男=写真
〈市民活動げんき基金へ〉(2月1日～3月31日）▷くまじ
株式会社きもの研究会=2万7000円▷有限会社ハスキー
企画=計6回総額1万8800円▷益永律子=1万円▷歌声サ
ロン
「チーパッパ」=2500円▷BRANCH茅ヶ崎=1850円▷
2020年度実施市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリ
ング設置募金箱=3133円
〈社会福祉協議会へ〉小出ボランティアセンター=3万
円▷茅ヶ崎市役所桜友会=3万円▷茅ヶ崎SDC=2万円▷
株式会社夢クラブ代表取締役石田重廣=6220円▷匿名
=4万円、1000円

〈145〉
▷交通事故死者0
〈0〉
▷交通事故負傷者35
〈174〉
▷犯罪発生49
〈263〉
いずれも暫定値
交通事故・犯罪発生・火災・救急件数 ▷交通事故27
▷火災4
〈11〉
▷救急車の出動802
〈3448〉
火災の問い合わせは、
☎
（82）
2119へ
4月の件数
〈2020年の累計〉

