
◆ 　　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

表彰

環境・ごみ
�相模川沿いの自然環境を保全し、 
心地よい汗をかこう

日時 �8月9日㈰9時～11時
場所 �相模川河畔林内（平太夫新田）
内容 �生物多様性のある河畔林とするための保全管理

作業（外来種除草など）
ほか �長袖、長ズボン、帽子着用。軍手、鎌、飲み物などを
　　持参。相模川堤防上集合（温水プール西側。駐車不可）
問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中

�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

日時 �8月15日㈯、9月19日㈯いずれも11時～14時30分
場所 �ハスキーズギャラリー（新栄町1-1）
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

清水谷定例観察会（9月）
日時 �9月6日㈰9時30分～
場所 �清水谷特別緑地保全地区
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合。毎
　　週火曜日に保全作業（草刈り、落葉かきなど）を実施
問合 �清水谷を愛する会☎(83)3366平石

中止 美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎(9月)
　例年、多くの方に参加いただいている美化キャン
ペーンクリーン茅ヶ崎(9月)は、新型コロナウイルス
感染症まん延防止のため中止とします。
問合 �環境保全課環境保全担当

保険・年金・税金
国民年金保険料の免除・納付猶予制度

　第1号被保険者（20歳～60歳未満の自営業者、農業・漁
業者、学生及び無職の方など）で保険料の納付が困難
な場合、市役所保険年金課に申請書を提出し、日本年
金機構で承認を受けると、保険料が免除または猶予さ
れます。免除は、申請者と配偶者、世帯主それぞれの
前年所得が一定の基準以下であることが必要です。猶
予は、申請者と配偶者それぞれの前年所得が対象とな
ります。退職(失業)などを理由とした特例免除制度も
あります。申請時の持ち物などの詳細は市 HPまたは☎
でご確認ください。
問合 �藤沢年金事務所☎0466(50)1151、保険年金課年金担当

�市県民税第2期分の納期限は8月31日㈪
　金融機関での納付に加え、コンビニエンスストアで
の納付（バーコード付きの納付書に限る）、ペイジー（金
融機関のATMやインターネット・モバイルバンキング）
および口座振替による納付ができます。ペイジー収納
に関する納付方法の詳細は各金融機関にお問い合わせ
ください。納付が困難な方には猶予制度がありますの
で市 HPをご参照ください。
問合 �収納課総務担当・納税担当

福祉
日本赤十字の会費（募金）に協力を

　日本赤十字社の活動は募金で成立しています。毎年5
月を「赤十字会員増強運動月間」とし、自治会を通して
募金の協力をお願いしており、昨年度の茅ヶ崎地区の
募金総額は、1185万8938円でした。ご協力ありがとう
ございました。今年は新型コロナウイルス感染症の影
響により、実施を延期しましたが、感染症に配慮して8

月に実施しますので、ご協力をお願いします。
問合 �福祉政策課福祉政策担当

県の在宅重度障害者等手当制度の申請
対象 �8月1日現在、県内に6か月以上継続して在住し、
　　�下表中の（1）または（2）に該当する在宅の方(2019

年8月1日～2020年7月31日に、施設や病院などに
継続して3か月を超えて入所（入院）している場合
は対象外)

申込 �8月3日㈪～9月10日㈭
ほか �年齢・所得制限あり。必要書類は要問い合わせ。

申請後も毎年、現況届の提出が必要
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

(1)

身体障害 身体障害者手帳の1級または2級

2つ以上該
当する方 支給額(年額)

6万円
知的障害

療育手帳のA1または
A2相当の判定（B1や
知能指数50以下と判
定された方で、身体障
害者手帳の1～3級を
交付された方を含む)

精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級

(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されている方

子育て・教育
子育てアドバイザー養成講座

日時 �9月以降の①指定の土曜日（全6日）②月3～4日（全
20日）

場所 �①東京都渋谷区②浜竹子育て支援センターのび
のび

内容 �専門の講師陣の講義を受講し、子育ての悩みに
応えるアドバイザーを目指す

対象 �市内在住かつ地域で子育て支援活動中または活
動希望で①②とも参加可能な方2人〈申込制(選
考)〉

申込 �8月25日㈫までに☎で
ほか �8月29日㈯に面接で選考（時間は個別指定）。①イン

ターネットを使って学べるeラーニングで受講も可
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎(85)7900

�児童扶養手当現況届は8月31日㈪まで、特別児童
扶養手当所得状況届は9月11日㈮までに提出を

　｢児童扶養手当現況届｣・｢特別児童扶養手当所得状
況届｣は、生活状況や前年の所得額などを確認する年1
回の手続きです。対象の方にはお知らせを送付します。
手続きをしないと手当が受けられなくなります。また、
所得制限で手当の受給が停止になっている方も提出が
必要です。

〈児童扶養手当現況届〉8月3日㈪～31日
〈特別児童扶養手当所得状況届〉8月12日㈬～9月11日

申込 �必要書類を〒253-8686茅ヶ崎市役所子育て支援課
へ郵送(持参も可)

問合 �子育て支援課手当給付担当

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座「ほどほどの 
子育ての大切さ～アタッチメントを基盤として～」

日時 �9月26日㈯10時～12時
場所 �室田保育園
講師 �園

その

田
だ

菜
な

摘
つみ

さん(横浜国立大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方、在学・在園の保護者30人〈申

込制(先着。人数変更の場合あり)〉
申込 �8月17日㈪～9月18日㈮に市 HPまたは☎で(氏名・

電話番号を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児1歳～未就学児8人〈申込制(先着)。9月14日㈪

までに☎で〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

スポーツ
中止 市スポーツ全国大会等出場祝金の交付
　これまで、市内在住で全国大会以上の競技に出場す
る選手や指導者に祝金を交付してきましたが、新型コ
ロナウイルス感染症により各種大会等が中止になって
いるため祝金の交付を中止します。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

健康
精神科医師によるこころの健康相談

日時 �8月13日㈭・28日㈮いずれも14時～17時

場所 �保健所
定員 �各日3人〈申込制（先着）〉
申込 �開催日前日までに☎で
ほか �申込時に相談内容の聞き取りあり
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

医師によるもの忘れ相談
日時 �8月21日㈮14時～17時
場所 �保健所
定員 �3人〈申込制（先着）〉
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�がん集団検診を9月5日㈯から再開 
胃・大腸・乳(マンモグラフィ)・子宮がん

日時 �9月5日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �8月18日㈫～26日㈬
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

検診項目 対象 検診時間
定員

〈申込制
（先着）〉

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

200人 600円

乳がん
(マンモグラフィ)

40歳以上の
偶数歳　　 200人 ※1

子宮がん(頸部) 20歳以上の
偶数歳　　 200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2021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(昭和21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

産業・雇用
就職活動特別対策講座

日時 �①9月5日②9月12日③9月19日④9月26日いずれも
土曜日10時～12時

場所 �勤労市民会館
内容 �①企業を研究して仕事を探そう②自分の適性を

知り適職を探す③これからの女性の働き方を考
える④キャリアの危機を転機に変えよう

講師 �①花田順一さん(キャリアカウンセラー)②加藤亨
ゆき

雄
お

さん(日本カウンセリング協会)③山崎悦子さん
(日本カウンセリング協会)④佐藤美礼さん(日本
カウンセリング協会)

対象 �①②④求職中の方20人③就労中・求職中の女性
20人〈いずれも申込制(先着)〉

申込 �①8月1日㈯～9月4日㈮②8月1日～9月11日㈮③8
月1日～9月18日㈮④8月1日～9月25日㈮にいずれ
も☎または勤労市民会館 HPで

問合 �勤労市民会館☎(88)1331(9時～21時)

�まちを元気に 「茅ヶ崎ローカル応援チ
ケット（ロコチケット）」の使用可能店舗

対象 �市内事業者
申込 �12月28日㈪までに申込書（市役所産業振興課・市

政情報コーナー、茅ヶ崎商工会議所で配布中。市
HPで取得も可）を〒253-8686茅ヶ崎市役所産業振

　　�興課へ郵送( sangyou@city.chigasaki.kanaga
wa.jpまたは (57)8377も可)

ほか �8月14日㈮までに申し込みした店舗は、購入者に配
布する冊子などに店舗情報を掲載。詳細は市HP参照

問合 �産業振興課商工業振興担当

�かなテクカレッジ(県立総合職業技術校) 
2020年10月生

内容 �溶接・板金、造園、ビル設備管理、庭園エクス
テリア施工、ビルメンテナンス、ケアワーカー、
給食調理、介護調理など(各校で異なる)

対象 �職業に必要な知識、技術・技能を習得して職業
に就こうという意思がある方(各種推薦枠・優先
枠あり)

申込 �住所地を管轄するハローワークで事前手続後、8月6
日㈭までに各校（〒230-0034横浜市鶴見区寛政町28-2
かなテクカレッジ東部、〒257-0045秦野市桜町2-1-3

　　かなテクカレッジ西部）へ郵送(持参も可)
ほか �選考日は8月23日㈰。詳細は募集案内(各校、ハ

ローワークなどで配布)参照
問合 �県産業人材課☎045(210)5715

新型コロナウイルス感染症による
一部イベント等の中止情報

　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、来場者のみなさんの健康と安全
に配慮し、一部のイベント等を中止します。本紙
に掲載のイベント等で、7月13日現在で開催中止
が決まっているものは中止マーク中止で表記して
います。過去の広報紙で掲載したイベントや今後
予定しているイベント等も、急きょ中止・延期・
内容の変更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

広報担当のつぶやき　�小さなかわいらしい花びらをつけた日々草や、ピンク色の濃淡が鮮やかなカトレアなど市内で多くの花が生産されていることを知りました。
花き生産者さんが愛情をたっぷり込めて育てた花々を私も自宅に迎えようと思います。(今井)

7面-3校
2020年（令和２年）８月１日号7 No.1145

市民参加・市民活動
�2021年度一般コミュニティ助成事業 
自治総合センターによる宝くじの普及広報

対象 �自治会などのコミュニティ組織（過去20年以内に
この助成を受けた団体を除く）

申込 �8月17日㈪～9月15日㈫
ほか �募集要領は8月3日㈪～市役所市民自治推進課で

配布。事業が実施されない場合あり
問合 �市民自治推進課地域自治担当

生活
�自筆証書遺言書保管制度が開始

　全国の法務局で自筆証書遺言書を預かる制度が始ま
りました。利用を希望する方は、遺言者の住所地、本
籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄す
る県内の法務局に予約の上、来庁ください。なお、詳
細は法務省 HPを参照してください。
問合 �横浜地方法務局☎045(641)7655

公の施設の指定管理者
内容 �次の施設の管理を委任する指定管理者を募集し

ます。①市民活動サポートセンター②市老人福
祉センター

ほか �詳細は募集要項（各窓口で配布中。市 HPで取得も
可)参照

問合 �①市民自治推進課協働推進担当②高齢福祉介護
課生きがい創出担当

�｢神奈川県弁護士会人権賞｣候補者 
個人・団体(自薦・他薦可)

　県内で人権侵害に対する救済活動、人権思想の普及・
確立に尽力した個人・団体を募集します。

申込 �8月31日㈪までに推薦書など(県弁護士会 HPで取得
可)を〒231-0021横浜市中区日本大通9神奈川県弁
護士会業務課｢人権賞｣係へ郵送(持参も可)

ほか �2021年1月中旬～2月に贈呈式を予定
問合 �県弁護士会☎045(211)7705

�上限5000円分のマイナポイント 
申し込みは7月以降順次開始

　マイナンバーカードをお持ちの方が予約と申し込み
を行い、選択したキャッシュレス決済サービスで9月
以降、翌年3月末までにチャージまたは買い物をする
と、2万円の決済で1人あたり上限5000円分のポイント
が付与されます。詳細は市 HPをご覧ください。
問合 �情報推進課情報政策担当

防災
�全国瞬時警報システム（Jアラート）の試験放送 
防災行政用無線（屋外スピーカー）など

　Jアラートは、国から地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を人工衛星などで瞬時に伝えるシステムです。
日時 �8月5日㈬11時頃
内容 �「これはJアラートのテストです」を3回繰り返し、
「こちらは防災ちがさきです」で放送終了

ほか �メール配信サービス、防災ラジオ、tvkデータ放
送、電話応答サービス、市 HPでも同時配信

問合 �防災対策課危機管理担当

「効率的手法導入推進基本調査」の実施
　災害時に迅速な復旧・復興に寄与する地籍調査の事
前調査として、カメラを搭載した車両等により測量作
業を実施します。2020年度は東海岸南一丁目、富士見
町と緑が浜の一部で、作業を実施します。ご迷惑をお
かけしますがよろしくお願いします。
問合 �建設総務課地籍調査担当

採用
�自衛官採用試験情報（令和3年3月下旬～4月
上旬入隊）①一般曹候補生②自衛官候補生

対象 �18歳～33歳未満の方
申込 �①9月10日㈭までに☎で②随時☎で
ほか �①2年9か月経過以降選考により3等陸・海・空曹

へ②所要の教育を経て3か月後に2等陸・海・空
士へ。詳細は☎で

問合 �自衛隊藤沢募集案内所☎0466(26)2216

寄付(敬称略)
〈社会福祉協議会へ〉▷特定非営利活動法人日本入れ歯
リサイクル協会=1万6182円▷神奈川土建一般労働組
合茅ヶ崎寒川支部=3万円▷神奈川土建一般労働組合
茅ヶ崎寒川支部東分会=1万300円▷神奈川土建一般労
働組合茅ヶ崎寒川支部なぎさ分会=9467円▷神奈川土
建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部西分会=7000円▷神奈
川土建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部湘北分会=5513円
▷神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部堤分会
=4500円▷神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部サ
ザン分会=3400円▷神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎寒
川支部翼分会=1100円▷つるみね東ボランティアセン
ター=1万3140円▷神奈川県自転車商協同組合=5万
8000円▷瀬戸宗武=5500円▷匿名=2000円(2件)

〈市民活動げんき基金へ〉(4月1日～5月31日）▷湘南ヤ
クルト販売株式会社=1万4644円▷ダイドードリンコ
株式会社=1万2542円▷加藤信吾=1000円▷匿名=1万
5000円

〈文化振興基金へ〉▷森田昌裕＝10万円

　市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度予定して
いた次期総合計画の「前期実施計画」の策定を2年間延期します。
� 【企画経営課企画経営担当】

　実施計画とは、将来の都市像を実現するための実行計画で、短・中期的
な方策の方向性と具体的な手段を定めるものです。
　今年度は、2021年度から2025年度までを計画期間とする「前期実施計
画」の策定を予定していました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影
響により、本市の歳入の根幹をなす税収などの大幅な減少が予
測され、その規模の見通しを立てることが難しいことから、実
施計画の策定を2年間延期します。
　2021年度と2022年度の市の取り組みについては、短期的
な方針を策定し、事業の方向性などを示します。

　空調設備リニューアル工事に伴い使用受け付けを停止していた市役所分
庁舎コミュニティホールについて、抽選申し込みと随時予約を段階的に再
開します。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、使用人数など
を制限する可能性があります。� 【用地管財課管財担当】

※�抽選申し込みは市内団体のみ参加可能

場所
抽選申し込み 随時予約

申込期間 使用日 申込期間 使用日

5階A・B
会議室 8月1日㈯

～
8月15日㈯

12月1日㈫
～

12月27日㈰

8月21日㈮
～

使用日の
4日前

12月1日㈫～
12月27日㈰

6階集会
室1・2�

10月1日㈭～
12月27日㈰

市コミュニティ
ホール

コミュニティホール 8月から予約を再開実施計画の策定を2年間延期

交通事故・犯罪発生・火災・救急件数 ▷交通事故40〈208〉�▷交通事故死者0〈0〉�▷交通事故負傷者41〈240〉�▷犯罪発生53〈367〉�いずれも暫定値
▷火災4〈17〉�▷救急車の出動729〈4949〉��火災の問い合わせは、�☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災・救急件数
6月の件数〈2020年の累計〉

6面-3校

日曜日・祝日・
年末年始

内科 9時～12時・
13時～23時

小児科・外科・
歯科

9時～12時・
13時～17時

平日・土曜日 内科・小児科 20時～23時

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
茅 ヶ 崎 中 央 病 院　茅ヶ崎2-2-3� ☎（86）6530

地域医療センター
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、8月は平日
の内科を休診にしています。また、電話による予約
診療に変更しています(7月13日時点)

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

すこやか赤ちゃん
今回の応募は18点でした

2019年9月生まれ
HP

★2019年11月生まれ（広報ちがさき2020年10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。2020年8月3
日㈪～31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。

白
浜
町

9
月
9
日

おしゃべり大好きな元気な女の子！

水み
ず

島し
ま

　絃い
と

ち
ゃ
ん

萩
園

9
月
16
日

つかまり立ちが得意です！ねぇねと仲良し！

児こ

島じ
ま

　歩ほ

波な
み

ち
ゃ
ん

香
川
6
丁
目

9
月
6
日

ニコニコ元気、我が家の太陽

石い
し

上が
み

　恵け
い

大た

ち
ゃ
ん

本
村
3
丁
目

9
月
27
日

いつもニコニコ笑顔のけいたくんです！

吉よ
し

田だ

　恵け
い

太た

ち
ゃ
ん

西
久
保

9
月
10
日

いつもニコニコでわんぱくな女の子

鳥と
り

越ご
え

　咲さ
き

花か

ち
ゃ
ん

赤
松
町

9
月
1
日

パパと入るお風呂が大好きです

秋あ
き

田た

　笑え

舞ま

ち
ゃ
ん
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