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厚木市民朝市
　日曜、6～7時。文化会館駐車場。
市内産の新鮮で安心・安全な農産
物や加工食品などを販売。問農業
政策課☎225-2801。

七沢自然ふれあいセンターの催し
■親子収穫体験・ダイコン
　11月①28日②29日、9時30分～
14時30分。七沢自然ふれあいセン
ター他。ダイコンの収穫やおやつ
作りなど。市内在住の親子各回35
人。750円、3歳未満45円（材料費、
保険料）。申直接、電話またはファ
クスに催し名、〒住所、参加者全

員の氏名（ふりがな）、性別、年齢、
電話番号、希望日を書き、11月6
日までに七沢自然ふれあいセン
ター☎248-3500・薨248-4708へ。
抽選。 申①1902013②1902014
■ななさわ森のようちえん・
出張！森のたんけん隊
　12月2日、14時～16時30分。ぼ
うさいの丘公園。森探検、森遊び
など。市内在住で3～6歳の未就学
児20人。300円（材料費、保険料）。
申11月1日から七沢自然ふれあい
センター☎248-3500へ。先着順。
1902029

■天体カフェ
　12月11日、18時30分～21時30分。
七沢自然ふれあいセンター。星の
ソムリエによる星座解説や自由観
望など。市内在住の小学生以上25
人（未成年者は保護者同伴）。700
円（材料費、保険料）。申直接、
電話またはファクスに催し名、
〒住所、参加者全員の氏名（ふり
がな）、性別、年齢、電話番号を
書き、11月20日までに七沢自然ふ
れあいセンター☎248-3500・薨
248-4708へ。抽選。 申1902021

　今冬は、新型コロナウイルス感染症（コロナ）との同
時流行が予想されます。重症化を防ぐため、インフルエ
ンザの予防接種が無料で受けられる助成が始まります。
早めに予防接種を受けましょう。

《対象》　�接種時に市内在住で65歳以上または60～64歳
で心臓・腎臓・呼吸器などに身体障害者手帳
1級相当の障がいがある方

　インフルエンザの予防接種を受けた子どもに、期間中
2回まで1000円を助成します。
《対象》　�接種時に市内在住の生後6カ月～小学生

　いずれも実施期間は、10月15日～2021年2月28日。
保険証を持ち直接、実施医療機関へ（生後６カ月～
小学生は母子健康手帳をお持ちください）。実施医
療機関は、市HPに掲載。

問健康づくり課☎225-2201

予防接種はお早めに

子どもの予防接種

高齢者のインフルエンザ
　予防接種が無料

1000円助成
例年以上にしっかりと予防を
　インフルエンザはコロナ
と症状が似ているため、
病院ではコロナと同じ感
染対策をする必要があり
ます。診察や検査にも時
間がかかり、例年通りに
いかないことが予想されるので、いつも以上
に手洗い・せきエチケットなどに気を付けま
しょう。特に高齢の方はインフルエンザに感
染すると重症化しやすいため、予防接種を受
けておくことを強くお勧めします。

厚木医師会
石井 紀行 医師（50）

帰国者・接触者相談センター

☎  0570-056799 
045-285-1015

無休
（24時間）

次のいずれかの症状がある時
・�息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い
症状のいずれかがある場合

・�重症化しやすい方で、発熱や咳
せき

などの比
較的軽い風邪の症状がある場合

　新型コロナウイルスの影響で掲載の催しが中止となる場合や、利用に
制限のある施設があります。市HPで随時お知らせします。
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INEコロナお知らせシステム、その他₄

経営相談₃

協力金₉

微熱や軽い咳などの症状や感染の不安
のある方、健康・医療１

神奈川警戒アラート・大規模イベント開
催の事前相談₂
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☎  0570-056774 
045-285-0536

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

全日 （9〜21時）1

平日 （9〜17時）
2349
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イベント情報や街の話題などを紹介

他にもツイッターやインスタグラムなど、さまざま
なソーシャルメディアで情報を発信中

広報テレビ・ラジオ番組

AIC「あつぎ元気Wave」
①12時～②19時 30分～③22時 45分～
（各15分）

ケーブル
テレビ

tvkデータ放送
テレビリモコンのdボタンを押して、厚木市
の一押し情報をチェック

tvk「猫のひたいほどワイド」
毎月第1・3月曜、13時ごろ（3分程度）

テレビ

FM ヨコハマ
「ラブリーデイ」（84.7MHz）
毎月第1・3火曜、9時 35分ごろ（3分程度）

ラジオ

詳しくは 厚木市　ソーシャルメディア 検索

　 =申し込み　　　=問い合わせ　
☎=電話番号　　　 =ファクス番号　
　=Eメール　　  HP=ホームページ

ウェブ▼アプリ▼

ウェブは多言語にも対応

広報あつぎデジタル版

マイ広報紙 検索

登録受付中

災 害情報
防災行政無線の内容も配信

のメールマガジン

災害や市民生活に影響を及ぼす
緊急性の高い情報を発信します

LINE

市役所への郵便物は「〒243-8511
◯◯課」で届きます。

薨
申

　＝講座予約システム（　印の番号で、ウェブ
上から詳しい情報を確認できます。「　 」と
記されたものは、申し込み可）

申

公式
アカウント
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　市では、子どもたちの学ぶ環境を充実させるため、今年度
中に学習用端末の導入を目指します。一人一人に合った学び
の実現に向け、端末を活用していきます。

情報通信技術
で学びを充実

パソコン約
１万８千台
を整備する
Boo~!!

問学校施設課☎225-2６82 ・ 教育研究所☎225-2６80

小・中学生に１台ずつ学習用端末を整備

　サーチウォークは、歩きながら指定された電柱
を探すゲームです。体を動かすきっかけに、家族
や友人など、皆さんでチャレンジしてみませんか。
� 問スポーツ推進課☎225-2531

検索厚木市　サーチウォーク詳しくは

　期　間　　�11月3・28日  
10時〜、13時30分〜

　場　所　　厚木中央公園発着
　対　象　　�市内在住在勤在学の方各回50人� �

（小学生以下は保護者同伴）
　景　品　　�参加者の中から抽選で市内産の新米

をプレゼント
申10月15日からスポーツ推進課へ（市HPから
も申し込み可）。先着順。

　本を10冊読むごとに、図書館オリジナルの
あゆコロちゃんグッズをプレゼントします。
対象　12歳までの子ども（保護者の代筆可）
申中央図書館や依知北・睦合北・睦合西・荻
野・小鮎・玉川・南毛利・相川・森の里公民
館図書室で読書通帳を受け取り、10冊読むご
とにグッズをプレゼント。詳しくは市HPに掲載。

問中央図書館☎223-0033 
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ＩＧＡスクール構想
　児童・生徒1人1台の
端末と、高速大容量ネッ
トワークを一体的に整備
するために国が策定した
構想。今回の整備に掛か
る予算は、半額程度を国
の補助金で賄う。

学習意欲アップ
　自ら学ぼうとする力を
伸ばします

端末の導入で市が目指す教育

表現力アップ
　思考力・表現力の
育成を支えます

授業効率アップ
　教員が子どもと向き
合う時間を増やします

ＮＴＴの電柱にある基本
線の名前（厚中支・元町
幹など）を手掛かりに、
指定された電柱の位置を
推測し解答を記入

楽しく歩いて健康に 本を読んでプレゼントをもらおう
こども読書マラソンサーチウォークサーチウォーク 2021年

3月31日
まで

２

サイエンスウインター2020
　11月1日～12月6日を科学のイベ
ント月間として、土・日曜、祝日
に実験教室や工作教室、プラネタ
リウム特別投影などを開催。スケ
ジュールと催しの内容は子ども科
学館で配布。問子ども科学館☎
221-4152。

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■昼寝タリウム
　木曜、12時15分～12時45分。満
天の星の下、ゆったりと過ごす。
定員25人。200円（中学生以下50円）。�
申当日9時から観覧券を販売。
1913007
■おもしろ実験「ムニュムニュを作ろう」
　11月8・29日、13時30分～14時15
分。スライム状のおもちゃを作っ
て遊ぶ。小学生以上10人。無料。
申当日9時から電話で受け付け。
2013015

■科学工作教室「マジックおもちゃ」
　11月28日、13時30分～15時30分。
壁があるのに物がすり抜ける箱や
一瞬で色がつくカードなどを作る。�
小学生以上10人（付き添いの方も
要予約）。無料。申11月7日（市外の
方は8日）9時から電話で受け付け。
2013016

■ミニ工作「バランストンボ」
　11月1・15日、13時30分～14時
15分。トンボの形のやじろべえを
作る。小学生以上10人。無料。
2013014
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

斎場施設見学会
　10月28日、10時30分～12時。市
斎場。施設見学と葬儀の説明。定
員30人。無料。申10月15～27日に
市斎場☎281-8595へ。先着順。

かながわにじいろトーク
　11月14日、14時30分～16時30分。�
本厚木駅付近の公共施設（詳細は
申込者に連絡）。10・20代の性的
マイノリティー当事者向け交流会。�
定員12人。300円（茶菓子代。高
校生以下無料）。申11月13日、17
時までにかながわにじいろトーク
事務局☎045-306-6769へ（HPか
ら申し込み可）。先着順。問県人権

男女共同参画課☎045-210-3637。

七沢森林公園でヨガ体験
　11月7日、9時30分～13時。七沢
森林公園。森林セラピーと初心者
向け野外ヨガ体験。定員20人。
1000円（昼食代含む）。申10月15
日～11月1日に東丹沢七沢観光案
内所☎248-1102へ。先着順。問市
観光協会☎240-1220。

講　座
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救急救命講習会
■応急手当普及員再講習会
　11月14日、9時～。普及員の有
効期限更新や技能の維持・向上の
ための講習。市内在住在勤在学で
有効期限3年以内の応急手当普及
員15人。 申1941019
◆小児・乳児への応急手当普通救
命講習
　11月①18日、13時30分～②28日、
9時～。小児・乳児への応急手当
ての必要性、心肺蘇生法、自動体
外式除細動器（AED）の取り扱
いなど。市内在住在勤在学の中学
生以上8人。託児あり（1歳以上�
3人）。 申①1941016②1941014

●応急手当普通救命講習会
　11月①6日、9時～②12日、13時
30分～③24日、9時～。応急手当
ての必要性、心肺蘇生法、自動体
外式除細動器（AED）の取り扱い
など。市内在住在勤在学の中学生
以 上15人。 申 ①2041012②
2041013③2041014
　いずれも各回180分。消防本部。
無料。申■10月22日まで◆10月23
日～11月4日●①②10月22日まで
③10月23日～11月4日に救急救命
課☎223-9365へ。抽選。

市民法律講座
　11月①13日②20日（全2回）、18
～20時。あつぎ市民交流プラザ。
①争続人にならないための遺産相
続②遺言書・成年後見制度を弁護
士が講義。希望するテーマのみの
受講も可。市内在住在勤在学の方
25人。無料。申10月16日～11月6
日に市民協働推進課☎225-2100
へ。先着順。

中高年のための再就職支援セミナー
　11月30日、①9時30分～12時②
13～16時。あつぎ市民交流プラザ。
①求職活動に生かす自己理解②最
近の求人動向と案件の探し方。再
就職を目指す県内在住の40歳以上
各回25人。無料。申ファクスに講
座名、希望時間、〒住所、氏名（フ
リガナ）、年齢、電話番号、Eメー
ルアドレスを書き、11月23日まで
にシニア・ジョブスタイル・かな
がわセミナー事務局☎045-311-
6000・ 薨045-314-8809へ（ 県HP
からも申し込み可）。抽選。

犬のしつけ教室
　11月14日、①10時～②13時～（各
回120分）。ぼうさいの丘公園。犬
と一緒に楽しくしつけの基本を学



　良質な睡眠は、心と体の健康維持
に欠かせません。よく眠るこつを学
んでみませんか。

　地域で体操を指導・
普及する方を募集します。

　ドローンの活用を考えている企業の皆さんを対象に、
正しい知識や技術を学ぶ講習会を開催します。

企業対象　無 料

日時　11月20日
　　　14時〜15時30分
場所　厚木北公民館
対象　市内在住の40～64歳15人
内容　睡眠と健康の関係や眠りの改
善方法を保健師が講義。ゲートキー
パー養成講座も同時開催。香り袋作
り体験あり
申10月15日から電話で健康づくり課
へ。先着順。
問健康づくり課☎225-2201

日時　12月14日〜3月17日（全14回）
場所　保健福祉センター
対象　�地域でボランティアとして活動する

意欲がある市内在住の18歳以上10人
内容　�あゆコロちゃん体操を習得し教え方

を学ぶ
申公民館や保健福祉センター、市HPにあ
る申込書を、直接または郵送で11月16日ま
でに〒243-0018中町1-4-1健康づくり課へ。
抽選。

問健康づくり課☎225-2201

日　時　11月13日　13時30分〜16時
場　所　厚木シティプラザ
内　容　�プロのパイロットによるデモフライト、ドローン

操縦体験、ドローンに関する法律や安全な操作
方法の講義など

対　象　市内企業関係者10人
申電話またはファクスに講習会名、住所（企業の場合は
所在地）、氏名、事業所名、電話・ファクス番号を書き、
10月16日から産業振興課へ。先着順。 2036004

問産業振興課☎225-2831・薨223-7875

ドローン体験講習会 あゆコロちゃん
体操指導員
養成講座

睡眠力アップ
基礎講座

～眠れるココロとカラダの作り方～

無料

３2020(令和２)年10月15日

ぶ講義（雨天中止）。終了後に犬
との避難訓練も実施。市内在住の
飼養者各回20組。同伴できる犬は、
①市に登録がある②健康状態が良
好③生後4カ月以上④本年度に狂
犬病予防注射実施届け出済み―の
全てを満たす犬。無料。申10月30
日までに生活環境課☎225-2750
へ。抽選。

健康運動指導士による未病運動講座
　11月9・24日①9時30分～②10時
45分～（各回45分）。保健福祉セ
ンター。健康運動指導士による正
しい歩き方、腰痛・膝痛予防のた
めの運動、おなか回りをスッキリ
させる体操などの助言と実技。市
内在住の20歳以上各回15人。無料。
申10月15日から健康づくり課☎
225-2201。先着順。

介護予防教室
■からだいきいき運動教室
　《Aコース》12月2日～2月24日の
水曜（全12回。12月30日は除く）、
14時～。あつぎ市民交流プラザ。�
申2007009《Bコース》12月1日

～3月2日の火曜（全12回。12月29
日・2月23日は除く）、10時～。ぼ
うさいの丘公園。 申2007010《C
コース》12月8日～3月9日の火曜
（全12回。12月29日・2月23日は除
く。1月12日は13日に振り替え）、10
時～。荻野運動公園。 申2007011
■脳とからだのいきいき運動教室
　12月3日～3月18日の木曜（全12
回。12月24・31日、1月7日、2月
11日は除く）、13時30分～。厚木
YMCA。認知症予防プログラム
を取り入れた運動。 申2007012
■物忘れ予防・脳いきいき教室
（室内編）
　12月8日～3月9日の火曜（全12回）、
14時～。あつぎ市民交流プラザ。
ストレッチを取り入れた認知症予

防。 申2007013
　いずれも各回120分。市内在住
の65歳以上20人（要介護認定を受
けている方は要相談）。無料。申
直接、電話またはハガキに教室・
コース名、〒住所、氏名、生年月
日、電話番号を書き、10月30日（必
着）までに〒243-8511介護福祉課
☎225-2388へ。抽選。

フレイル（虚弱）チェック
　11月12日、13時30分～15時30分。
老人福祉センター寿荘。加齢で筋
力や心身の活力が低下した状態
（フレイル）を検査。市内在住の
65歳以上10人。無料。申直接、電
話またはハガキに講座名、〒住所、
氏名、生年月日、電話番号を書き、
10月30日（必着）までに〒243-8511
介護福祉課☎225-2388へ。抽選。
申2007016

情報プラザのパソコン講座
■初・中級者向けフォトアルバム
作成講座
　11月4・11・18日（全3回）、10時
30分～。プレゼンテーション作成
ソフトで、フォトアルバムの作り
方や写真の加工方法などを学ぶ。
定員8人。1500円。 申2004027
■初心者向け年賀状作成講座
　①11月4・11・18日（全3回）、
13時30分～②11月8・15・22日（全
3回）、10時30分～。はがき作成ソフ
トを使って年賀状の作り方を学ぶ。�
定員8人。1500円。 申①2004030
②2004031
■中・上級者向け文書作成講座
　11月6・13・20日（全3回）、13時
30分～。書体や段落などの編集や
表計算ソフトとの連携方法を学ぶ。�
定員8人。1500円。 申2004032
■初心者向け名簿・住所録作成講座
　11月20日、10時30分～。表計算
ソフトで簡単な名簿・住所録を作
成する。定員8人。500円。 申
2004033
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。費用はテキスト代他。
申電話またはハガキに講座名、
申番号、〒住所、氏名、年齢、電
話番号、市外在住の方は勤務先ま

たは通学先を書き、10月25日（必
着）までに〒243-0021岡田3050情
報プラザ☎220-2711へ。抽選。

「遺言書」これだけは知っておこう
　11月14日、14～15時。中央図書
館。厚木支部行政書士による講座
と相談。市内在住在勤在学の方20
人（相談は10組）。無料。申10月
15日～11月11日に中央図書館☎
223-0033へ。先着順。 2045001

きっかけ運動教室
　11月11・18・25日、10～12時。
東町スポーツセンター。自宅でも
できる軽い運動。市内在住の65歳

以上20人（既受講者を除く。要介
護認定を受けている方は要相談）。
無料。申10月22日から介護福祉課
☎225-2388へ。先着順。

L
レ ッ ツ

et’s コグニサイズ！
　11月26日、10時～11時30分。あ
つぎ市民交流プラザ。運動を取り
入れた認知症予防プログラム。市
内在住の65歳以上25人（要介護認
定を受けている方は要相談）。無料。
申直接、電話またはハガキに教室・
コース名、〒住所、氏名、生年月日、
電話番号を書き、10月30日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。 申2007015

オリジナルリース作りに挑戦
　11月7日、14～16時。あつぎ郷
土博物館。草地などの自然に暮ら
す動植物の観察とクリスマスに向
けたリース作り。定員15人。申10
月15日からあつぎ郷土博物館☎
225-2515へ。抽選。 2044009

あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

第14回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

千山万水図
（田原市博物館蔵）

　9月に始まった特別展示「優しい
旅びと・渡辺崋

か

山
ざん

展」。皆さん、お
越しいただけましたか？渡辺崋山
は、田原藩（愛知県田原市）の武
士で、画家としても名をはせました。�
その崋山が江戸時代後期の厚木
を描いた「厚木六勝」は、前回こ
のコーナーで語り倒しましたよね。
　今回紹介するのは、「千

せん

山
ざん

万
ばん

水
すい

図
ず

」です。国指定重要文化財
として田原市博物館に所蔵され、
崋山後期の代表作といわれていま
す。さて、この絵画ですが、実は
謎が多く議論の対象となっている
作品なんです。外国船がたびた
び来航し脅威を感じていた江戸時
代の後期に描かれたため、海防

の思想を描いた
とされる説、中国
風山水画に実際
の風景を入れて
描いたとする説、
憧れていた西洋
を描いた説など、
多くの学説が存
在します。
　特別展示では、
「千山万水図」
を高精細で複製
した作品を展示しています。皆さん
には、この絵がどのように見えるで
しょうか。同時代に描かれた「厚木
六勝」などと一緒に眺めていると、
何だか江戸時代後期
にタイムスリップしたよう
な気分を味わえますよ。

江戸時代後期に�
タイムスリップ

山岡 裕子

特別展示は11月8日まで。
詳しくは市HPに掲載 施設案内▲

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

《「講座」は4面に続きます》
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スポーツ協会の教室
■ヨガ教室
　①11月10日、13時30分～②11月
24日、10時30分 ～ ③12月8日、10
時30分～（各回90分、全3回）。南
毛利スポーツセンター。呼吸や姿
勢などヨガの基礎を学ぶ。市内在
住在勤在学の方10人（児童・生徒
を除く）。1500円。
■ランニング教室
　11月23日、10～12時。荻野運動
公園。ソウル五輪マラソン代表の
浅井えり子さんから効率的な走 
り方を学ぶ。市内在住在勤在学の
方30人（ 小・ 中 学 生 を 除 く ）。
1000円。
　いずれも申ハガキ、ファクス、
Eメールに教室名、〒住所、氏名

（ふりがな）、年齢、学年、電話番
号を書き、10月31日（必着）までに
〒243-0039温水西1-27-1スポーツ
協会☎247-7212・薨248-7151・
info@atsugi-sports.comへ。抽選。

白バイ隊員による
二輪車交通安全教室

　11月16日、10～12時。厚木中央
自動車学校。白バイ隊員から二輪
車の安全な乗り方を学ぶ。市内在
住在勤在学で自分のバイクで参加
できる方20人。100円（保険料）。
申11月10日までに厚木警察署☎
223-0110へ。抽選。

お正月のプリザーブド
フラワー教室

　11月28日、9時30分～12時。ぼう
さいの丘公園。枯れない魔法の花

作り。市内在住在勤在学の方30人。
2000円（材料代など）。申ハガキ、
ファクスに〒住所、氏名、年齢、
電話番号を書き、11月8日（必着）ま
でに〒243-0036長谷626-1環境み
どり公社☎225-2778・薨248-9502
へ。抽選。 申2047006

下水道排水設備工事責任
技術者試験・更新講習会

　《試験》2月4日、13時30分～15
時30分。川崎市教育文化会館他《講
習会》1月19・20日、午前・午後
のいずれか希望する日時。サンピ
アンかわさき。
　いずれも6400円。申11月2～16日
に下水道総務課にある申込書（講
習会対象者には郵送）を、11月30日

（消印有効）までに県下水道協会が
指定する場所へ。詳しくは協会HP 
に掲載。問下水道総務課☎225-2367。

子育て
赤ちゃんからできる食物ア
レルギー対策とスキンケア

　11月30日、14～16時。保健福祉セ
ンター。医師による子どもに多い
アレルギー性疾患の講義と看護師
のスキンケア実習。市内在住の2
歳までの子どもと保護者10組。無
料。申10月15日から健康づくり課
☎225-2597へ。先着順。 2011004

絵本の読み聞かせ講座
　11月5日、11～12時。中央図書館。

読書アドバイザーによる、家庭での 
絵本の読み聞かせの楽しみ方とこ
つが分かる講座。市内在住の方20
人。無料。申10月15～29日に中央図 
書館☎223-0033へ。抽選。 2045002

こどもえいがかい
　11月3日、①11時～②14時～（各
回30分）。中央図書館。映画の上映。
①ころわんのおはなし「ころわん
ちょろわん・ころわんところころ」、 
ふるさと再生日本の昔ばなし「和
尚と小僧のかみがない・ふるやの
もり」②ぼくは王さま「ぞうのた
まごのたまごやき」「シルベスター
とまほうのこいし」。3歳以上各回
30人（幼児は保護者同伴）。無料。
申当日直接会場へ。問中央図書館
☎223-0033。先着順。

親子ふれあい遊び
■2歳児
　11月27日。市内在住の2歳児と保
護者15組。 2012033
◆1歳児
　11月30日。市内在住の歩ける1
歳児と保護者15組。 2012032
　いずれも10時30分～（各回50
分）。あつぎ市民交流プラザ。親
子で触れ合い遊びを楽しむ。無料。
申11月■20日◆24日までに子育て
支援センター☎225-2922へ。抽選。

子育て支援員研修
　12～1月。県総合薬事保健センター 

（横浜市）他。子育て支援員に必
要な知識の習得（6コース）。県内
で保育や子育て支援分野に従事ま
たは従事希望の方各コース20～80
人。500～2480円。申10月30日まで
に（株）ポピンズHPへ。問（株）
ポピンズ☎03-3447-5826。

募　集
保健師（会計年度任用職員）
を募集

　《職務内容》健康・医療データ
の分析や保健事業の業務など《勤
務》平日週4日程度。8時30分～17

時15分（休憩60分）《応募要件》
保健師の免許を持つ方《雇用期間》
2021年1月1日～3月31日《報酬》
日額1万4381円（時間外・通勤手
当は別）。有給休暇あり《応募方法》
市HPにある申込書と保健師の免
許証（写し）、自己PR（任意の書
式）を直接または郵送で〒243-
8511国保年金課☎225-2125へ。面
接あり。詳しくは市HPに掲載。

県立総合職業技術校
2021年1・4月入校生を募集

　《実施校》かなテクカレッジ東
部（横浜市）・西部（秦野市）《コー
ス》1月入校生＝セレクトプロダ
クト、庭園管理サービス、住環境
リノベーション、ビル設備管理、
庭園エクステリア施工。4月（若
年者・子育て家庭等優先枠）入校
生＝精密加工エンジニア、ICTエ
ンジニア、造園、室内設計施工な
ど《対象》職業に必要な知識や技
術を習得し、就職する意思がある
方《選考日》11月15日。申ハロー
ワークで手続き後、申込書を直接
または郵送で11月2日（消印有効）
までに各校へ。問県産業人材課☎
045-210-5715。

「女性のための教育・訓練
賞」「夢の扉賞」を募集

　雇用・生活条件の向上のため、
技能訓練や教育を受ける女性に賞
を授与します。
　《応募資格》①自分や家族に経
済的負担を抱える②専門知識や技
術を得るために職業訓練校・大学
課程（大学院を除く）に在籍中ま
たは入学許可を得ている③経済的
援助が必要―の全てを満たす女性

（夢の扉賞は①を除く）。申11月15
日までに国際ソロプチミスト厚
木・西迫☎090-2335-4400へ。

お知らせ
あつぎジャズナイト2020
の中止

　11月中旬に開催を検討していた

会　場 日　程 催し名

あつぎ
アートギャラリー
（�アミューあつぎ�
5階あつぎ市民�
交流プラザ）

11月4～10日 辻が華ちぎり絵伏見久美子教室展

11月11～17日
ふれあい自然探鳥会創立35周年記念ふれ
あい野鳥写真展
第1９回ひまわりの会油絵展

11月1９～24日 県央県北地区高等学校定時制通信制教育
振興会第31回芸術作品展

11月26～2９日 「着物リメイク展Ⅱ」“伊東和子と仲間たち”
ロードギャラリー
（厚木地下道） 10月16日～11月1８日

友好都市写真展
あなたの活動がセーフコミュニティ

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-251011月の

移動図書館

わかあゆ号 問中央図書館☎223-0033

貸し出しは１人10冊まで。
雨天中止。11月

17日
エステスクエア本厚木
勝見公園
緑ケ丘北公園

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

4・18日
たちばな幼稚園前
そりだ公園
妻田東児童館

13：15～13：45
14：15～15：00
15：30～16：00

5・19日
くすのき公園
山際公園
西ノ久保公園

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

6・20日
宮の里公園
下戸田菅原神社
上戸田児童館

10：30～11：30
14：00～14：45
15：15～16：00

10・24日
まつかげ台中公園
大谷公園
鳶尾児童館

13：30～14：00
14：15～15：00
15：30～16：00

11・25日
愛名第二公園
愛甲宮前公園
愛甲児童館

13：30～14：10
14：45～15：15
15：30～16：00

12・26日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

13・27日
子合児童遊園
本厚木スカイハイツ
山際児童館

10：30～11：30
14：00～14：45
15：30～16：00

2日 荻野 16日 愛甲・小野

4日 上依知・妻田 17日 荻野新宿

5日 森の里・戸室 18日 下古沢・温水恩名

6日 古松台 19日 愛甲原・上落合

9日 中戸田 20日 妻田東・七沢

10日 三田・まつかげ台 24日 毛利台・吾妻町

11日 宮の里 25日 下川入・上戸田

12日 飯山中部・及川 26日 山際・緑ケ丘・金田

13日 鳶尾・上荻野 27日 岡田・藤塚

　全て児童館。保護者・子ども同士の交流と子育て相談
の場。6歳までの子どもと保護者。

《時間》10時15分～11時45分。申当日直接会場へ。

子育てサロン移動

問子育て支援センター☎225-2922 2012029
11月

　オイルを使った
マッサージで、赤
ちゃんとの触れ合
い方を学びます。
問子育て支援セン
ター☎225-2922。

《日時》11月①6日②20日
　　　　10時30分～11時30分

《場所》あつぎ市民交流プラザ
《対象》市内在住の生後1～6カ月の赤
ちゃんと保護者10組（既受講者を除く）

《費用》300円（オイル代）

赤ちゃんと楽しくコミュニケーション♪

ベビーマッサージ

申①10月15～30日 ②11月4～13日 に
電話で子育て支援センターへ。抽選。
①2012030②2012031
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あつぎジャズナイト2020は、新型
コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止します。問商業にぎわい
課☎225-2840。

国民年金保険料を納めましょう
　日本に住む20～59歳の方は、国
民年金の加入が義務付けられてい
ます。自営業者・フリーランス・
学生などの「第1号被保険者」は、
自分で保険料を納める必要があり
ます。納め忘れがあると老齢基礎
年金の計算に含まれないだけでな
く、障害基礎年金や遺族基礎年金
が受給できない場合があります。
問日本年金機構ねんきん加入者ダ
イヤル☎0570-003-004。

情報公開制度などの運用状況
　2019年度の運用状況をお知らせ
します。
　《情報公開制度》行政文書の公
開請求は377件。内訳は、全部公
開140件、一部公開153件、非公開
69件（うち文書不存在63件）、取
り下げ15件《個人情報保護制度》
個人情報の開示請求は168件。内
訳は、全部開示131件、一部開示
12件、文書不存在24件、取り下げ
1件。問行政総務課☎225-2287。

高齢者・障がい者住まい
探し相談会

　10月23日・11月20日・12月25日・
1月22日、13時30分～16時。高齢者、
障がい者を対象とした住まい探し
の支援。各日最大5組（1組30分）。
無料。申希望日の前日までに公益
社団法人かながわ住まいまちづく
り協会☎045-664-6896へ。

歯と歯ぐきの健康相談
　10月22・27日、11月9日。9時～11
時30分。保健福祉センター。歯科衛
生士が歯磨きや口の悩みに答え
る。無料。参加者には歯間ブラシな
どをプレゼント。申当日直接会場
へ。問健康づくり課☎225-2201。

一人親家庭などの医療費助成
　父または母が死亡・重度の障が
い・離婚の状態にある家庭などの
方が、病院で受診したときなどに

支払う健康保険適用医療費の自己
負担額を助成します。助成を受ける 
には、医療証交付申請が必要です。
　《対象》市内在住の一人親家庭
などの児童、父、母など。児童は
18歳になる日以後、最初の3月31
日までの方（一定の障がいがある、
または高等学校などに在学してい
る方は20歳未満）。所得制限あり。
助成を受けている方は、10月30日
～11月30日に現況届を提出してく
ださい（児童扶養手当の現況届を
提出している方は不要）。対象者
には事前に通知。問子育て給付課
☎225-2241。

11月は「子供・若者育成
支援強調月間」

　「心のふれあいと夢を育む青少
年　家庭・学校・地域の連携で」を
テーマに、青少年の健全育成に努 
めましょう。問青少年課☎225-2580。

最低賃金の引き上げ
　県内の事業場で働く全ての労働
者と使用者に適用されます。
　《県最低賃金》時間額1012円（1
円引き上げ）《発効日》10月1日。
問神奈川労働局☎045-211-7354。

オレンジリボンとパープル
リボンを知っていますか

　オレンジリボンは児童虐待防
止、パープルリボンは女性への暴
力根絶の象徴です。11月は「児童
虐待防止推進月間」、11月25日は

「女性に対する暴力撤廃国際日」。
児童虐待や女性への暴力の問題に
関心を持ちましょう。問家庭相談
課☎225-2244。

運動不足解消におすすめ
のアプリ「みんチャレ」

　アプリ上でチームを組んで運動
や禁煙などの生活習慣改善に挑戦
するアプリを配信します。市内在
住の方は11月30日までに申し込め
ば有料機能が3カ月無料。詳しく
は市HPに掲載。問エーテンラボ

（株）☎03-5422-8396。

歯科健康診査
　前年度に75歳になった方を対象

問商業にぎわい課☎225-2840

申10月16日から保育課や認可保育所、公民館、本
厚木・愛甲石田駅連絡所、市HPなどにある申込
書に必要書類を添え、11月2～20日（消印有効）
に〒243-8511保育課☎225-2231へ。

元気を取りもどせ！あつぎ飲食店応援電子商品券

プレミアム付き電子商品券 申し込み開始!!
11/1
から

　新型コロナウイルス感染
症の影響による外出自粛で
打撃を受けた飲食店を応援
するため、プレミアム付き電 
子商品券を抽選販売します。

申し込み期間：11月1～15日②登録店舗で
　見せる

決
済
完
了
で
す

①スマホで購入

　2021年4月から市内の認
可保育所などに入所する子
どもを募集します。
　詳しくは、市HPに掲載。

《対象》2021年4月1日に生
後4カ月以上（一部保育所は
生後8週以上）で、保護者が①月64時間かつ週4日
以上の就労②妊娠・出産③疾病・負傷または障が
いがある④同居または長期入院している親族の介
護⑤就学―などの理由で保育が必要な乳幼児

10/20は　世界骨粗しょう症デー
　骨粗しょう症は、骨がもろくなって折 
れやすくなる病気です。加齢による骨
中のカルシウムの減少や、遺伝、生活
習慣なども関わっています。進むまで
自覚症状がないため、定期的に自分の
骨の強さを知り予防につなげましょう。

　　　　　骨粗しょう症検診を受けよう　　　　　
　市内の医療機関で検診を受けられます。

《対象》市内在住で2021年3月までに40・45・50・
55・60・65・70歳になる女性

《費用》1500円　　　　　《期間》2月15日まで
申直接または電話で健康づくり課へ。
　　未病センターで定期的に健康度を知ろう　　
　骨の強さの目安となる骨健康度が測れます。

《時間》平日9～12時、13～16時
《場所》保健福祉センター

問健康づくり課☎225-2201問青少年課☎225-2580

　成人する皆さんの姿を収めた映像を
つなげて、式当日に上映します。ぜひ
応募してください。

《締め切り》10月31日
《対象》2000年4月2日～01年4月1日生ま 
れの市内在住者と出席希望者40人

《映像の内容》今だから伝えたいこと、
今熱中していること、これから挑戦し
たいことなど1人20秒程度。動画の提
出方法など詳しくは市HPに掲載。

に歯科健康診査を実施します（期
間中一度限り）。
　《対象》1944年4月2日～45年4月
1日生まれの被保険者《期間》
2021年1月31日まで《費用》無料。
対象の方には7月下旬に案内状を
送付。問県後期高齢者医療広域連
合☎045-440-6700。

みみ んん ななの で
つくる
声声

ままちち
《意見交換会》
■都市計画マスタープラン改定、
交通マスタープラン策定、コンパ
クト・プラス・ネットワーク推進
計画策定
　①11月13日、19時～。市役所第
二庁舎②11月21日、13時～。荻野
運動公園③11月22日、10時～。ぼ
うさいの丘公園。申電話または
ファクス、Eメールに意見交換会
名、希望日、〒住所、氏名（ふり
がな）、電話番号を書き、11月①
12日②③20日の17時までに都市計
画課☎225-2400・薨222-8792・
4600@city.atsugi.kanagawa.jpへ。
■第10次総合計画第1期基本計画
策定
　①11月8日、10時30分～。荻野運
動公園②11月9日、19時～。南毛利
公民館③11月10日、18時～。相川公
民館④11月14日、15時～。玉川公民
館⑤11月14日、19時～。睦合西公民

《対象》市内在住在勤在学の方
《販売額》5000円分を3000円で販売
《販売数》5万セット（1人2セットまで）
《使用期間》12月1日～1月31日
《使用可能店舗》市内登録店舗

申専用HPから申 
し込み（クレジッ
トカード決済の
み）。抽選結果は
11月20日にメール
通知。

▲詳細は
　こちら

郵送で申し込みを
保育所の入所者を募集

厚木市 新成人の主張 検索

　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接
劇場に問い合わせください。新型コロ
ナウイルス感染症予防のため、座席の
間隔を空けるなどの対策をしています。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

今日から俺は!!劇場版 11月6日まで
グランド・ジャーニー

10月23日までソワレ
マロナの幻想的な物語り
劇場版　おいしい給食 
F
フ ァ イ ナ ル

inal B
バ ト ル

attle 10月18～23日

パヴァロッティ太陽のテ
ノール

10月17～30日
海辺の映画館　
キネマの玉手箱
オフィシャル・シーク
レット
幸せへのまわり道
本気のしるし　劇場版 10月24～30日

成人式で上映！新成人の主張　動画募集

館⑥11月16日、19時30分～。小鮎
公民館⑦11月18日、19時～。市役
所第二庁舎⑧11月21日、9時30分
～。依知北公民館。各回90分。申
電話またはファクス、Eメールに
意見交換会名、参加希望日時、〒住
所、氏名（ふりがな）、電話番号
を書き、各開催日前日（①は6日）
の17時までに企画政策課☎225-
2455 ・ 薨225-3732・ 1100＠city.
atsugi.kanagawa.jpへ。
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洪水・浸水
ハザードマップ

土砂災害
ハザードマップ

防災行政無線
　市内に280基の防災行政無
線で市からの緊急情報を発
信。内容は、以下の方法でも
確認できます。

　災害時は、トップ画面に災害情報を掲載。
市ホームページ

　登録したEメールアドレスに、無
線の内容が自動的に送信されます。

登録はこちら

防災行政無線メールマガジン

　普段はラジオとして使え、緊
急時は無線の内容を優先して放
送。最新の内容を自動録音しま
す。毎年6月頃から有償配布の
申し込みを受け付けています。
　一般のラジオでも、市の緊急情報を放送。
◆ＦＭヨコハマ（84.7MHz）　◆ＦＭカオン（84.2MHz）

防災ラジオ

避難時の持ち物は
防災ポケットブック
に掲載

《 登録方法 》
❶�「LINE」アプリをインストールし、
ユーザー登録

❷�ID「@atsugi_city」で検索または
二次元バーコードで厚木市のアカ
ウントを友だち登録

登録はこちら

「L
ラ イ ン

INE」市公式アカウント

　県が携帯電話事業者
の緊急速報メールで情
報を配信。

洪水・土砂災害警戒情報
プッシュ型配信

　無線の内容を電話で
確認できます。通話料
は有料。

テレホンサービス
☎0180-994422

在宅・分散避難を選択肢に

　市では、皆さんが住む場所
の洪水・浸水、土砂災害の危
険性を事前に確認できるよ
う、ハザードマップを配布し
ています（市HPにも掲載）。

安全な知人宅、ホテルなどが近くにある場合
事前に確認
□�災害が迫ったときすぐに行ける距離にあるか
□�事前に避難する旨の了解を得る
□�避難時に必要な物品を用意する
□�ホテルなどは空室状況を事前に確認する

ある

ない

ハザードマップを確認
洪水・浸水・土砂災害
の危険が

自家用車がある
ペットと避難したい

ない

▶避難の判断は警戒レベルを確認

密集を避けられ、
避難できる場所が

ある

はい いいえ

警戒レベル 避難情報など

5 災害発生
命を守る行動を 災害発生情報

4
洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域に住む方は
全員避難

避難指示（緊急）
避難勧告

3
高齢者・障がい者・乳幼
児連れなど、移動に時間
がかかる方は避難

避難準備・
高齢者等
避難開始

2 避難行動を確認 洪水・
大雨注意報など

1 防災気象情報に注意 早期注意情報など

車中泊避難 避難所

避難時の注意点
□��警戒レベルを確認（右下表
参照）

□�避難所の開設状況を確認
□��豪雨や強風など避難時の天
候に危険性がないか確認

□��避難経路に浸水などの危険
箇所がないか確認

自宅の安全が確認できる場合
主な判断基準
□��洪水・浸水ハザードマップで危険性が高い区域
（濃い桃色・桃色の区域）に入っていない
□��土砂災害ハザードマップで警戒区域（赤・黄・
茶色の区域）に入っていない

□�自宅が２階建て以上
□�自宅が鉄筋構造など強固な造りになっている
※上記の項目などを総合的に見て判断してください。

在宅避難

分散避難

地元の魅力を再発見
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け
る地元を盛り上げるために、８市町村が団
結してスタートした企画「かなかまとな
りっぷ」をリポートしました。
　かなかまとなりっぷは、「神奈川＋仲間
＝かなかま」「隣＋トリップ＝となりっぷ」
からできた造語で、近隣地域にお出掛けし
て魅力を紹介し合おうという企画です。今

回は、あゆコロちゃんと一緒に、清川村と
愛川町のスポットを実際に巡ってきました。
近くに住んでいながら、これまで訪れたこ
とのない場所ばかりで大興奮！県内有数の
広さを誇る湖や、新鮮野菜などがずらりと
並ぶ道の駅、風情ある古民家など、お勧め
したいスポットが盛りだくさんでした。県
職員の方に話を聞くこともでき、県内の感
染症対策の取り組みやお得な旅行キャン
ペーンの情報も知れました。
　まだまだ知らない近場の魅力を、「かな
かまとなりっぷ」
を合言葉に皆で共
有して、地元を盛
り上げていきたい
ですね！感染症対
策も忘れずに。

市民リポーター
堀口 春奈さん

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

愛川町職員と古民家山十邸を訪問

コロナ禍
災害に
備えて

　災害が迫ったときに落ち着いて行動できるよ
う、避難の考え方を改めてお知らせします。
� 問危機管理課☎225-2190

《 視聴方法 》
❶�テレビで「３チャンネル
（テレビ神奈川）を選択
❷�リモコンの「dボタン」
を押す
❸�緑色のボタンを押し、厚木市のページを表示
❹「防災・安全情報」を選び、決定ボタンを押す

tvkデータ放送

◆あさひ囲碁同好会　月5回。13〜17時。厚木南公民
館。囲碁を楽しむ。年会費2000円。問江口☎228-4153。
◆7カ国語で話そう　10月31日、11月2・3・10・
14・15日、12月13日。オンラインでの講演会。市
内在住の方各回10人。無料。申ヒッポファミリー
クラブ☎0120-557-761。先着順。
◆ある日の歌たち　火曜（月3回）、10時30分〜11
時30分。あつぎ市民交流プラザ。ピアノの伴奏で
歌う。市内在住の方6人。1回800円。申前日まで
に貞方☎246-0625へ。先着順。
◆バレエサークルクララ　月・水・金曜、16時30
分〜20時50分。あつぎ市民交流プラザ。クラシッ
クバレエを学ぶ。3歳以上。月会費3300円。問藤
島☎090-6156-８519・ clala.info@gmail.com。

伝言板
サークルの情報などを
紹介。開催状況は、事
前に問い合わせてくだ
さい。

情報
収集

初めに
確認
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あつぎの財政状況2020
　市の財政状況をグラフなどで分かりやすく解説している
資料です。現状やこれまでの推移なども分かります。ぜひ
ご覧ください。

収　入
給料・パート収入（税金、使用料など）
� 253万4757円
貯金を下ろす（繰入金）
� 11万3376円
親からの援助（国・県支出金など）
� 105万7842円
銀行からの借金（市債）
� 29万4025円
合 計� 400万円

支　出
食費（人件費）
� 65万6331円
借金返済（公債費）
� 23万8182円
医療費・保育料（扶助費）
� 95万4367円
家の修理や増改築など
（普通建設・維持補修事業費）
� 53万2439円
光熱水費、日用品、教育費など
（物件費、補助費など）
� 79万8754円
子どもへの仕送り（繰出金）
� 29万3852円
貯金など（その他）
� 52万6075円
合 計 � 400万円

主な使い道
　市の総合計画「あつぎ元気プラン」を着
実に進めるため、次の項目を重点に取り組
みました。
【地方創生の推進】❶待機児童を減らすた
め、民間の放課後児童クラブの施設整備に
係る経費を一部助成❷市内で働く保育士な
どの確保や離職防止のため「あつぎ手当」
を創設し、保育士1人当たり年額6万円を
443人に支給。
【地域包括ケア社会の実現】❶旧荻野埋蔵
文化財展示・収蔵室と旧依知公民館を活用
し、荻野・依知地区に地域包括支援センター
を移転し、障害者相談支援センターを併設
❷家庭ごみの減量・資源化の推進、ごみ出
し負担の軽減を図るため「もえるごみ」の
戸別収集をモデル地区で試行。
【都市基盤整備の推進】❶酒井地区の土地
区画整理事業の推進❷森の里東地区B工区

（2020年度）・C工区（23年度）操業開始に
向けた土地区画整理組合への支援や関連排
水路の整備などの推進。
【安心・安全の推進】❶防災ポケットブック、
地区別防災マップを作成❷中心市街地の浸
水被害を軽減するあさひ公園地下の雨水貯
留施設が完成。
【東京オリンピック・パラリンピック開催
に向けた環境整備の推進】ホストタウン相
手国であるニュージーランドとの留学プロ
グラムやキャンプ誘致などの交流事業。
「中心市街地の魅力や利便性の向上」
❶複合施設等整備基本計画を策定❷本厚木
駅南口地区の市街地再開発事業を推進（20
年度完成予定）❸旭町2丁目自転車等駐車
場の整備。
「その他」❶公共施設予約システム・講座
予約システム等を再構築❷市が管理する公
園にある灯具を全てLED電球に更新。

貯金（基金）
　財政調整基金の他、教育、文化振興、災害対策など
特定目的で積み立てる資金。
225億6606万円（2019年度末基金の合計額）� 10万679円

借金（市債）
　学校や道路など、長期にわたって使用する施設の整
備に必要な市債（長期借入）を発行。
915億6505万円（2019年度末市債の残高）� 40万8519円

豊かな財政状況　活発な企業活動などに支えられ、国から普
通交付税を受けない不交付団体を、57年にわたり続けています。

2019年度

の概要
決算 皆さんのお金、

何に使われている？
一般会計から、税金の使い道を知ろう

特別会計も確認しよう市の財政状況は？ 特別会計は、特定の事業を一般会計と分
けて経理するための会計です。

比率が基準値を超えた場合は、財政の悪
化を表します。

　より良いまちづくりを進めるためには、お金の使い方を
皆さんと共有し、一緒に考える必要があります。今回は
2019年度の決算状況をお知らせします。
� 問財政課☎︎225-2170

歳入
自主財源
（66.2％）

依存財源
（33.8％）

歳入総額 944億134万円（　42万1173円）

市税
485億8434万円
（51.5％）
　21万6760円

市債
69億3910万円
（7.4％）　3万959円

国・県支出金
186億9644万円
（19.8％）　8万3414円

譲与税・
交付金等
62億6899万円
（6.6％）　2万7969円

その他
139億1247万円
（14.7％）　6万2071円 は一人当たりの金額

歳出
消費的経費
（64.9％）

その他
（22.9％）

投資的経費
 （12.2％）

歳出総額 900億1260万円（　40万1593円）

人件費
154億8964万円
（17.2％）
　6万9107円

公債費
56億2117万円
（6.2％）
　2万5079円

物件費
142億2886万円
（15.8％）
　6万3482円

扶助費
225億2339万円
（25％）
　10万488円

繰出金
69億3501万円
（7.7％）　3万941円

普通建設
事業費
110億1658万円
（12.2％）　4万9151円

その他
61億7115万円
（6.9％）　2万7533円

その他
80億2680万円
（9％）　3万5812円

あつぎの財政状況2020 検索

年収400万円世帯の家計に例えると

分かりやすく

自
主
財
源

投
資
的
経
費

消
費
的
経
費

そ
の
他
経
費

依
存
財
源

会 計 名 歳 入 歳 出
公共用地取得事業 14億9584万円 14億9582万円
後期高齢者医療事業 28億4038万円 28億325万円
国民健康保険事業 225億8889万円 224億3402万円
介護保険事業 144億5285万円 139億6831万円
公共下水道事業 55億1802万円 50億7404万円

病院事業
（公営企業会計）

収益的収支 99億9252万円 113億855万円
資本的収支 29億2486万円 11億9089万円

※病院事業会計は公営企業会計で処理しています。（2019年度：純損失13億1756万円）

貯
金
と
借
金

収入では、給料・パート収入が63.4
％、支出では、医療費や保育料など
が全体の23.9％という大きな割合を
占めています。

要点
解説

※黒字（超過）の比率は、▲印で表示。

実質赤字比率
主な行政サービスを行う一般会
計などの赤字の程度

連結実質赤字比率
一般会計、特別会計、病院事業
会計全体の赤字の程度

実質公債費比率
借金返済に対する財政負担の程
度

将来負担比率
市債の現在高や債務負担などが
将来的に財政を圧迫する比率

資金不足比率
病院事業会計と公共下水
道事業特別会計の資金不
足を指標化したもの

★…市の値

病院

下水

★

★

★

★

▲7.37%
（赤字なし）

早期健全化基準

経営健全化基準

★▲11.68%
（赤字なし）

2.6%

38.9%

★▲13.9%
（資金不足なし）

▲11.4%
（資金不足なし）

良い 悪い

11.25％

16.25％

25％

350％

20％

20％

自 主 財 源…�市民税や施設使用料など自主的
に調達するお金

依 存 財 源…国や県などから入るお金
消費的経費…�経費支出の効果がその年度内な

ど短期的に終わるもの
投資的経費…�建物や道路整備など、効果が長

期的に継続するもの

■
■
■
■

用
語
解
説
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児童虐待 月～金曜、９～17時 家庭相談課
☎221-0181

7階
市
役
所
第
２
庁
舎

Ｄ Ｖ
（女性専用） 月～金曜、９～17時 家庭相談課

☎221-0182

女性一般 月～金曜、10～17時
生き方や家庭、職場の悩みなど 女性のための

相談室
☎221-0123女性法律 毎月第3金曜（祝日の場合は第2金曜）、

13～16時 要予約

教 育 月～金曜、９～17時（火曜は20時） 要予約
子どもの教育※電話・Ｅメールでの相談可

青少年教育相談センター
☎221-8080 6階

ボランティア 毎月第3金曜、13～16時 市民協働推進課
☎225-2141 3階

生 活 困 窮
からの自立 月～金曜、９～17時 福祉総務課

☎225-28９5 1階

成年後見 毎月第2・3水曜、13～15時 要予約 司法書士
毎月第3木曜、13～14時 要予約 弁護士

権利擁護支援センター
☎225-2９3９ 4階

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

生活習慣病
予 防

11月10日、９時～11時30分 要予約
11月2・27日、13時15分～15時45分 要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
11月5日、９～12時 要予約
11月16日、13～16時 要予約
臨床心理士による「いのちのサポート相談」 2階

健 康 月～金曜、8時30分～17時15分

子 育 て 毎日、8時30分～17時15分 子育て支援センター
☎225-2９22 8階 あ

つ
ぎ
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

（
ア
ミ
ュ
ー
あ
つ
ぎ
）

就 労 月～土曜、10～17時 要予約
15～3９歳のニートや引きこもりの方の就労

若者サポートステーション
☎2９7-3067 7階

勤労者のための
法律相談（夜間）

毎月第4金曜、17時20分～20時 要予約
労働条件、賃金不払い、解雇、生活のトラブルなど 産業振興課

☎225-2585

6階

5階働く人の
心の悩み 毎月第4水曜、18時～20時50分 要予約

在宅医療 月～金曜、９～17時 厚木医師会在宅相談室
ル　リアン☎240-03９3

歯と口の
健康相談 月～金曜、９～17時 厚木歯科医師会

☎221-8733

地 域 の
困りごと

月～土曜、8時30分～17時15分（土曜は12時ま
で）介護、健康、地域参加、日常生活の悩みなど

各地区の地域包括支援センター
（介護福祉課

☎225-2220に確認）

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、中止に
なる場合があります。事前に問い合わせてください。

高 齢 者
介 護

月～金曜（水曜除く）、９～17時
高齢者の生活・介護全般

介護福祉課
☎225-2220

2階

市
役
所
本
庁
舎

ひとり親
家 庭 等

月～金曜、8時30分～17時
ひとり親家庭などが抱える悩みや自立に
関する相談など

子育て給付課
☎225-2241

税 務 10月1９日、11月2日。13～16時

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

登 記 11月９日、13～16時　※電話での相談

法 律 毎週火曜、毎月第2～4水曜、10～16時
要予約（前週から受け付け）

司 法 書
士 法 律

10月26日、13～16時　※電話での相談
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 10月16・23日、11月13日。13～16時
行 政 10月22日、11月12日。13～16時

外 国 人 毎週木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

不 動 産 11月5日、13～16時
公 証 人 10月16日、11月6日。13～15時
行政書士 11月2日、13～16時
人 権 当面の間、実施を見合わせ
特定開発
事業紛争

毎週金曜、９～16時 要予約
特定開発事業に関する紛争など

都市計画課
☎225-2401

マンション
管 理

毎月第3水曜、13～16時 要予約（7日前まで）
管理組合の運営、長期修繕計画など

住宅課
☎225-2330

精神保健・
認知症相談

月に3回程度実施。要予約 心の病気、アル
コール・薬物などの依存症、認知症 
日時は問い合わせてください。

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

厚木保健
福祉事務所

専 門 的
栄養相談

11月1９日、９時30分～16時 要予約
難病・合併症の方などの食事

療育歯科
相 談

月に2回程度実施。要予約
病気や障がい、発達の遅れなどがある3歳
未満児。日時は問い合わせてください。

エイズ・梅毒の
検査・相談

月に2回程度実施。要予約
相談は匿名で随時。日時は問い合わせてください。

消費生活 月～金曜、９時30分～16時
契約などのトラブルや悪質商法など 消費生活

センター
☎2９4-5800

厚木商工
会議所
（4階）多重債務 毎月第1水曜（祝日の場合は第2水曜）、13～16時 

要予約  

相談

ああ つつ ぎぎ びび とと

　七沢でキャンプ場の経営を始めて４年目にな
ります。小さな土地ですが記憶に残るすてきな
空間づくりにこだわり、手作業で整備しました。
　学生時代、NGOのインターンシップで学ん
だ貧困問題と、同時期に起きた東日本大震災を
きっかけに「幸せとは何か？」を自分なりに考
えました。高価な物や観光地への旅行よりも、
過ごした空間での体験や光景が記憶に残ること
が人生を豊かにすると考え、すてきな空間づく
りを仕事にしたいと思い始めました。卒業後は、
空間づくりを学ぶため飲食店に就職。25歳の時、
縁あって親戚の土地を借りられたので、独立し
てキャンプ場を造ろうと決めました。
　僕自身はキャンプ経験が少ないので、オープ

ン後はお客さんから助言や手伝いをしてもらい
運営しています。小さなキャンプ場のため自然
とお客さん同士も会話が生まれ、いつの間にか
僕含め全員でたき火を囲んだことも。お客さん
と一緒に楽しい空間がつくれ、とてもうれし
かった瞬間でした。
　コロナの影響で、結婚パーティなど人生の節
目を屋外で過ごした
いという依頼も増え
ています。今後も皆
さんと一緒に、思い
出に残るすてきな空
間をつくっていきた
いです。 お客さんとの会話も楽しむ

無
料 ２４時間年中無休 ◎�発信者番号は通知設定でおかけください

あつぎ健康相談ダイヤル２４ 0120-31-4156
医療機関を受診する前に電話で相談を
相談（健康・医療・介護・育児）・医療機関情報

さわやか1番 よ　　い　 ここ　 ろ

素敵な空間を提供したい
キャンプ場オーナー

中村 達哉さん（29・七沢）

６・７月にはキャンプサイトからホタルが見られるのも
魅力の一つと話す中村さん


