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座間市議会議長

荻原　健司
明けましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと、

市議会を代表し心よりお慶び申し上げます。
また、日頃より市議会の活動に対しまして、温かいご理解、ご協

力を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症、ロシアのウクライナ侵攻に

加えて円安などによる物価の高騰、北朝鮮による度重なるミサイル
の飛来など、経験したことの無い不安なニュースが飛び交う一年で
ありましたが、座間市においては三年ぶりに、大凧まつり、ひまわ
りまつり、ふるさとまつりの開催を実現するなど、手探りの中、コ
ロナ禍前の活気ある座間市の姿を少しずつ取り戻しはじめた、希望
のある一年でもありました。
市議会においてはタブレット端末を導入し、資料のペーパーレス

化や、オンラインを有効活用した新しい議会運営を進めているとこ
ろです。コロナ禍以降、私達の生活は目まぐるしく変化しておりま
すが、前例にとらわれることなく、多様化する社会に柔軟に対応で
きる市議会でありたいと思います。
どうぞこれからも、変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げま

すとともに、この一年が市民の皆様にとって幸多き年となりますよ
う、心よりご祈念申し上げます。

新年を迎えて新年を迎えて

座間市長

佐藤　弥斗
明けましておめでとうございます。
こうして、市民の皆様とともに令和5年の新春を迎えられました

こと、大変嬉しく存じます。また、日頃より、市政に対するご理解
とご協力に深く感謝申し上げます。
昨年は、長引くコロナ禍や急激な原油価格・物価高騰対策として、

プレミアム付商品券事業、半年間の水道料金20パーセント減免など
を行い、市民の皆様に寄り添った支援に努めました。また産業振興
や地域経済の活性化に繋がるふるさと納税返礼品事業や、多様性社
会実現に向けたパートナーシップ宣誓制度を開始し、DX化の推進
や官民連携にも力を注ぎ、市民サービスの向上や拡充に努めました。
市民の皆様方のご理解・ご協力の賜物と、心から感謝申し上げます。
本年は市民の皆様と策定作業を進めてきました第五次座間市総合

計画「ざま未来プラン」がスタートします。目指すまちの姿「ひと・
まちが輝き　未来へつなぐ」に向け、共創によるシティプロモーシ
ョン実現のための関係団体との協議会の設立、ゼロカーボンシティ
推進、小児医療費助成の所得制限撤廃などに取り組んでまいります。
引き続き「日本一、元気で楽しいまち・座間」と市民の皆様が誇り

を持てるように、皆様と共創で市政運営を進めてまいりますので、
本年も変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げますとともに、こ
の一年が幸多き年になりますことを心より祈念申し上げます。

ざまりんが餅をつく
動画はこちら▶︎

座間市マスコットキャラクター
「ざまりん」
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2023年となりました。
今年も市政への
ご理解とご協力を

よろしくお願いします。1
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希望者へ「広報ざま」の戸別配布を実施中
※新聞を購読されている方には、新聞に折り込まれます。
※PDF版・音声版を市ホームページで公開しています。 届かない場合　㈱神奈川新聞総合サービス　 ®0120（111）429（無料）

新規の
お申し込み

市LINE公式アカウントから申請または電話で担当へ
申込専用電話　☎046（252）8684（市政戦略課）

座間市データ（令和4年12月1日現在）
人　口　132,149人	 前月（11月）比	1人減
世帯数　61,471世帯	 前月（11月）比	16世帯増

1月1日号の戸別配布は、1月1日以前にお届けする場合があります。



育児相談
日時 ①1月13日㈮②20日㈮9：30
～10：30　 場所 ①東地区文化セ
ンター②市民健康センター　 内容

身体測定と食事・発育・育児の相談
持物母子健康手帳、バスタオル　
申込前日までに電話で担当へ
4カ月児健康診査
日時 1月24日㈫　 場所市民健康セ
ンター　 対象令和4年9月生まれ　
備考 受付時間・持ち物は対象者に
個別通知
8～10カ月児健康診査
指定医療機関を定め、無料で健

康診査を実施しています。対象者
には個別通知をしますので、あら
かじめ医療機関に電話連絡の上、
母子健康手帳を持参し、受診して
ください。
1歳6カ月児健康診査
◆内科
日時対象者に個別通知　 場所指定
医療機関　 対象 令和3年6月生ま
れ
◆歯科

日時 1月11日㈬・18日㈬　 場所 市
民健康センター　 対象 令和3年5
月生まれ　 備考 受付時間・持ち物
は対象者に個別通知
2歳児歯科健康診査
日時 1月25日㈬　 場所市民健康セ
ンター　 対象令和2年12月生まれ　
備考 受付時間・持ち物は対象者に
個別通知
3歳6カ月児健康診査
日時 1月17日㈫　 場所市民健康セ
ンター　 対象 令和元年7月生まれ　
備考 受付時間・持ち物は対象者に
個別通知

座間市24時間健康電話相談

Ⓡ0120（867）860
FAX 03（3562）8435

フ ァ ミ リ ー・ケ ア・ネ ッ ト ワ
ーク（https：//fami lycare .
sociohealth.co.jp/）から「WEB
健康相談」を利用できます。6桁
の番号には「867860」と入力し
てください。
担当医療課　☎046（252）7295
　　　　　 FAX 046（252）7043

担当 健康づくり課　☎046（252）7225　 FAX 046（255）3550

みんなの健康 ＊�救急診療の案内は
　7面に掲載しています

健康・福祉 ざまホットライン　 ざまホットライン　 Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

かんたん料理で健康づくり
日時 2月1日㈬14：00～15：00
場所市民健康センター
内容生活習慣病予防のための講話と簡単にできる料理の紹介（試食付き）
定員 12人（申込順）
費用 100円
持物筆記用具
申込 1月31日㈫までに電話で担当へ
担当健康づくり課　☎046（252）7225　 FAX 046（255）3550

お済みですか？狂犬病予防注射
飼い主は法律により、毎年1回飼い犬に狂

犬病予防注射を受けさせ、市に登録すること
が、義務付けられています。
まだ今年度の注射済票の交付を受けていな

い方は、かかりつけの動物病院で狂犬病予防
注射を受け、注射済証と注射済票交付手数料
（550円）を持参の上、市役所2階健康づくり
課で手続きをしてください。
なお、LINEPayをお使いの方は、市LINE公式アカウントから手続きでき

ます。
担当健康づくり課　☎046（252）8236　 FAX 046（255）3550

市役所ふれあい広場で献血を実施
新型コロナウイルス感染症の影響により、献血協力者の深刻な減少が続

いています。ぜひ献血にご協力ください。
来場時は、体温測定や手指消毒など感染症対策にご協力をお願いします。
また、骨髄ドナー登録者の確保のため、献血と同時開催で献血併行型骨

髄ドナー登録会も開催します。
日時 1月20日㈮9：30～11：30、13：00～16：00
場所市役所ふれあい広場
担当健康づくり課　☎046（252）7995　 FAX 046（255）3550

障害者控除対象者認定
要介護・要支援認定を受けている65歳以上の方は、要介護認定審査の資

料などに記載されている内容が一定の基準を満たしていると、障害者・療育
手帳の交付を受けていなくても、所得税、市・県民税の「障害者控除」の対
象となる場合があります（認定を受けていない方でも、医師の判断により
対象となる場合あり）。
障害者控除対象者の認定審査を受けるには、申請が必要です（対象とな

らない場合あり）。「障者害控除対象者認定書」は、本人へ郵送します。詳
しくは、担当へお問い合わせください。
申請方法 �市役所1階介護保険課で配布する申請書（市ホームページからダ

ウンロード可）に必要事項を記入し、直接担当へ
担当介護保険課　☎046（252）7538　 FAX 046（252）8238

看護師等奨学生募集
保健師、助産師、看護師および准看護師の業務（以下「看護職」）に従事

する人材を育成するために、座間市看護師等奨学金貸付制度を実施してい
ます。養成施設を卒業後、看護職を市内の医療機関で相当期間続けると、
奨学金償還が免除になります。
募集人数 2人程度
貸付条件 ⃝保健師助産師看護師法の規定による養成施設に在学している
　　　　⃝市内に在住し、市の住民基本台帳に記録されている
　　　　⃝卒業後、市内で看護職に従事する意思がある
貸付額授業料相当額（上限月額3万円）
貸付期間 申請月～養成施設卒業
選考方法 書類審査、面接（2月中旬予定）
必要書類 �申請書、住民票の写し（未成年の場合は本人と法定代理人のもの）、

連帯保証人（2人分）の住民票の写しおよび所得証明書（直近1年
度分）、入学証明書または在学証明書、授業料の額を証明する書
類、履歴書（写真貼付）

申込 �1月31日㈫までに必要書類を〒252-8566座間市役所医療課宛てに書
留で郵送（必着）または直接担当へ

※申し込みの際に提出した書類は返却できません。
担当医療課　☎046（252）7295　 FAX 046（252）7043

医療費通知の発送
①国民健康保険または②後期高齢者医療制度に加入している方へ、毎年

医療費通知を発送しています。今年度の本通知の発送予定は次の通りです。
医療費通知は加入者が利用した健康保険の記録を確認できるものなので、
大切に保管しましょう。また、本通知は令和4年分の確定申告に使うこと
ができます。

担当①について　国保年金課
　　☎046（252）7672　 FAX 046（252）7043
　　②について　医療課
　　☎046（252）7213　 FAX 046（252）7043

注射済票

加入している保険 発送予定 対象（受診月）

国民健康保険
1月 令和4年1月～10月分
3月 令和4年11月～12月分

後期高齢者医療制度
2月 令和4年1月～11月分
3月 令和4年12月分

2 広 報 

日時日時　 場所場所・会場　 内容内容　 講師講師　 対象対象（記載なしの場合はどなたでも）　 定員定員　 費用費用（記載なしの場合は無料）　 持物持ち物　
受付受付時間　 入場入場　 備考備考　 申込申込方法　 参加参加方法　 問合問い合わせ先　 担当担当　 FAXファクス　 HP ホームページ　 電子メール
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令和4年度最終  第3期乳がん・子宮がん集団検診
第3期の乳がん・子宮がん集団検診の申し込みを1月5日㈭から受け付け

ます。検診内容・対象者・受診料などは下表をご覧ください。また、「がん検
診無料クーポン券」が届いた方は、検診当日に持参してください。
日時 �2月1日㈬・2日㈭・7日㈫・17日㈮・20日㈪9：10〜9：25、10：30〜�

10：45、13：00〜13：15、14：00〜14：15
場所市民健康センター
申込 1月5日㈭〜13日㈮に電話で担当へ
受診不可 �▼乳がん集団検診=授乳中および断乳後6カ月未満の方、今年度す

でに乳がん施設検診を受診した方▼子宮がん集団検診=妊娠中~
産後2カ月未満の方、今年度すでに子宮がん施設検診を受診した方

高齢者用肺炎球菌の予防接種は、義務ではありません。本人が希望する
場合に限ります。接種の必要性や副反応などをよく理解した上で受けてく
ださい。詳しくは医師や担当へご相談ください。
※�定期接種（対象年齢の方の接種）は継続します。令和4年度定期接種対
象者は下表をご確認ください。未接種の場合、次の定期接種の対象は5
年後の予定です。

※1回でも接種した方は同制度対象外です。
接種場所 �市指定医療機関（指定医療機関外での接種は全額自己負担となり

ますが、市が認める特別な事情がある方は助成があります。接種
前に担当へご確認ください）

対象 �市に住民登録がある方で65歳以上の方または60〜64歳で心臓・腎臓・
呼吸器機能の身体障害者１級に該当する方

費用 �自己負担金3,000円（①世帯全体が市民税非課税の方は1,500円、②
生活保護受給の方は無料）

※�①②に該当する方は、接種前に「負担金特例受診証」の交付申請が必要
です。交付に2週間程度かかります。接種後の払い戻しはできません。

接種時持物 健康保険証

令和5年3月31日終了　高齢者肺炎球菌ワクチン
市独自の任意接種（定期接種以外の方の接種）

令和４年度
定期接種対象者 生年月日

65歳になる方 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ
70歳になる方 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ
75歳になる方 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日生まれ
80歳になる方 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ
85歳になる方 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日生まれ
90歳になる方 昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日生まれ
95歳になる方 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日生まれ
100歳以上の方 大正11年4月1日以前生まれ

担当健康づくり課　☎046（252）7225　 FAX 046（255）3550

乳がん集団検診
（４0歳代）

乳がん集団検診
（50歳以上） 子宮がん集団検診

検査内容 問診、X線撮影（2方向）問診、X線撮影（1方向）問診、細胞診（けい部）
対象者

（令和4年
4月1日時点）

40〜48歳の
偶数年齢の女性

50歳以上の
偶数年齢の女性 20歳以上の女性

受診料 2,500円 2,000円 800円
受診間隔 2年に1回 2年に1回 毎年

令和4年度定期接種対象者

検診内容・対象者・受診料など

担当健康づくり課　☎046（252）7225　 FAX 046（255）3550

お知らせ ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

令和5年座間市成人式実行委員会では、市内で新成人を迎える1,201人を
祝い令和5年座間市成人式を開催します。
式典は、新型コロナウイルス感染症対策として、中学校区別に午前・午後

の2部制で実施します。また、式典・式典後にアトラクションを予定してい

成人式

同大会に出場するチームを募集します。出場を希望する場合は、次の通
り申し込みの上、2月14日㈫19：00からハーモニーホール座間で開催する
「監督者会議」に参加してください。詳しくは、開催要項（市ホームページ
から閲覧可）をご覧ください。
日時 3月5日㈰9：00から（受け付けは7：30〜8：00（雨天決行））
場所市役所周辺
部門 �①エキスパートの部②一般の部（中学生を除く15歳以上）③中学生男

子の部④中学生女子の部
区間と距離 �①4,310メートル×3区間（1区間18分以内目安）②③④2,990

メートル×3区間（1区間14分以内目安）
費用 3,000円
申込 �1月31日㈫17：00までに市ホームページから電子申請（参加費は2月7

日㈫までに振り込み）
担当スポーツ課　☎046（252）8177　 FAX 046（255）3550

「第五次座間市総合計画」の策定に併せ、「豊かな心を育むひまわりプラ
ン（改訂案）」を作成しましたので、内容をお知らせするとともに、皆さん
からのご意見を募集します。頂いたご意見に対する市の考えは、市ホーム
ページなどで公表します。
意見を提出できる方 �市内在住・在勤・在学者、市内に事業所などを有する法人

またはその他団体、公募事案に利害関係を有する方
募集期間 1月12日㈭〜2月10日㈮
閲覧 �市ホームページまたは市役所5階教育指導課・1階市民情報コーナー、各

出張所（北出張所を除く）、青少年センター、市公民館、北・東地区文
化センター、図書館、各コミュニティセンター（相模が丘コミュニテ
ィセンターを除く）

意見の提出方法 �市LINE公式アカウント・市ホームページから電子申請、住
所、氏名（法人などは名称と代表者氏名）、電話番号を明記
し、任意の様式で〒252-8566座間市役所教育指導課宛て
に郵送（必着）、ファクスまたは直接担当へ

※�市内在勤者は事業所名と所在地、市内在学者は学校名と所在地、法人な
どは所在地を加えてご記入ください。

担当教育指導課　☎046（252）8732　 FAX 046（252）4311

第57回座間市駅伝競走大会出場チーム募集

▼国民健康保険税（第8期）▼介護保険料（第8期）▼後期高齢者医療保
険料（第7期）
※�市指定の金融機関など、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエン
スストア、LINE�Pay、PayPayで納めてください。その他使用料など
のご納付もお忘れなく（感染症拡大防止のため、金融機関窓口などで
の納付を避け、ペイジーやLINE�Pay、PayPayをご利用ください）。

※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※�納期限を過ぎると、督促状を発送します。また、延滞金を納めていた
だく場合があります。

※�毎月第2・第4土曜日8：30〜12：00に、市役所で市税、国民健康保険税
の納付窓口を開設しています。詳しくは収納課　☎046（252）8021　
FAX 046（255）3550へ（国民健康保険税については国保年金課　☎
046（252）8383　 FAX 046（252）7043へ）。

1月に納めていただくのは

市民の皆さんからのご意見を〜パブリックコメント情報〜

豊かな心を育むひまわりプラン（改訂案）にご意見を

ます。詳しくは市ホームページをご覧くださ
い。
令和4年11月に送付した案内はがきに記載

されている2次元コードから事前登録をお願
いします。
※�当日、会場に掲示されている2次元コード
（市LINE公式アカウント）から、受け付けと
プログラムの配信を行います。出席者（事
前登録済の方、案内はがきがない方も含む）
はコードの読み取りができるスマートフォ
ンなどを持参してください。

※�案内はがきがない方は、生年月日の分かるもの（健康保険証など）を持
参してください。

※�LINEが利用できない方は、案内はがきまたは生年月日の分かるものを持
参し総合受付へ。

日時 1月9日㈪①一部=11：00から（10：00受付開始）②二部=15：00から
（14：00受付開始）
場所ハーモニーホール座間大ホール
対象学区 �①座間中学校・西中学校・栗原中学校区②東中学校・相模中学校・南

中学校区
※都合などにより、対象学校区以外の部に出席することができます。
※車での来場はご遠慮ください。
担当青少年課　☎046（253）8415　 FAX 046（259）2163

3広 報 

座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）　
●開庁時間　月曜〜金曜日（祝・休日と年末年始を除く）8：30〜17：15（第2・第4土曜日の午前中は一部業務を実施）
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❶消費生活（訪問販売・多重債務など）　
日時 �毎週月曜〜金曜日９：30〜12：00、13：00〜1６：00
場所市役所1階広聴人権課内消費生活センター　
　　☎046（252）8490（電話相談も可）
❷弁護士
日時 10日・17日・24日（毎月第2・第3・第4火曜日）1８：00〜20：30
　　11日・1８日・25日（毎月第2・第3・第4水曜日）13：30〜1６：30
❸行政書士（遺言書等作成）
日時 12日（毎月第2木曜日）13：30〜1６：30
❹分譲マンション（近隣・管理組合）
日時 13日（毎月第2金曜日）１３：３０〜１６：３０（１2日まで受け付け）
❺交通事故
日時 17日（毎月第3火曜日）１３：３０〜１６：００
❻行政（国に対する要望）
日時 1９日（毎月第3木曜日）９：３０〜１１：３０
❼司法書士（登記・少額訴訟）
日時 20日（4・６・12月を除く第3金曜日）13：30〜1６：30
❽不動産（取引・契約）
日時 2６日（毎月第4木曜日）13：30〜1６：30
❾市民一般
日時毎週月曜〜金曜日８：30〜12：00、13：00〜17：15

❷〜❽予約制（電話可） 場所市役所1階広聴人権課内相談室
※�4日８：30から今月分を受け付け、いずれも定員になり次第、
締め切ります。なお、弁護士相談は1年度1人1回のみ（25分
以内）、分譲マンション相談は1時間以内、その他の相談は�
1人1回につき30分以内とさせていただきます。相談される要
点をよく整理してお越しください。

担当❶〜❾広聴人権課　☎046（252）8218　 FAX 046（252）0220
❿人権擁護委員（差別問題など）、⓫女性（DVなど）
日時 �❿10日（毎月第2火曜日）13：30〜1６：00（電話相談のみ、

事前予約制）☎046（252）8087　 FAX 046（252）0220
　　⓫毎週月曜〜金曜日９：00〜12：00、13：00〜17：15
場所 �⓫市役所1階広聴人権課
担当広聴人権課　☎046（252）8483　 FAX 046（252）0220
⓬駐留軍離職者
日時 1９日（毎月第3木曜日）10：00〜15：00
場所ふれあい会館2階会議室
担当商工観光課　☎046（252）7604　 FAX 046（255）3550
⓭認知症
日時毎週月曜日９：00〜12：00、13：00〜17：00（電話のみ）
担当介護保険課　☎046（252）7084　 FAX 046（252）8238
⓮弁護士（成年後見制度）・⓯社会福祉士
日時 �⓮11日⓯1８日13：30〜15：30（予約制（電話可）。⓮は4日ま

で⓯は11日まで受け付け）※予約は座間市成年後見利用促
進センター☎04６（25９）7451　 FAX 04６（2６６）2017へ。　

場所サニープレイス座間2階会議室
担当福祉長寿課　☎046（252）7127　 FAX 046（255）3550
⓰障がい者就労支援
日時 �毎週月曜・火曜・木曜日10：00〜12：00、13：00〜15：00（予約

制（電話可））　ぽむ出張相談　毎月第3木曜日９：00、10：30
（各1人で予約制（電話可））

場所市役所1階障がい福祉課
担当障がい福祉課　☎046（252）7132　 FAX 046（252）7043

⓱自立サポート
日時毎週月曜〜金曜日９：00〜1６：00　
場所市役所1階生活援護課
担当生活援護課　☎046（252）8566　 FAX 046（252）7043
⓲児童（子育て）
日時毎週月曜〜金曜日８：30〜17：15（電話可）
場所市役所2階子ども政策課
担当子ども政策課　☎046（252）8026　 FAX 046（255）5080
⓳ひとり親家庭
日時 �毎週月曜〜金曜日10：15〜11：30、13：00〜1６：45（予約制
（電話可））

場所市役所2階子ども育成課
担当子ども育成課　☎046（252）7201　 FAX 046（255）5080
⓴青少年（一般）、 ２１青少年（臨床心理士）
日時⓴毎週月曜〜金曜日９：00〜1６：00
　　 ２１毎週木曜・金曜日９：30〜1６：30
場所青少年センター1階青少年相談室
担当青少年相談室　☎046（256）0907　 FAX 046（259）2163
２２教育、 ２3子どもいじめホットライン
日時 ２２毎週月曜〜金曜日10：00〜1６：00
　　 ２3毎週月曜〜金曜日８：30〜17：00（電話のみ）
場所 ２２市役所5階教育研究所
担当教育研究所　☎046（259）2164　 FAX 046（252）4311
２4就学（障がい児対象）
日時 �毎週月曜〜金曜日９：00〜12：00、13：00〜1６：00（予約制（電

話可））
場所市役所5階教育指導課
担当教育指導課　☎046（252）8732　 FAX 046（252）4311

1月の相談日
（祝・休日を除く）

※相談はいずれも無料です。

令和4年度上半期（令和4年4月1日〜9月30日）の市の財政状況を公表します。� 担当財政課　☎046（252）8404　 FAX 046（255）3550
一般会計は、地方公共団体の行政運営のための基本的な経費を計上した会計です。
令和4年9月30日時点の予算現額は、グラフ1、グラフ2の通りです。
また、令和4年9月30日時点の市の財産は表1、市の負債は表2の通りです。

特別会計は、特定の事業を実施するために、特定の収入と支出を一般会
計と区分して経理する会計です。
企業会計は、地方公営企業法の適用を受ける公営企業の会計です。
それぞれの歳入（収入）・歳出（支出）の状況は、表3、表4の通りです。

※�表4「公営企業会計の収入・支出の状況」については、経営総務課（☎046
（252）7513　 FAX 046（257）4155）へお問い合わせください。

令和4年度上半期の財政状況

区　　　分 予算現額
　　　（千円）

執行済額
　　　（千円）

執行率
　　　（%）

水道事業会計

収益的収入 2,1８８,5９６ 1,054,６23 4８.2
収益的支出 2,127,432 ８50,147 40.0
資本的収入 51９,６９7 100,000 1９.2
資本的支出 1,1９7,８5８ 127,4９0 10.６

公共下水道
事業会計

収益的収入 2,９６7,0６1 1,432,425 4８.3
収益的支出 2,６51,９15 1,10６,６35 41.7
資本的収入 351,012 3６,30６ 10.3
資本的支出 1,54８,3８８ ６75,８05 43.６

表4　公営企業会計の収入・支出の状況（令和4年9月30日時点）

グラフ1 グラフ2

区　　分 令和3年度決算 令和4年9月30日時点 増減額など
土　　地 ９８2,９９８㎡ ９８2,002㎡ ▲９９６㎡
建　　物 255,0６９㎡ 255,0６3㎡ ▲６㎡
基　　金 5８億９,2９3万円 43億42６万円 ▲15億８,８６7万円

有価証券など 2億６,145万円 2億６,0８2万円 ▲６3万円

表1　市の財産
市の財産と負債

区　　分 令和3年度決算 令和4年9月30日時点 増減額
市　　債 27９億1,204万円 2６5億９,474万円 ▲13億1,730万円

土地開発公社
の借入金 3億7,９77万円 4億2,074万円 4,0９7万円

表2　市の負債

市　　税

国　　庫
支 出 金
地　　方
交 付 税

そ の 他

繰 入 金

市　　債

県支出金

地　　方
消 費 税
交 付 金

33億817万円
23億2,579万1千円（70.3％）　
33億270万9千円
7億5,341万1千円（22.8％）
28億5,160万2千円
22億4,851万円（78.9％）

27億9,124万4千円
15億4,695万2千円（55.4％）
10億9,547万7千円
0円（0.0％）
33億9,522万9千円
33億9,802万円（100.1％）

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
（億円）

192億3,023万3千円
114億4,345万円（59.5％）

予算現額
収入済額（収入率）

38億834万円（27.2％）
139億8,911万3千円

民生費

衛生費

消防費

その他

土木費

教育費

総務費

公債費

44億1,235万4千円
17億121万円（38.6％）

31億6,096万2千円
10億6,716万7千円（33.8％）

27億7,894万1千円
13億6,733万6千円（49.2％）
18億6,437万4千円
7億5,729万8千円（40.6％）

10億2,674万4千円
3億4,014万2千円（33.1％）

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
（億円）

242億6,267万1千円
105億5,580万9千円（43.5％）

予算現額
支出済額（執行率）

20億4,314万9千円（31.0％）
65億8,362万4千円

58億7,410万7千円
22億5,664万円（38.4％）

一般会計

特別・企業会計

歳入の状況 歳出の状況
予算現額 予算現額
収入済額（収入率） 支出済額（執行率）

499億6,377万7千円 499億6,377万7千円
255億2,447万4千円（51.1%） 200億8,875万1千円（40.2%）

用語解説

市税 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
国庫支出金 国から交付される補助金や負担金など
地方交付税 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
県支出金 県から交付される補助金や負担金など
繰入金 積み立てられた基金などから引き出したお金
地方消費税
交付金

県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および
従業者数で案分して、各市町村に交付されるお金

市債 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金
その他 使用料、手数料など

歳入

民生費 高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
衛生費 ごみ処理や市民の健康維持・増進などに必要な事業のための経費
総務費 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
教育費 小・中学校での教育、生涯学習などの経費
土木費 道路、河川、公園などの整備のための経費
公債費 市の借金の元金と利子を支払うための経費
消防費 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
その他 農業、商・工業の振興、議会運営などの経費

歳出

区　　　分 予算現額
　　（千円）

収入済額
　　（千円）

収入率
　　　（%）

支出済額
　　（千円）

執行率
　　　（%）

国民健康保険事業
特別会計 12,7９4,01６ 5,3９5,015 42.2 5,1９5,57８ 40.６

介護保険事業
特別会計 ９,８54,320 4,８９7,９11 4９.7 3,９11,９11 3９.7

後期高齢者医療
保険事業特別会計 1,7９６,６30 74８,0９3 41.６ ６45,32９ 35.９

表3　特別会計の歳入・歳出の状況（令和4年9月30日時点）

4 広 報 
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令和4年分の確定申告・納付期限は、所得税および復興特別所得税（以下、
「所得税等」）、贈与税は3月15日㈬、個人事業者の消費税および地方消費
税（以下、「消費税等」）は3月31日㈮です。また、令和4年分の市・県民税
の申告期限は、3月15日㈬です。所得税等の確定申告をしない場合、この
申告が必要となる場合もあるので、ご確認ください。
※�申告義務のない方が行う所得税等の還付申告（年末調整済みの給与所得
のみの方で、医療費控除や寄附金控除により還付を受ける方などが該当）
は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出する
ことができます。

所得税等の確定申告作成・相談会

所得税等の確定申告の作成・相談会を、大和税務署とイオンモール座間で
開催します。
①確定申告書作成会場
日時 �2月1日㈬〜3月15日㈬（土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、2月19

日㈰・26日㈰は開場）9：00〜17：00（受け付けは8：30〜16：00（提
出は17：00まで））

場所大和税務署
入場整理券 �国税庁LINE公式アカウントから事前に入手でき

る他、当日会場で配布（混雑状況により早めに
締め切る場合があります）

※相続税の相談は受け付けていません。
※車での来場はご遠慮ください（公道での駐車場待ち不可）。
②税理士会無料相談
日時 2月8日㈬・9日㈭10：00〜15：30（12：00〜13：00を除く）
場所イオンモール座間3階イオンホール
内容 �小規模納税者の所得税等および消費税等、年金受給者および給与所得

者の所得税等の申告書を作成し提出
※�土地、建物、株式などの譲渡所得がある場合や住宅借入金等特別控除を
初めて受ける場合などの複雑な内容の相談および贈与税申告の方はご遠
慮ください。

申込 �1月6日㈮以降に申し込みサイト（https：//coubic.com/
tochi116/booking_pages）から申し込み（次の2次元コ
ードからアクセス可）

問合大和税務署☎︎046（262）9411
③確定申告相談会
日時 �2月16日㈭〜3月15日㈬（土曜・日曜日、祝日を除く）10：15〜17：45
（12：15〜13：15を除く。受け付けは17：30まで）金曜日は10：15〜
19：30（受け付けは19：15まで）※最終日は17：00受付終了。

場所イオンモール座間3階イオンホール
対象範囲

【対象所得（令和4年中）】給与所得および雑所得（公的年金のみ）
【対象控除など（令和4年中）】社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控
除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控
除、障害者控除、配偶者（特別）控除、扶養控除、医療費控除
※�対象範囲外の年分、所得、控除、作成済みの確定申告書の仮収受などは
当申告会場では受けられませんので、大和税務署に郵送または直接ご提
出ください。

申込 �2月7日㈫10：00〜3月15日㈬16：00（土曜・日曜日、祝日を除く）に
問い合わせ先へ電話または2月1日㈬10：00〜3月14日㈫16：00に市
LINE公式アカウントから予約

問合予約専用ダイヤル☎︎046（252）8830
※�予約なしの当日整理券もありますが、混雑状況に応じて早めに締め切る
場合があります。

④スマートフォンによる確定申告書作成のサポート
日時 �2月16日㈭〜3月15日㈬（土曜・日曜日、祝日を除く）10：15〜�

17：45（12：15〜13：15を除く。受け付けは17：30まで）金曜日は
10：15〜19：30（受け付けは19：15まで）※最終日は17：00受付終
了。

場所イオンモール座間3階イオンホール
対象範囲 国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。
�申込 2月1日㈬10：00〜3月14日㈫16：00に市LINE公式アカウントから予約
持物 �スマートフォン（マイナンバー読取対応機種）、マイナンバーカード
（全ての暗証番号も必要）、収入や控除に関する書類（還付申告をする
方は申告する方名義の預貯金口座番号が分かるもの）、利用者識別番号
が分かるもの（前年の申告書の控えなど）、計算器具

その他 �同相談会は、ご自身のスマートフォンで確定申告書を作成するため
の手助けを行うものです。事前に「マイナポータル」アプリとiPhone
の方は「Safari」、Androidの方は「Chrome」のインストールが必
要です。

確定申告期間のご案内

国税庁LINE
公式アカウント

・・・・・・・・・ 共通事項 ・・・・・・・・・
持物（①〜③共通） �前年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類

（還付申告をする方は申告する方名義の預貯金口座番号が分
かるもの）、筆記用具、計算器具およびマイナンバーに係る
本人確認書類（マイナンバーカードまたは通知カードなどの
番号確認書類および運転免許証などの身元確認書類）

市・県民税申告のご案内

毎年1月1日に市内に在住する方は、前年中の収入状況などを市に申告す
る必要があります。この申告は、市・県民税の賦課の他、多くの公的な手続
き（国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当など
の各種手当の算定、課税（非課税）証明書の発行）の基礎資料となります
ので期限内の提出をお願いします。
提出期間 2月1日㈬〜3月15日㈬（土曜・日曜日、祝日を除く）8：30〜17：15
提出方法 �市役所2階市民税課、各出張所で配布する市・県民税申告書（市

ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入し〒252-
8566座間市役所市民税課宛てに郵送または直接担当へ

持物 �本人確認書類（マイナンバーカードまたは通知カードなどの番号確認
書類および運転免許証などの身元確認書類。郵送提出の場合は写しを
同封）、収入や控除が分かるもの（源泉徴収票、控除証明書、障害者手
帳など）

※特別な事情がない限りは、郵送での提出をお願いします。
申告が必要な方の例
⃝�市・県民税の申告書が届いた方（前年の状況から必要と思われる方に1月
下旬に送付します）

⃝�前年中の収入がなかった方（雇用保険、遺族年金、障害者年金、傷病者
年金のみの方は課税対象の収入にならないため申告が必要です）

⃝前年中、市外に住所がある家族に扶養されていた方
⃝前年分の所得税がかからないため、確定申告をする必要がない方
申告が必要ない方の例
⃝前年分の所得税の確定申告を提出する方（還付申告を含む）
⃝�前年中、市内に住所がある家族に扶養されていて、その家族の確定申告、
年末調整で所得税の配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族の
対象となる方

⃝�前年中の収入が給与のみで、勤務先から年末調整済みの給与支払報告書
が市に提出されている方

⃝�前年中の収入が公的年金等のみで、収入金額が400万円以下であり、公
的年金等の源泉徴収票の控除内容に変更がない方

※�医療費控除など、給与支払報告書や公的年金等の源泉徴収票に記載され
ていない各種控除を申告する場合は確定申告（所得税が源泉徴収されて
いる方）または市・県民税の申告が必要です。

その他お知らせ

自宅からスマートフォンなどで申告
マイナンバーカードまたはe-Tax用のID・パスワードをお持ちの方はス

マートフォンなどで確定申告ができます。
1月から、青色申告決算書および収支内訳書がスマートフォンで作成可

能になるなど、確定申告がより便利になりましたのでご利用ください。詳
しくはe-Taxのホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。
医療費控除の明細書の添付
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告

書に添付してください（領収書の添付は不要です）。
※�医療費の領収書は5年間保存する必要があります（税務署から求められ
た際は、提示または提出をしなければなりません）。

※�医療保険者が発行する医療費通知を添付すると、医療機関名などの明細
の記入を省略できます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度への対応
ふるさと納税をしてワンストップ特例を申請された方でも、医療費控除

などのために確定申告を行う場合は、全てのふるさと納税の内容を確定申
告書に記載することが必要となりますのでご注意ください。
公的年金等の申告不要制度
公的年金など（外国年金などは別）の収入金額の合計金額が400万円以

下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場
合は、所得税等の確定申告をする必要はありません。ただし、この場合で
も、年金収入から所得税が差し引かれている方などが所得税等の還付を受
けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

申し込み
サイト

税 務 署※�公的年金等の申告不要制度が
適用になる方でも住民税の申
告が必要な場合があります。
詳しくは担当へお問い合わせ
ください。

担当 市民税課　☎046（252）8833　 FAX 046（255）3550

5広 報 

●�市民文化会館はハーモニーホール座間、市民体育館はスカイアリーナ座間、市民交流プラザはプラっとざま、総合福祉センターはサニープレイス座間、
　ふれあい会館はコミュニティプラザと表記します。申し込みは、特に記載がなければ発行日以降にお願いします。
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交通事故件数
令和 件数 死者 負傷者
4年 329 0 373
3年 288 2 340
増減 ＋41 −2 ＋33

各年1月1日～11月30日
（物件事故を含まず）

原水爆禁止募金にご協力いただき
ありがとうございました
市原水爆禁止協議会が市内自治

会の皆さんのご理解とご協力の下、 
8月に実施した「原水爆禁止募金運
動」には、235万8,032円もの貴重な
浄財が寄せられました（12月1日時
点）。街頭募金などでも多くの皆さん
からご理解とご協力をいただき、あ
りがとうございました。
担当 広聴人権課
☎046（252）8087　 FAX 046（252）0220
人権擁護委員の委嘱
基本的人権を守るとともに、その

普及と意識の高揚を図る人権擁護委
員として、このたび、石丸よう子さ
んが法務大臣から委嘱を受けまし
た。また、橋本武さんが再任されま
した。
◆人権相談

人権に関する相談事を人権擁護委
員が受け付け、問題の解決に向けた
サポートを行っています。
日時 毎月第2火曜日13：30～16：00

（電話相談のみ。事前予約制）
担当 広聴人権課
☎046（252）8087　 FAX 046（252）0220
Z世代が考える地球の今
世界1エコな学校と呼ばれるグリ

ーンスクールバリを卒業した20代の
環境活動家の露木志奈さんによる講
演会を開催します。
日時 1月29日㈰14：00～15：30（13：30
受付開始）
場所 イオンモール座間3階イオンホ
ールAB
定員 60人（申込順）
申込 1月4日㈬～26日
㈭に市LINE公式アカ
ウントから申請、電
話、ファクスまたは
直接担当へ
担当 環境政策課
☎046（252）7675　 FAX 046（257）7743
認知症サポーター養成講座
（基礎編）
日時 1月25日 ㈬ ①14：00～15：30② 
15：30～16：30※①のみ、②のみの参
加可。
場所 立野台コミュニティセンター
内容 ①認知症の知識と対応の基礎講
座（受講後、サポーターの証である
認知症サポーターカードを交付）②
参加者同士で日頃思っていることな
どを気軽に話す座談会（自由参加）

講師 座間市キャラバン・メイト
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 20人（申込順）
持物 筆記用具
申込 1月24日㈫までに電話、ファクス
または直接担当へ
担当 介護保険課
☎046（252）7084　 FAX 046（252）8238
市訪問型サービスA従事者研修
（2月コース）
日時 2月9日㈭・10日㈮10：00～16：00

（9：30受付開始）
場所 ハーモニーホール座間大会議室
内容 地域の支え合いの仕組みづくり
の一環として、65歳以上で足腰の痛
みなどの事情のある方の家事を報酬
が伴う仕事として手伝う「座間市訪
問型サービスA従事者」を養成する
対象 両日受講できる市内在住者
定員 20人（申込順）
申込 2月8日㈬までに電話、ファクス
または直接担当へ
担当 介護保険課
☎046（252）7084　 FAX 046（252）8238
脳いきいき運動講座
認知症予防に効果的といわれるコ

グニサイズを取り入れた運動やミニ
講座、簡単な測定などを通して楽し
く認知症予防を学びます。動きやす
い服装・靴でお越しください。
日時 2月24日㈮、3月3日㈮・17日㈮ 
9：40～11：40（全3回）
場所 市民健康センター1階多目的ホ
ール
対象 65歳以上で運動制限がない市内
在住者
定員 30人（多数抽選）
費用 600円（全3回分）
持物 筆記用具、汗拭きタオル、飲み
物
申込 1月31日㈫までに電話、ファクス
または直接担当へ
担当 介護保険課　
☎046（252）7084　 FAX 046（252）8238
ひきこもりサポート事業
みんなの居場所ここから
みんなの居場所ここからとはたら

っく・ざまでは、引きこもり状態など
孤立や孤独を感じている方を対象に
相談会やイベントを開催しています

（いずれも無料）。詳しくは問い合わ
せ先へお問い合わせください。
問合 みんなの居場所ここから
☎046（244）6434　 FAX 046（204）7625
問合 はたらっく・ざま
☎046（204）7624　 FAX 046（204）7625
担当 生活援護課
☎046（252）8566　 FAX 046（252）7043
成年後見セミナー～自分らしく尊
厳をもって生きていけるように～

日時 1月24日㈫14：00～16：00
場所 サニープレイス座間3階多目的
室
内容 法定後見制度と任意後見制度の
活用を学ぶ

講師 座間市成年後見利用促進センタ
ー顧問、弁護士　宮下哲太朗さん
定員 50人（申込順）
申込 1月16日㈪までに電話で問い合
わせ先へ
問合 座間市社会福祉協議会座間市成
年後見利用促進センター☎046（259）
7451
担当 福祉長寿課
☎046（252）7127　 FAX 046（255）3550
ファミリー・サポート事業
協力会員になるための講習会
保育施設や幼稚園、小学校などに

通う子どもの送迎や預かりなどを行
う「ファミリー・サポート事業」の協
力会員になるための講習会を開催し
ます。
日時 2月20日㈪・21日㈫・28日㈫13：00
～16：30（全3回）
場所 サニープレイス座間3階多目的
室
対象 20歳以上で全日程受講可能な市
内在住者
定員 20人（申込順）
申込 2月13日㈪までに電話で問い合
わせ先へ
問合 座間市社会福祉協議会ファミリ
ー・サポート事務局☎046（266）2003　
FAX 046（266）2009
担当 子ども育成課
☎046（252）7969　 FAX 046（255）5080
こころの育児サロン
「子どもの感情理解～ネガティ
ブな感情との向き合い方～」

日時 2月3日㈮・10日㈮10：00～11：30
内容 アンガーマネジメントの手法を
用いて子どもの気持ちの理解やネガ
ティブな感情に向き合う方法を学ぶ
講師 一般社団法人日本アンガーマネ
ジメント協会認定アンガーマネジメ
ントコンサルタント　小尻美奈さん
対象 乳幼児をもつ保護者で、パソコ
ン・タブレットなどの端末とオンラ
イン会議システムZOOMを利用す
るためのインターネット環境がある
方（市内在住・在勤者優先）
定員 10人（多数抽選）
申込 1月23日㈪までに市LINE公式ア
カウントから申請、電話、ファクス
または直接担当へ
担当 生涯学習課
☎046（252）8472　 FAX 046（252）4311
生涯学習推進講座
「毎日イキイキ、笑顔で100歳！」
これからの生活をより豊かに、前

向きに生きるための講座を開催しま
す。
日時 ①1月17日㈫②30日㈪③2月7日
㈫いずれも10：00～12：00（全3回）
場所 ①②市役所5階5-1会議室③サニ
ープレイス座間3階多目的室
内容 ①始めよう！楽しく終活②パス
テルアートでメッセージカード作り
③お家で簡単♪ボクシングエクササ
イズ

講師 ①金融広報アドバイザー　佐野
瑞恵さん②パステルアート作家　深
谷桂子さん③協栄スイミング　若林
駿さん
定員 15人（申込順）
持物 筆記用具③動きやすい服装・運
動靴・汗拭きタオル・飲み物
申込 1月13日㈮までに電話、ファクス
または直接担当へ
担当 生涯学習課
☎046（252）8472　 FAX 046（252）4311
教育委員会1月定例会

日時 1月11日㈬9：30から
場所 市役所5階教育委員会室
※議題や傍聴について、詳しくは担
当へお問い合わせください。
担当 教育総務課
☎046（252）8347　 FAX 046（252）4311
1月の移動図書館
ひまわり号巡回日程

▼カーサ相模台＝4日・18日10：30～
11：30▼東原共同住宅＝5日・19日 
10：30～11：30▼ひばりが丘南児童
館＝7日・21日14：30～15：30▼小松
原コミュニティセンター＝11日・25
日10：30～11：00▼座間駅前＝13日・ 
27日10：30～11：30▼東原小学校＝ 
13日14：55～15：45▼相模が丘小学校
＝18日14：25から▼座間小学校＝19日 
14：45～15：35▼ひばりが丘小学校＝
20日14：30～15：20▼中原小学校＝ 
25日14：30～15：20▼相武台東小学校
＝26日14：25～15：15▼栗原小学校＝
27日14：45～15：35
担当 図書館
☎046（255）1211　 FAX 046（252）5704

催し
ざま市民朝市

日時 1月8日㈰・22日㈰7：00～売り切
れ次第終了（雨天決行）
場所 市役所ふれあい広場（雨天時は
市役所1階アトリウム）
販 売 品 地場産野菜、農産物加工品、
肉、花き、市特産品など
持物 マイバッグ（買物袋は有料）
担当 農政課
☎046（252）7601　 FAX 046（255）3550

青少年センター
☎046（253）8411 FAX 046（259）2163  

◆新春のつどい
日時 1月22日㈰10：00～14：00
内容 お正月遊び、模擬店、サークル
による発表など
入場 自由

市公民館
☎046（255）3131 FAX 046（252）2776
◆おはなし会
日時 ①1月の毎週水曜日11：00～11：30
②1月18日㈬10：30～11：00③15：30～
16：00
内容 ①③絵本、手遊び②わらべ歌
対象 ①②乳児～未就園児③幼児～小
学生

案内

市LINE
公式アカウント
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図書館
☎046（255）1211 FAX 046（252）5704
◆�むかし話をききませんか〜小学生
から大人まで〜

日時 1月28日㈯14：00〜14：45
内容 さまざまな昔話を素話で聞く

「小さなこげた顔」他
対象 小学生以上の方
定員 4組（先着順）
参加 当日直接同館へ

プラっとざま
☎042（705）3610 FAX 042（705）3630
◆おしゃべり庵
日時 1月10日㈫10：00〜11：45
内容 茶話会
対象 60歳以上の方
定員 30人程度（先着順）
参加 当日直接会場へ（事前予約可）
◆�NIGHT　LIVE!!宮武佑果新春ヴ
ァイオリン演奏会

日時 1月28日㈯19：00〜20：00
内容 全国で活躍するバイオリニスト
宮武佑果さんによる本格的なクラシ
ックのメドレー
対象 高校生以上の方
定員 30人（申込順）
費用 700円
申込 1月4日㈬13：00以降に電話また
は直接同プラザへ

スカイアリーナ座間
☎046（255）0077 FAX 046（255）1188
◆�ウォーク＆ラン身体に効く宇佐美
式

日時 2月4日㈯9：30〜11：30（9：00開
場）
内容 健康・体力づくりのためのウオ

ーキング・ジョギング・ランニングを
学ぶ
講師 五輪マラソン3大会連続出場の
宇佐美彰朗さん
対象 18歳以上の方
定員 50人（申込順）
費用 500円
持物 運動できる服装（防寒着）、室内
用運動靴
申込 受講料を添えて直接同館へ（現
金の取り扱いは17：00まで）
※電話予約可。ただし1週間以内に
手続きをしてください。

募集
◆�子ども育成課パートタイム会計年
度任用職員（事務補助）

募集人数 1人
応募資格 パソコン操作（エクセル、
ワードなど）ができる普通運転免許
所持者
業務内容 児童ホームに係る窓口対
応、一般事務、施設巡回
勤務期間 採用日〜令和5年3月31日
勤務日時 月曜〜金曜日（祝・休日、年
末年始を除く）のうち週4日9：00〜
17：15
勤務場所 市役所2階
給与 時給1,071円
選考方法 面接（1月20日㈮予定）
応募方法 1月19日㈭までに市販の履
歴書（写真貼付）に必要事項を記入
し、本人が直接担当へ
担当 子ども育成課
☎046（252）7969　 FAX 046（255）5080

接同センターへ
東地区文化センター

☎046（253）0781 FAX 046（253）0789
◆子どもおはなし会
日時 1月11日㈬11：00〜11：30
内容 絵本の読み聞かせ、パネルシア
ター、紙芝居など
参加 当日直接同センターへ
◆ひがしのだんだんリビング
日時 1月13日㈮9：45〜11：45
内容 乳幼児をもつ保護者の交流、仲
間づくりの場
参加 当日直接同センターへ
◆日曜科学教室「ものとその重さ」
日時 1月15日㈰、2月19日㈰、3月19日
㈰9：30〜12：00
内容 ものの重さを予想して実験しな
がら考える
対象 小学1〜3年生（保護者も可）
定員 18人（申込順）
費用 1人1,500円（テキスト代）
持物 筆記用具
申込 1月11日㈬までに電話、ファクス
または直接同センターへ
◆わいがやエクスチェンジ
日時 1月18日㈬10：30〜12：00（受け
付けは11：45まで）
内容 日頃愛用していたもの、思い出
の品物、不要になったものを交換
参加 用品を持参の上、当日直接同セ
ンターへ※肌着、靴下、ぬいぐるみ
などは受け付けできない場合があり
ます。
◆おもちゃ病院
日時 1月28日㈯10：00〜12：00（受け
付けは11：15まで）
内容 壊れたおもちゃの修理※修理で
きないものもあります。
対象 小学生以下（保護者同伴）
定員 10組（申込順）
費用 無料※部品代などは実費。
申込 1月26日㈭までに電話、ファクス
または直接同センターへ
◆�おしゃべりオペラコンサート〜オ
ペラや日本の歌を歌手と触れ合い
ながら楽しむひと時〜

日時 2月26日㈰13：30開演（13：00開
場）
内容 オペラカルメンより「ハバネラ」
オペラトゥーランドットより「誰も
寝てはならぬ」他
演奏 中畑有美子さん（ソプラノ）、吉
村恵さん（メゾソプラノ）、岡坂弘毅
さん（テノール）、小森美穂さん（ピ
アノ）
定員 60人（多数抽選）
申込 1月27日㈮までに電話、ファクス
または直接同センターへ※抽選結果
は2月15日㈬までにお知らせ。

参加 当日直接同館へ
◆�ウィンドウズ10で始めるエクセル
入門講座

日時 2月4日㈯・18日㈯・25日㈯13：30
〜16：30（全3回）
内容 計算式やグラフ作りなど「エク
セル」の基礎を学ぶ
講師 座間市パソコンサポートクラブ
対象 マウス操作・キーボードでの入
力ができ、全日程受講可能な市内在
住・在勤者
定員 8人（申込順）
持物 筆記用具
費用 2,485円（テキスト代・機器使用
料）
申込 1月29日㈰までに電話または直
接同館へ
◆�暮らしの実用講座「初めてのスマ
ホ入門講座」

日時 2月9日㈭14：00〜16：00
内容 スマートフォンの使い方を学ぶ
講師 ソフトバンク株式会社スマホ
AD推進部セミナー担当者
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 20人（申込順）
持物 筆記用具
申込 2月5日㈰までに電話または直接
同館へ

北地区文化センター
☎042（747）3361 FAX 042（747）8542
◆�北地区講座「みんなでうたおう！
みんなではなそう！」

日時 1月26日㈭10：00〜11：30
内容 歌唱、テーマを決めて楽しくお
しゃべり
定員 25人（申込順）
申込 1月24日㈫までに電話または直
接同センターへ
◆大人のための朗読会
日時 1月29日㈰13：30〜15：00
内容 「ミッシェル」（岸田今日子）、

「糸車」（山本周五郎）、「芝浜」落語
より「小説冒頭名文集」、小舞、川柳
など
読 み 手 ユニット・ぺぱん
定員 50人（申込順）
申込 1月26日㈭までに電話または直
接同センターへ
◆�いきいき学級〜座間の歴史を学ぼ
う〜

日時 2月1日㈬・8日㈬・22日㈬13：30〜
15：00（全3回）
内容 文化財、高座海軍工廠など座間
市の歴史を学ぶ
講師 元座間市中学校教諭古川修さ
ん、市生涯学習課職員
定員 20人（申込順）
対象 60歳以上の方
申込 1月31日㈫までに電話または直

担当医療課
☎046（252）7295　 FAX 046（252）7043救急診療 休日（日曜日、祝・休日）

夜間、深夜
●聴覚障がいのある方は、専用ファクス FAX 119へ。
●救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
● 基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかり

つけの病院などで必ず診察を受けてください。
●電話をかける場合は、お間違えのないようご注意ください。内科・外科　　　　　☎046（252）9090

診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）

受付時間

休日 9：00〜11：45、14：00〜16：45
夜間

（内科）
月曜〜金曜日19：00〜21：45
土曜・日曜日、祝・休日18：00〜21：45

夜間
（外科）

消防テレホンサービス
☎046（251）0119でご確認ください。
診療時間　18：00〜22：00

深夜診療 消防テレホンサービス☎046（251）0119でご確
認ください。 受付 22：00〜翌日8：00

小児科（外科系を除く）　 �☎046（255）9933
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）

受付時間
休日 9：00〜11：45、14：00〜16：45

夜間 月曜〜金曜日19：00〜21：45
土曜・日曜日、祝・休日18：00〜21：45

深夜診療
小児救急情報センター☎046（255）9933でご
確認ください。 受付 22：00〜翌日7：00
※重症の場合は8：00

歯　科　　　　　　 ☎046（252）8217
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）
受付時間 休日のみ 9：00〜11：45、14：00〜16：30

耳鼻咽喉科・婦人科・眼科
消防テレホンサービス
☎046（251）0119でご確認ください。

診療時間
休
日
の
み

9：00〜12：00、14：00〜17：00
※ 当番医療機関により異なる場合があり

ます。受付・診療時間は必ず当番医療機
関へお問い合わせください。

募 集
会計年度任用職員

　来年度の会計年度任用職員を募集します。詳し
くは各担当へお問い合わせください。また、応募
書類は原則返却しません。※地方公務員法第16条
の欠格条項に該当する方は採用不可。

パパートタイム会計年度任用職員　フフルタイム会計年度任用職員
資格 応募資格　 人数 募集人数　 内容 業務内容　 任用期間 任用期間・曜日・日時※特に記載がな
い場合は4月1日から1年間。　 勤務場所 勤務場所　 給与 給与など※地域手当（相当分）込み。　
選考 選考方法　 応募 応募方法（履歴書は市販のものに写真を貼付）

フ 保健師または管理栄養士
資格 職種の資格を有し、普通自動車運転免
許を所持し、パソコン操作（エクセル・ワー
ド・パワーポイントなど）ができる方　 人数
1人　 内容 後期高齢者保健指導　 任用期間 月
曜〜金曜日8：30〜17：15※土曜・日曜日勤務あ
り。　 勤務場所 市役所2階他　 給与 保健師＝月
額272,384円、管理栄養士＝月額263,648円　
フ 保健師
資格 職種の資格を有し、普通自動車運転免許
を所持し、パソコン操作（エクセル・ワード・
パワーポイントなど）ができる方　 人数 2人　
内容 子育て世代包括支援　 任用期間 月曜〜金
曜日8：30〜17：15※土曜・日曜日勤務あり。　
勤務場所 市役所2階他　 給与 月額272,384円

パ �①臨床心理士②助産師③保健師④看護
師⑤歯科衛生士⑥管理栄養士（内容によ
り栄養士可）⑦視能訓練士⑧臨床検査技
師⑨自動車運転手

資格①〜⑧各職種の資格を有する方②③⑨普
通自動車運転免許所持者　 人数①4人②6人③
12人④6人⑤8人⑥7人⑦3人⑧1人⑨1人　 内容
①〜⑧乳幼児健診、育児・健康相談、訪問指
導教室など⑨訪問指導　 任用期間 年間で決ま
っている定例事業については、実施準備か
ら開催まで。訪問事業については応相談。　
勤務場所 市役所2階他　 給与 時給①2,475円②

1,736円③1,736円④1,587円⑤1,587円⑥1,680
円（栄養士は1,587円）⑦1,587円⑧1,587円⑨
1,300円

・・・・・・　共通事項　・・・・・・
選考 書類選考、面接（1月29日㈰）
応募 履歴書、資格者証の写しを1月25日㈬までに本人が担当へ
担当健康づくり課　☎046（252）7225　 FAX 046（255）3550

7広 報 

●お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則、祝・休日や年末年始を除く月曜〜金曜日の8：30〜17：15にお願
いします。●ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記してください。●イベントなどは中止・変更する場合があります。
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ざま井上兄弟ファンミーツ
ボクシングで世界的な活躍をされている井上尚弥選手、井上拓真選手の

市長表敬訪問に併せて実施する、市民やファンとの交流イベント「ざま井

担当市政戦略課　☎046（252）7961　 FAX 046（255）5090

観覧者第2期募集

大凧まつり実行委員会では、5月4・5日に開催する「座間市大凧まつり」
で掲揚する大凧の凧文字を募集します。漢字二文字で書く凧文字は、赤色
で太陽、緑色で大地を表しています。
市を代表する催しで、あなたの考えた凧文字を大空に掲揚しませんか。

応募方法 �1月31日㈫までに凧文字（漢字二文字）、文字の意味・いわれ、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を明記し、〒252-8566�座
間市役所商工観光課宛てに郵送（必着）またはファクスで担当へ

担当大凧まつり実行委員会（商工観光課内）
　　☎046（252）7604　 FAX 046（255）3550

1月4日㈬〜31日㈫にざまみず取扱店でざまみず1箱購
入した方に干支缶バッジ十二支セットをプレゼントしま
す。詳しくは、市ホームページをご覧になるか担当へお問
い合わせください。

市と市祭囃子保存連絡協議会では、地域の伝統文化である「お囃子」を
後世に伝えるため、新年の恒例行事としてたたき初め大会を開催します。
日時 1月22日㈰12：00〜15：30（11：30開場）
場所ハーモニーホール座間大ホール
内容市内7つの祭囃子団体の演奏、チョッピリ先生の演技
入場自由
担当生涯学習課　☎046（252）8431　 FAX 046（252）4311

担当経営総務課　☎046（252）7480　 FAX 046（257）4155

新春を迎え消防職・団員の士気高揚と職務遂行への決意を新たにするこ
と、消防・防災力を広く市民に公開し消防に対する信頼と認識を深めること
を目的に「消防出初式」を開催します。また、市公式チャンネル（YouTube）
などで消防出初式の様子を後日、動画配信します。

市青少年問題協議会では、次代を担う青少年が心身ともにたくましく成
長することのできる地域社会づくりを推進することを目的に、令和4年11
月23日に「第46回座間市青少年健全育成大会」を開催し、第42回中学生
の主張作文コンクール入賞および青少年善行ほう賞の表彰を行いました。
表彰したのは次の方々です（敬称略）。
第42回中学生の主張作文コンクール入賞
▼市長賞＝菅沼迪加（南中学校2年）「私の人生への夢〜逃げたっていいじ
ゃないか〜」▼議長賞＝貫和夏帆（座間中学校3年）「私の学校生活」▼教
育長賞＝田中優莉奈（南中学校1年）「命を考える〜ジィジありがとう〜」
▼佳作＝石井捺夏（相模中学校2年）「命を考える〜大事だから、感じて伝
える〜」、伊賀くるみ（西中学校3年）「私の学校生活〜大事なのは速さ？
〜」、宮崎双葉（相模中学校3年）「私たちと環境保護〜人は数字を気にす
る生き物だ〜」、小田愛（東中学校2年）「命を考える」、森脇駿人（南中学
校3年）「私の人生への夢〜求められているもの〜」
令和4年度座間市青少年善行ほう賞
●諏訪雅子＝東地区文化センターが実施している「ひがしフリースペース」
に、大学生ボランティアとして参加し、学校に行きにくい子どもたちや、
悩みを抱えている子どもたちに寄り添い、親身になって話を聞くなど積極
的に活動しています。▼熊谷麻由菜・山崎宏太・森井結菜・小俣結良・楽真早
樹＝ジュニアリーダーズクラブに登録し、子ども会事業をはじめ、市や地
域での行事など、さまざまな活動にボランティアとして貢献しています。
▼内山実空・中川原愛依・此木優孝・神林空＝下校中、自転車から転倒した高
齢者に声を掛け、周囲の安全と怪我の状況を確認し、散乱した帽子や眼鏡
などの荷物を拾い集めるなど簡単な救護を行いました。
担当青少年課　☎046（253）8415　 FAX 046（259）2163

子育てで、夫婦間の円滑なコミュニケーションや家事・
育児の協力体制の確立、自立した子どもを育てるために
必要な意識改革をアドラー心理学から学ぶ講座を開催し
ます。
日時 1月28日㈯10：00〜11：30
講師株式会社子育て支援　熊野英一さん
対象子育て中の家庭、これから子育てをする家族
定員 30人程度（申込順）
申込 �1月23日㈪までに市LINE公式アカウントから予約、

電話または直接担当へ
参加 �オンラインコミュニケーションツール「Microsoft　

Teams」を利用したオンライン講座
担当子ども政策課　☎046（252）8025　 FAX 046（255）5080

「座間の大凧」の凧文字を募集

ざまりん干支缶バッジ付き「ざまみず」限定販売

新春祭
まつり

囃
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め大会

第42回中学生の主張作文コンクール入賞および
青少年善行ほう賞

知っていますか？アドラー心理学
～子どもの話を聴くことの大切さ～

消防出初式

安全・環境 ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

子育て・教育 ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

熊野英一さん

LINE申請

カルチャー ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

市ホームページ
電子申請

日時 1月28日㈯8：45〜16：00※小雨決行、荒天の場合は2月4日㈯に延期。
場所大門公園（座間駅西口徒歩3分）集合、厚木駅解散
内容 �座間・海老名両市にまたがる「相模七福神」を巡る（歩行距離約13キ

ロメートル、JR相模線相武台下駅から社家駅間は電車利用）
定員 50人（申込順）
費用 300円（傷害保険料他）※交通費自費負担。
持物昼食、飲み物、雨具など
申込 �1月5日㈭〜20日㈮に電話またはファクスで問い合わせ先へ※七福神

の御朱印は別途申し込みが必要です（2,600円）。
問合 �座間市観光協会☎046（205）6515　 FAX 046（205）6516（水曜日定

休）
担当商工観光課　☎046（252）7604　 FAX 046（255）3550

卯年バッジ

開運ウオーキングツアー「さがみ七福神めぐり」

上兄弟ファンミーツ」の観覧者を募集します。
日時 1月14日㈯11：00〜12：00（予定）
場所ハーモニーホール座間大ホール
内容 �井上兄弟によるトークショー、市民団体によるパフ

ォーマンスなど
定員 �150人程度（多数抽選。結果は1月10日㈫までにメ

ールで送付）
申込 �1月1日㈰13：00〜5日㈭23：59に市ホームページから電子申請
注意事項

⃝応募は1人1回4人まで。
⃝内容の不備や、複数回の応募がある場合は無効とします。
⃝当選した方以外の入場はできません。
⃝�イベント中は写真、動画撮影を行うため、観覧者が映る場合があります。
⃝�未成年者は、保護者の同意を得た上で申し込みしたものと見なします。
⃝�頂いた個人情報は、イベントに関すること以外に使用しません。
⃝詳しくは市ホームページをご覧ください。

日時 1月8日㈰9：30〜11：55
※降雪・降雨時は、来賓者・関係者
のみで実施します。
場所市消防本部（相武台1-48-1）
内容 �▼第1部=式典（各種表彰、座

間市少女マーチングバンドに
よる演技（各種表彰終了後）
▼第2部=演技（消防演技（消
防はしご乗りなど））

担当消防総務課　☎046（256）2212　 FAX 046（256）2215
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自治会は、人と人との強い絆で結ばれ、安心で安全な街づくりに貢献しています。
� 担当市民協働課　☎046（252）7966　 FAX 046（255）3550
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	0101ざま6-7面_校了_見開き
	0101ざま8面_校了

