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１０年で

半減

年 月 日 月 発行

【問】市役所道路安全対策課 交通安全・自転車対策係 ☎046 １１８ ０ ５４７４

本市における自転車事故の件数は、平成２３年から令和２年までの１０年間で、３９６件から２０１件となり、

半減しました。特に自転車事故に占める１３～１５歳の割合は、平成２７年の９．４％（２２件）から令和２年には

３．０％（６件）に減少しました。

大和市の自転車事故 件数

に受講した小学５年生は今年３月に中学校を卒業しました。

事故や交通ルールに対する知識や心構えを身に着けた子ど

もが成長していき、将来における社会全体での自転車事故

の減少につなげることを期待しています。

同教室では、各年代の理解度に応じた加害事故の映画を上映

し、事故の恐ろしさと交通ルールを守る大切さを学びます。

市立小中学生への継続的な取り組み

～賠償責任保険付き自転車運転免許証

平成２５年神戸地裁の判決で、自転車事故を起こした小学５

年生の保護者に９，５２１万円の賠償が命じられました。市では、

加害者のご家族の経済的負担の軽減と、被害者の速やかな救済

のために、市が一括して保険料を負担し、自転車賠償責任保険

に加入しています。平成２８年度から令和２年度までの賠償実績

は７９件・約７５０万円※。１００万円を超えた案件もありました。

市は、小学５年生と中学１年生を対象に、保険会社と連携

して加害事故に関する自転車交通安全教室を開催。受講者

には賠償責任保険付き自転車運転免許証を交付します。全

国初のこの取り組みは平成２８年度から実施しており、最初

５年で
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令和２年平成２７年

大和市全 国

加害事故に関する自転車安全教室 市立小学５年生～中学３年生まで
市が賠償責任保険に加入

市の自転車安全利用対策はほかにもたくさんあります。市のホームページなどをごらんください。

対 象 者

補償内容

市立小学５年生～中学３年生（同居家族を含む）

国内で発生した対人・対物事故。上限１億円

※令和３年７月時点

FAX 

令和２年平成２７年

３９６件

２０１件

令和２年平成２３年

大和市

１３～１５歳の自転車事故 割合

また、保険会社が持つ豊富な

事故の情報を活用し、事故原

因や事故を起こしたときに

取るべき行動や、その後の責

任などについて、保険会社の

社員などが解説します。

全国初

子どもの自転車事故
大幅に減少
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ご利用ください。大和市の補助・助成制度

高齢の一人暮らしなどを支援

生活お役立ちガイド 好評配布中

物忘れや急な体調の悪化など、高齢の一人暮らしのかたなどの生活上の不安に対し、分かりやすくアドバイスをつづった「生活お役立ちガイ

ド」。今年４月には第２版が発行され、内容もさらに充実しました。ぜひごらんください。

年 月 日 月 発行／ 号

ひとり親などが契約する賃貸住宅の家賃に

「ひとり親家庭等家賃助成」

月額家賃から２万４，０００円を控除した額を助成。

【問】こども総務課☎046

昭和５６年５月３１日以前に建築確認をした木造住宅の
簡易耐震診断後の精密診断に（簡易耐震診断は無料）

「木造住宅耐震診断費補助金」

【問】建築指導課☎046

昭和５６年５月３１日以前に建築確認をした
木造住宅の耐震補強工事に

「木造住宅耐震改修工事費等補助金」

【問】建築指導課☎046

木造住宅の不燃化・バリアフリー化工事に

「不燃化・バリアフリー化改修工事費補助金」

工事費（５万円以上）の２分の１を補助。

【問】建築指導課☎046

昭和５６年５月３１日以前に建築確認をした

分譲マンションの耐震診断に

「マンション耐震診断費補助金」

予備診断費と、本診断費の２分の１または３分の２を補助。

【問】建築指導課☎046

高齢者世帯などが対象
大型家具の固定に自信がない人に

「家具転倒防止器具取り付け支援」

登録事業者が、木製家具をＬ字金具などで壁に固定。

【問】建築指導課☎046

助成額：上限１万円／月 助成額：上限６万６，０００円

助成額：上限５０万円
助成額：上限１０万円

（破風を含む軒先などの工事は上限２０万円）

助成額：予備診断は上限２０万円／棟

本診断：上限１５０万円または２００万円／棟
支援内容：２か所まで／１世帯

【問】保健福祉センターおひとりさま政策課 おひとりさま政策係 ☎ ０ ５６２２ ０４６ ２６２ ０９９９

「引きこもり」の子どものことが心配

認知症は誰に相談すれば良い？

思いやりを持ってマスクを着用しましょう

私も市民講師になれますか？

第２版では、次の４項目を追加

入手

方法

市役所や保健福祉センターなど市内公共施設で配布。民生委員など

からも配布していますので、詳しくはお問い合わせください。

補助・助成制度に関する情報を、ジャンルごとにお届け。対象要件など、詳しくは市のホームページなどをごらんください。

※ 月以降、市のホームページをリニューアル予定です。リニューアル後は、下記のコードは使えません（補助金の名称などで検索してください）。



とき（各回５０分） 講座名／市民講師名 とき（各回５０分） 講座名／市民講師名

１日 水 １１：００～
あなたは知ってる？最近英語 KeyWord_“CSR”他
／金子なおみ

１６日（木）１５：００～
アロマテラピー～好きな香りで日常に癒しを
／金矢鈴恵

２日（木）１５：００～
易を学び、歴史を知る～忽然として始まったイスラム帝
国時代／狩野秀夫

１９日（日）１１：００～
食べ方を変えて楽しく変身！ファスティングダイエット
／髙橋佳奈

５日（日）１１：００～
業界トレンドニュース ～業界ニュースを分かり

やすく解説／小野泰功
２０日（月）１１：００～

西洋美術を楽しもう！北方－もうひとつのルネサンス
／星聖子

６日（月）１５：００～
作詞家なかにし礼が昭和歌謡に託した思い
／村益建太

２１日（火）１５：００～
上杉鷹山～米沢藩中興の祖
／小須田壽久

７日（火）１１：００～
テニス肘 上腕骨外側上顆炎 について
／小菅英二

２２日 水 １１：００～
昔なつかしい輪ゴムを使ったゴム体操・もじあそび
／高松範子

８日（水 １１：００～
やまとみらいが運営するシリウスや各施設について
／指定管理者やまとみらい

２３日（木）１５：００～
季節の漢詩を楽しむ
／中村孝夫

９日（木）１５：００～
終活のお悩み解消！エンディングノート書き方教室
／上杉ゆかり

２６日（日）１１：００～
剣道～道の探求、その先に目指すもの
／渋谷寛

１２日（日）１１：００～
地球って ～プレートテクトニクスと日本列島
／水谷 宏

２７日（月）１５：００～
マイナンバーカードのお話
／大和市市民課

１３日（月）１５：００～
プラスチック廃棄物処理とリサイクル
／金澤信夫

２８日（火）１５：００～
新舞踊と盆踊り（踊りのルーツ）
／宗柳美友紀

１４日（火）１５：００～
５０分で分かる家族信託
／嶋澤常次

１５日 水 １１：００～
年中行事～由来としきたり
／広田志げる

おわび

と訂正

【問】シリウス内図書・学び交流課 健康都市大学係 ☎

月の 健康都市大学 市民でつくる健康学部
講師は市民、受講生も市民

会場

定員

シリウス４階健康テラス

各回３５人

申込

費用

不要

無料

（開始１５分前まで会場で整理券を配布。希望者多数の場合は抽選）

検 索健康都市大学最新情報は

受講すると、受講ポイント、ヤマトン健康ポイントを各１ポイントもらえます。

やまとニュース １０３の同記事において、 月 日

の市民講師名に誤りがありました。正しくは、「江原弘之」

です。おわびして訂正します。
市ホームページ

市民相談窓口・電話など
組織名の記載がないものは市役所担当課。曜日の記載がない

ものは毎週月～金曜日。 は予約制（当日予約はできません）。
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☎市長室 広報広聴課編 集 FAX 

自宅療養者

支援
市内事業者

支援
食 料 品 を 配 達 中小企業臨時給付金を支給

新型コロナウイルス感染症の自宅療養者で、自身で

の食料品確保が困難な人は、県の配食サービスを利

用できます。市では、県の配食サービスが始まるまで

の数日間に必要な分の食料品を配達します。

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減

少している市内事業者を支援するために、一定の要

件を満たす事業者に対して、市独自の給付金を支給

します。

【問】保健福祉センター医療健診課

☎046 ６ ０ １１５６FAX 
【問】市役所産業活性課

☎046 １３５ ０ ５１３８FAX 

新型コロナ対策を追加

 

＆
 

＆

対 象
新型コロナウイルスに感染し、保健所から自宅療

養するよう協力要請を受けた市内在住者

期 間 令和３年１０月１日～同４年３月３１日（予定）

流 れ 保健所が、自宅療養者に県の配食サービスと市の

食料品支援について案内

市の食料品支援を希望する人は、市に電話（予約

専用ダイヤル。保健所が案内）で申し込み

申し込みの翌日までに、食料品を配達（玄関先など

への置き配。一人につき１回）

療養中で体調が優れなくても「すぐに食べられ」「食べやすく」「必要

な栄養素が取れる」ように、市管理栄養士が食料品を選びました。

管理栄養士が選んだ 「カラダにやさしい食料品」

主 食 パックご飯、おかゆ

主 菜 レトルト食品、缶詰

副 菜 みそ汁、野菜ジュース

ゼリー（フルーツ、ビタミン）

水 分 スポーツドリンク、麦茶

一部変更になる場合があります。

 

大和市は燃やせるごみを戸別収集。ごみ捨ての心配もありません。

支給額 １０万円（１事業者１回のみ）

申込み
１２月２８日（火）（消印有効）までに、

必要書類を郵送で〒２４２‐８６０１市

役所産業活性課へ。

対 象 次の全てに該当する事業者

●今年８、９月のいずれかの月の売上高の減少割

合が、前年または前々年比で次のとおりである。

飲食店

２０ 以上

飲食店 以外

２０ 以上

５０ 未満

●市内に主たる事業所を有し、１年以上継続して同

一事業を営んでいる（個人事業主は、市内に１年

以上居住している。）。

●飲食店の場合、神奈川県の要請（休業、時間短

縮営業など）に協力している。

市ホームページ


