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市の人口が２４万人を突破

今年３月２９日、大和市の人口が２４万人を突破。県内自治体では

８番目となります。全国的に人口減少が進む中、市内の人口は増え続

けています。

 
 

６年連続で待機児童数がゼロに

市は昨年度、保育所等の新設により入所定員をさらに拡大。今年４

月１日時点での待機児童数がゼロとなり、６年連続でゼロを達成しま

した。

県内初 「認知症１万人時代条例」を制定

今年９月、県内で初めて認知症に特化した「認知症１万人時代条

例」を制定。認知症の人や家族などが、住み慣れた地域で希望を持っ

て暮らしていける共生のまちに向けた取り組みを進めています。

 

「こどもの城」がオープン

今年４月、公私連携型子育て支援施設「こどもの城」がオープン。

大和駅に近く交通の便が良い場所で、民間事業者のノウハウを活用

した多彩な子育て支援サービスを実施しています。

 

振り込め詐欺対策 電話機などの購入費を助成

振り込め詐欺対策として、録音機能付き電話機などの購入に対す

る補助金を交付。７０歳以上の市内在住者を対象に、最大１万円を補

助しました。 

 
上和田中学校が文部科学大臣賞を受賞

子どもたちの読書を促す優れた活動に取り組んできた上和田中学

校が「令和３年度子供の読書活動優秀実践校」として、文部科学大臣

表彰を受賞しました。 
 

県内初 全市立小・中学校に生理用品を設置

子どもたちに学校で生理用品の心配をせず安心して過ごしてもら

うため、全市立小・中学校の女子トイレに、誰でも使える生理用品を

設置しました。

 
 

県内初 園児たちを守る「キッズ・ゾーン」を整備

保育施設や公園などの周辺道路に、安全運転を促す路面標示「キ

ッズ・ゾーン」を県内で初めて整備。散歩などで外出する園児たちを、

交通事故から守ります。 
 

デリバリー実施飲食店を支援

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた飲食店

への支援とともに、デリバリーの利用を促すため、市内でデリバリー

を実施する飲食店に補助金を交付しました。

自宅療養者への食料品支援

新型コロナウイルスに感染し自宅療養となった人に、必要に応じて

食料品を配達。手間をかけずに食べられるレトルト食品や飲み物など

を、市管理栄養士が健康・栄養面を考えて選びました。

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影響で、売上が減少している市内事

業者の経営を支援。市独自の給付金を、１事業主につき１０万円を支

給しました。

「別動隊」が妊婦や受験生への優先接種などを実施

新型コロナワクチン接種を円滑に進めるため、独自に編成した「別

動隊」により、妊婦や受験生への優先接種などを行いました。また大

和市は、全国初となる歯科医師による接種も実施しました。

市消防本部 在宅救急隊を組織

新型コロナウイルス感染者の搬送先が決まらない事態に備え、在

宅救急隊を組織。搬送先が決まるまで、救急救命士が患者の自宅な

どで救命処置や経過観察などを行います。

県内初 市内全域で路上喫煙が禁止に

たばこの火から市民を守るとともに、受動喫煙の機会を低減させる

ため、大和市路上喫煙の防止に関する条例を改正。今年４月から、県

内で初めて市内全域での路上喫煙が禁止となりました。

県内初

大和市パートナーシップ宣誓制度がスタート

日常生活を協力し合う二人がパートナーとして宣誓し、市が宣誓

書受領証などを交付する制度を開始。生活上の支障を少しでも解消

していくことで、一人一人の多様性を認め合う社会を目指します。 
 

県内初

「ふれあいの森スカイ広場」がオープン

今年１月、上草柳の最終処分場跡地に「ふれあいの森スカイ広場」

がオープン。スケートボードエリア、バスケットボールエリア、自転車

練習エリアなどを整備しました。 

県内初

にぎわい大和プレミアム商品券を発行

新型コロナウイルス感染症の影響により消費が落ち込んだ市内経

済を活性化するため、市内の登録店舗で使えるプレミアム付き商品

券を発行しました。 
 

県内初

全国初 「終活支援条例」を制定

今年６月、全国初の「終活支援条例」を制定しました。この条例に基

づき、人生の最期まで自分らしく生きることができるよう、終活に取り

組む人を支援していきます。

全国初

大和市の２０２１年
こんなことがありました
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「市民の掲示板」

「サークル会員募集」
掲載号 締め切り 掲載できるイベント

広報やまと３ １号 １ １２（水） ３ １０（木）以降

やまとニュース（３ １４発行予定） １ ３１（月） ３ ２３（水）以降

診療日 受付時間 診療時間

１２月２９日（水） 午後７時５０分～１０時４５分 午後８時～１１時

１２月３０日（木）～

来年 月 日（月）

午前８時５０分～１１時４５分 午前９時～正午

午後１時５０分～４時４５分 午後２時～５時

午後７時５０分～１０時４５分 午後８時～１１時

診療日 医療機関 診療日 医療機関

１２月２９日（水）
中央林間病院

中央林間 ☎０４６ ５
１月１日（祝）

大和市立病院

深見西 ☎０４６ ２ ０
３０日（木）

南大和病院

下和田 ☎０４６ ９
２日（日）

３１日（金）
桜ヶ丘中央病院

福田 ☎０４６ ９
３日（月）

中央林間病院

中央林間 ☎０４６ ５

診療日 診療時間

１２月２９日（水）
午前 時～正午、午後 時 分～ 時

（受け付けは各診療時間終了の 分前まで）

１２月３０日（木）～

１月 ３日（月）
午前 時～午後 時

軽症患者の診療 （内科・小児科）

年 月 日 月 発行／ 号

【問】保健福祉センター医療健診課 医療施策推進係 ☎ ０ ５６６１ ０４６ ２６０ １１５６

広報やまとに掲載している、市民の皆さんからの

情報コーナー「市民の掲示板」「サークル会員募集」の

掲載を、来年３月からやまとニュースに移行します。

※広報やまとには、３ １号まで掲載します。

※掲載ルールなどに変更はありません。 ※３ ２２ 火 までのイベント（または申し込み締め切りが までのイベント）は、広報やまと

に申し込んでください。

【問】市役所広報広聴課 広報係 ☎ ０ ５３１３ ０４６ ２６１ ４５９２

■ 地域医療センター休日夜間急患診療所 鶴間１ ２８ ５ ☎０４６ ２６３ ６８００

■ 内科

■ 小児科 大和市立病院 ☎０４６ ２６０ ０１１１

■ 大和休日歯科診療所 深見西２ １ ２５大和歯科医師会館内 ☎０４６ ２６３ ４１０７

※駐車場が満車の場合は、保健福祉センターの駐車場をご利用ください。路上駐車・待機は周囲の迷惑になるのでご遠慮ください。

軽症のかたは、まずは地域医療センターにお越しください。発熱患者の受け入れ体制を強化しています

年末年始 の救急医療体制

重症患者の診療 （内科は当番病院、小児科は市立病院へ）

歯科診療 感染症対策のため、事前に電話予約をお願いします（１２月２９日を除く）

診療時間：いずれも午前 時～翌日午前 時。

へから

広報

0120-244-810やまと２４時間健康相談 （大和市民限定・年中無休）

要予約

受診のことで悩んだら

保健福祉センター

別館



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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【問】市役所総合政策課 健康都市推進係 ☎046 ３２７ FAX 

年 月 日 月 発行

☎市長室 広報広聴課編 集 FAX 

優秀インフラストラクチャー賞を受賞 

大和市と小田急電鉄株式会社は、国の「鉄道駅総合改善事業」の補助金を活用し、平成２９年度から協力して

駅改良事業を推進。１１月２７日、待望の「東口改札」が使用を開始しました。

東口改札が完成
中央林間駅が、ますます便利に小 田 急

江ノ島線

市の要望と支援により実現

中央林間駅東口改札 完成イメージ

駅東側地域へのアクセス向上 Good 
Point 
東口改札は、下りホーム（江ノ島方面）に直結。駅の東側地域から来る

かたは、北側の踏切を渡ることなく駅構内に入場できるようになります。

もちろん、帰りもスムーズに駅から出場することができるため、ますます

便利になります。

【問】市役所街づくり総務課 街づくり調査係 ☎046 ４４４ FAX 

AFHC Awards 

受賞 
健康都市連合表彰

大和市 ４回目の受賞

１１月３～５日、第９回健康都市連合国際大会が開催され、

大和市が優秀インフラストラクチャー賞を受賞しました。

優秀インフラストラクチャー賞は、市政全体として健康な公共

政策の推進などに取り組んでいる自治体などに贈られる総合表

彰の一つ。健康都市の発展度合いに応じて贈られます。

【過去の受賞歴】

２６ 優秀インフラストラクチャー賞（総合表彰）

２８ 健康都市グッドダイナミクス賞（総合表彰）

健康都市クリエイティブ・ディベロップメント賞（部門表彰） 香港中華医学会のチャン・ジェーン会長（左）とオンラインで
大和市の健康都市の取り組みを発表する大木市長（右）

 

東急・田園都市線に乗り換えるかたは、南口改札と東口改札の便利

な方を選べるようになります。東口改札から外の道を通る動線が追

加されることで混雑が緩和され、より利用しやすくなります。

南口改札の混雑緩和 
乗り換えの動線も追加 

Good 
Point 

大


