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平成 27 年度の上半 期財政状況を報告！

平成27年度上半期（平成27年9月30日現在）の予算執行状況をお知らせします。

一般会計の収入・執行状況
（当初予算額 96億6,000万円＋補正予算額 6億2,517万円）

収入済額 51億7,559万円（収入率50.3％） 執行済額 35億5,168万円（執行率34.5％）
町

入

歳

税 町民税、固定資産税など町に納められる
税金

源

予算現額

33億

収入済額

30億7,400万円（収入率63.5％）

執行済額

12億4,908万円（執行率37.8%）

予算現額
収入済額

予算現額
収入済額

予算現額
収入済額

町

6億6,052万円（収入率54.5%）

20億7,510万円
5億2,289万円（収入率25.2％）

債 町が借り入れる借金

執行済額

土 木 費

3億7,959万円（執行率25.6%）

道路や河川、
公園の整備など

源

収入済額

0円（収入率0％）

地
方 地方公共団体の行政サービスを一定に
交 付 税 保つため国から交付されるお金

4億8,327万円（執行率39.5%）

14億

後期高齢者医療

7億7,200万円

3,211万円

8億

411万円

介 護 保 険 事 業

29億1,400万円

5,962万円

29億7,362万円

下

17億2,100万円

710万円

17億2,810万円

水

道 事

執行済額

2億9,511万円（執行率21.0%）

予算現額

5億6,978万円

収入済額

4億7,804万円（収入率77.1%）

執行済額

2億7,380万円（執行率48.1%）

そ の 他 議会費、農林水産費、商工費、消防費など上記
以外の費用

予算現額

5億8,306万円

予算現額

9億2,523万円

収入済額

3億8,000万円（収入率65.2%）

執行済額

4億

867万円（執行率44.2%）

◆一般会計 上半期のポイント◆ 上半期では、昨年度に引き続き、旧吉田茂邸の再建を進めているほか、大磯運動公園テニスコー
トの人工芝の張替えに着手しました。また、マイナンバー制度導入に要する経費や、震災時の安全対策のため国府小学校体育館の耐
震改修工事費等を補正予算として計上しました。
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19億1,447万円 18億4,083万円
（41.5%）
（39.9%）
3億6,896万円
（45.9%）

3億5,182万円
（43.8%）

12億6,914万円 11億7,532万円
（42.7%）
（39.5%）
4億5,319万円
（26.2%）

4億

582万円
（23.5%）

町債（借金）の現在高

全会計：159億7,935万円

【前年同期比 1億6,855万円増】
（町民１人当たり現在高：49万2,658円）

69億7,546万円

特別会計

臨時財政対策債
46億6,603万円

90億389万円

下水道事業債
90億389万円

教育債
（学校整備など） 土木債
（ごみ処理施設など）
（道路整備など） 衛生債
6億529万円
5億7,820万円
6億627万円

その他
（耐震事業など）
5億1,967万円

町有財産の状況

現
基

平成26年度末
［A］

目

土
土

平成27年度
上半期末［B］

増減［B］−［A］

主な増減理由

金 17億9,107万円 16億2,451万円 ▲1億6,656万円 財政調整基金を取り崩したため。

金 有価証券
地
地

0円

0円

7億1,546万円

7億1,546万円

0円

804,189㎡

804,189㎡

0㎡

67,615㎡

67,615㎡

0㎡

1 人当たりに使われたお金

0円

1 人当たりの町税負担額

その他
（消防費、議会費など）
12,600円

公 債 費 町の借金の返済費用

6億2,000万円

治体に配分されるお金

業

収入済額（収入率） 執行済額
（執行率）

719万円

予算現額

そ の 他 自動車取得税など国・県を経由して地方自

3

876万円

12億2,356万円

執行済額

予算現額

予算現額
46億

項
予算現額

補正予算額
9,276万円

14億8,410万円

教 育 費 学校や生涯学習など

8億3,700万円

当初予算額
45億1,600万円

建物（延床）
予算現額

財

名

国民健康保険事業

4億6,216万円（執行率33.6%）

依
存

計

衛 生 費 予防接種やごみ処理など
予算現額

☎内線216・219

13億7,438万円

執行済額

12億1,206万円

使い道が特定され国や県から交付される
お金

会

一般会計
予算現額

6,014万円（収入率50.4%）

町が自主的に調達できるお金

93万円

総 務 費 住民登録や交通安全、防犯・防災対策など

1億1,926万円

そ の 他 繰入金、財産収入、諸収入など上記以外で

国 ・ 県
支 出 金

民 生 費 保育園や障がい者、高齢者の福祉など

48億3,869万円

使 用 料 （自転車駐車場）使用料などのサービスに対
し対価として徴収するお金
主 手 数 料
財

出

予算現額

自

財政課

特別会計の収入・執行状況

予算現額 102億8,517万円

歳

問

公債費
8,441円
教育費
9,099円

その他
（軽自動車税など）
1,520円

民生費
38,510円

町民税
41,219円

109,502円

94,773円

衛生費
11,703円

総務費
14,249円

町たばこ税
2,389円

土木費
14,900円

固定資産税
49,645円

※人口は平成27年10月1日現在（32,435人）の値を用いて算出しています。
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マイナンバー通信 （その５）

関して、さまざまな措置を講じ ◎マイナンバー制度に関するお
て安心・安全を確保しています。 問い合わせ

－

00

－

30

政策課 ☎内線２５７
町民課 ☎内線２７２

http://www.cas.go.jp/jp/seisak
u/bangoseido/
◆マイナンバー通信は今回で終
了ですが、新たな情報がありま
したら広報等でお知らせいたし
ます。

29

■個人情報の安心・
安全を確保します

「マイナンバー総合フリーダイ
ヤル」が開設されました
☎０１２０ ９５ ０１７８
（無料）

－

一部 電話等で右記ダイヤルに
繋がらない場合（有料）
【制度に関すること】
☎０５０ ３８１６ ９４０５
【通知カード・個人番号カード
に関すること】
☎０５０ ３８１８ １２５０
平日
９時 分〜 時 分
土日祝日
９時 分〜 時 分
（年末年始 月 日〜１月３日
を除く）
ホームページ（内閣官房）

－

22

－

17

－

12

30

IP

30

「マイナンバーの安心・安全の確保」

マイナンバー導入の検討段階
で、個人情報が外部に漏れるの ■通知カードを受け取った
皆さんも注意が必要です
ではないか、他人のマイナンバ
マイナンバー制度に便乗した
ーでなりすましが起こるのでは
ないか、といった懸念の声があ 不正な勧誘や個人情報の取得に
りました。そこで、マイナンバ ご注意ください！
ーを安心・安全にご利用いただ ・マイナンバーの通知や利用、
くために、制度面とシステム面 個人番号カードの交付などの手
の両方から個人情報を保護する 続で、国や市町村などが、口座
情報などの個人の情報を聞いた
ための措置を講じています。
制度面では、法律に規定があ り、お金を要求したりすること
るものを除いて、マイナンバー は一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、
を含む個人情報を収集したり、
保管したりすることを禁止して 訪問には応じないでください。
います。また、特定個人情報保 ・電話、手紙、訪問などにより、
護委員会という第三者機関が、 マイナンバーの安全管理対応の
マイナンバーが適切に管理され 困難さなどを過度に誇張した商
ているか監視・監督を行います。 品販売や不正な勧誘などには十
さらに法律に違反した場合は、 分注意してください。
従来より厳しい罰則が課せられ
・「あなたの名前やマイナンバ
ます。
システム面では、個人情報を ーを貸してほしい」といった依
一元管理するのではなく、従来 頼は詐欺の手口です。こうした
どおり、年金の情報は年金事務 手口で、人を欺くなどして、他
所、税の情報は税務署といった 人のマイナンバーを取得するこ
ように分散して管理します。ま とは法律により罰せられます。
た、行政機関同士で情報のやり なお、不正な提供依頼を受けて
とりをするときも、マイナンバ 自分のマイナンバーを他人に教
ーを直接使わないようにしたり、 えてしまっても、刑事責任を問
システムにアクセスできる人を われることはありません。
制限したり、通信する場合は暗
号化を行います。
このように個人情報の保護に

問

供することはできません。
また、マイナンバーを取り扱
っている人が、マイナンバー等
の個人情報ファイルを他人に不
当に提供したりすると、処罰の
対象になります。

・マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団
体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
・他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う
者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供す
ることは、処罰の対象となります。

マイナンバーは、社会保障、
税、災害対策の手続のために、
国や地方公共団体、勤務先、金
融機関、年金・医療保険者など
に提供するものです。こうした
法律で定められた目的以外にむ
やみに他人にマイナンバーを提

むやみに他人に提供することはできません。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の
手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、

4
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電子証明書の有効期限をお確か
めください
平成 年の確定申告に電子証
明書をご利用される予定の方は、
平成 年 月 日以降に電子証
明書を発行する場合「個人番号
カード」の取得が必要となりま
すが、「個人番号カード」は申請
が集中し、発行まで時間がかか
ることが予想されています。
住基カード向け電子証明書は
有効期限の満了前でも、上記②
の期限前であれば更新手続きが
可能です。電子証明書を確定申
告にご利用される予定の方は有
効期限をお確かめの上、早めの
更新手続きをお勧めします。
12

○事業主の皆さんへ
町県民税の特別徴収に
ご協力を
▼特別徴収とは
給与支払者である事業主の方
が、従業員の個人町県民税を所
得税の源泉徴収と同様に、毎月
の給与の支払いの際に差し引い
て徴収し、町に納入していただ
く制度です。
▼特別徴収のメリット
①町県民税は、町が税額を計算
して通知します。
②従業員の方々が、金融機関で
納付する手間がなくなります。
③年税額を４回で納める「普通
徴収」に対し、年 回で納め
ることになるので、１回あた
りの税負担が少なくなります。

ものです。事業者の皆さんには、
ご協力をお願いします。

○電子申告
（エルタックス）
をご利用ください！

神奈川県では、インターネッ
トを利用することで町県民税の
電子申告システムによる申告が
行えるサービスを行っています。

●制度について
神奈川県平塚県税事務所納税課
☎（ ）２７１１（代）
●方法や手続きについて
税務課 ☎内線２５３・２５４

【平塚税務署からのお知らせ】
記帳・帳簿書類の保存制度

平成26年１月から、個人で事業や不動産貸付等を行うす
べての方に、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
所得税申告の必要がない方も対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページ「個人で事業を行ってい
る方の記帳・帳簿等の保存について」をご覧ください。
http://www.nta.go.jp
問 平塚税務署個人課税第１部門 ☎（２２）１４００

町では納期限を過ぎても町税等の納付が済んでいない方に
対して、様々な納付勧奨を実施しており、その一環として訪
問納付勧奨を行っています。町職員が夜間・土日祝日に、直
接ご自宅へお伺いして税金の徴収を実施することで、滞納額
の圧縮と滞納の累積を未然に防止することを目的としていま
す。
（ご不在の場合は、納付のお願いについて記載した「不在連
絡票」をポストへ投函しています。
）
税
※金の納付は『納期限内自主納付』が原則です。納期限を
過ぎても税金の納付が済んでいない場合は、滞納処分（差
押等）を行うこともあります。納付できない事情があると
きは、速やかに税務課収納係までご相談ください。（税務課
で扱えない税等については、担当部署へ引き継ぐことがあ
ります。
）
税務課 ☎内線２５１

訪問による納付の勧奨を実施しています

22

28

27

町民課 ☎内線２７２

12

▼特別徴収義務者指定通知
平成 年度に対象となる事業
者の方に対し、特別徴収義務者
の指定を通知します。発送は
月上旬を予定しています。
▼「オール神奈川宣言」
神奈川県と県内全市町村は、
平成 年度までに、特別徴収の
完全実施を目指します。
これは、特別徴収の適正運用
を通じて、納税者の利便性向上
などの観点から、事業者や従業
員の皆さんへの周知を図りなが
ら、特別徴収の推進に取り組む

5

27

!!
12

問

問

28

28

住民基本台帳カード及び
電子証明書の発行終了のお知らせ
マイナンバー制度の導入に伴
い、住基カード及び住基カード
向け電子証明書の発行が終了し
ます。
①住基カード申請期限
平成 年 月 日（水）
時 分まで
住
※基カードは申請後、受取ま
で数日かかります。期限まで
に申請がない場合は住基カー
ドの交付は受けられません。
②住基カードの受取及び住基カ
ード向け電子証明書の発行・
更新期限
平成 年 月 日（火）
時まで
住
※基カードの申請をされてい
ても期限までに受取がない場
合は交付できません。
住基カードをお持ちの方へ
現在、住基カードをお持ちの
方は有効期限までそのままお使
いいただけます。住基カード発
行終了後に有効期限が満了した
場合は「個人番号カード」へ切
替えができます。住基カードの
有効期限内でも「個人番号カー
ド」を申請することができます
が、住基カードとの重複所持は
できないため住基カードは返納
することになります。
問

17

16

秋の叙勲・褒章
受章おめでとうございます

〜交通事故ゼロを目指し〜

中学生（第１学年）
交通安全標語入賞者
▼最優秀賞（平成 年度大磯町
中学生交通安全標語）
危ないよ
車の影に
また車

▼優秀賞
４年 宇佐美 遙（大磯小）
渡邊 なほ（大磯小）
５年 山本 健朗（大磯小）
菅野 あかり（国府小）
６年 西畠 瑚海（国府小）
町田 佳奈莉（国府小）

交通安全町民総ぐるみ大会

交通安全協力者表彰
川崎 康弘（神明町町内会）
栁田 和江（西小磯東区町内会）
土屋 キク江（西小磯東区町内
会）
山田 榮美子（西小磯東区町内
会）
粕谷 三佐子（西小磯東区町内
会）
簑島 肇（国府新宿町内会）

27

月３日付けで２０１５年秋の叙勲・褒章の受章者が発表さ
れました。
月 日（土）に第 回大磯
町内からは１名・１団体の方々が受章されました。ご功績に
町交通安全町民総ぐるみ大会を
敬意を表し、ますますのご活躍を祈念いたします。
町保健センターで開催しました。
大会当日は、交通安全協力者
秋の褒章を１団体が受章
（順不同・敬称略）
及び交通安全ポスター・標語の
秋の叙勲を１名が受章
大
表彰のほか、大会決議、交通安
※磯町在住の方は２名
瑞宝単 光 章 （ 消 防 功 労 ）
緑綬褒章（社会奉仕活動功績） 全教室を行い、交通事故撲滅の
決意を新たにしました。
なお、各表彰者は次のとおり
です（敬称略）

政策課 ☎内線２１３

小学生交通安全ポスター入賞者
▼最優秀賞
４年 髙橋 萌花（大磯小）
５年 関川 理沙（国府小）
（平成 年度大磯町小学生交通
安全ポスター）
６年 松田 依音那（国府小）

片倉 陸 （国府中）
▼優秀賞
中谷 南海（大磯中）
青木 愛夏（大磯中）
上田 樹 （大磯中）
入賞作品につきましては、町
ホームページにて公開していま
す。

27

町民課 ☎内線２６７

問

社会福祉施設奉仕団体

町民課 ☎内線267
問

弘済学園・ライフステージ悠トピア
月曜ボランティア
写真左が福島進さん、写真右が仲川鴻平さん

元大磯町消防司令

義昭（生沢）

加藤
警察庁長官、全国防犯協会連合会
会長連名防犯栄誉銀賞・銅賞を受賞！
日ごろから積極的に防犯パトロール
や啓発活動に取り組まれてこられた、
大磯町・二宮町防犯指導員連絡協議会
の福島進さんが、防犯栄誉銀賞を、仲
川鴻平さんが銅賞を受賞しました。
ますますのご活躍を期待します。

11

21

52

交通安全功労者表彰
【団体】
○中南信用金庫（大磯二宮安全
運転管理者会）
【個人】
守屋 重雄（大磯地区交通安全
協会、黒岩町内会）
三吉 克典（大磯二宮安全運転
管理者会）
三宮 健司（大磯二宮安全運転
管理者会）

▲平成27年度大磯町小学生
交通安全ポスター
関川 理沙

11

問

おめでとうございます
～地域の防犯活動に寄与～

6

長寿睦会

61-7479
町

東寿会

61-9763
３

長 者 町

長栄会

61-2738
４

山 王 町

相生会

61-0575
５

山 王 町

桃寿会

61-1269
６

神 明 町

松寿会

61-1361
７

北 下 町

長生会

61-6534
８

南 本 町

南寿会

61-1301
９

台

台町長寿会

61-2843
10

西小磯東

松山会

61-6578
11

中

丸

東長寿会

71-2306
12

中

丸

中長寿会

71-2424
13

中

丸

西長寿会

71-2817

14

国府新宿

東長寿会

72-0688

15

国府新宿

中長寿会

71-1385

16

馬

場

ゆめクラブ馬場

71-7139

17

月

京

月京長寿会

71-2518

18

生

沢

長寿会

71-1257

30

75

25

26

27

「健康づくりの意識や活動に関する調査」３年間のまとめ

スポーツ健康課
☎内線３０９

予防行動 認知度

26

ら結果の解釈には注意が必要）
○おあしすの認知度
全体の ％が、「おあしす」を
知っており、特に 代から 歳
では、認知度は約 ％、参加し
たことのある方は全体の１割強
となっていました。

操・スクエアステップなどの運
動を取り入れ、ロコモ予防や認
知症予防などを重点的に進めて
まいります。ロコモについては、
およそ半分の方が
「知っている・
聞いたことがある」と回答しな
がら、具体的な予防行動ができ
ている方は、 ％程度に留まっ
ていることから、日常の生活の
なかでできる、予防行動につい
て、今後も広くお伝えしてまい
ります。
調査の詳細については町ホー
ムページをご覧ください。

わからない

きいたこと
がある

知っている

わからない

していない

している

100％

80％

60％

40％

20％

0％

75

大磯町住民（60-75歳）のおあしす参加までのプロセス

50 60

〈期待する企画〉
健康チェック・運動・
体力測定

35

おあしす
参加者
（約１割）

○今後の「おあしす」
地域の会館を巡回する「地区
おあしす」では、希望の多い健
康チェックや体力測定、健康体

60-75歳のロコモティブシンドロームの
認知度と予防行動実施状況

問

町

おあしすを
知っているが
参加していない
（約４割）

老人クラブ連合会
「健康づくり活動」で受賞

麗
東

〈不参加理由〉
参加する必要性を感じ
ていない

おあしすを
知らない
（約５割）

大磯町老人クラブ連合会の継
続的な健康づくり活動が評価さ
れ表彰されました。
また、各単位老人クラブでは、
年間をとおして会員を募集して
います。
一緒に健康づくり 仲
･ 間づく
りをとおして心豊かな高齢期を
過ごしましょう。

高

２

福祉課 ☎内線３０２

町では、平成 、 、 年に
わたり３年間、早稲田大学との
連携により実施した、「健康づく
りに関する意識や活動について
のアンケート」の結果は次のと
おりです。
代から 歳までを無作為抽
出により、毎年３，２００名の
方に郵送でお願いし、回収率は
平均３４．０％でした。貴重な
ご意見をありがとうございまし
た。
【結果と対応について】
○健康については、
喫煙、飲酒、口腔ケア、歯科
健診受診率、生活満足度、肥満
度では、大磯町の状況は全国と
比較して健康度が高い結果でし
た。健診受診率は男性に比べて
女性が低いため、適切な情報提
供に努めていきます。また、精
神的健康不良の割合は、この３
年間でやや増加しており、「こ
ころの健康」に関するメッセー
ジの発信を増やします。
【医療費等の分析】
アンケートと併せて、生活習
慣病等の医療費の３年間の伸び
を、神奈川県と比較した結果、
大磯町ではほとんどの項目で良
好な状況にありました。（ただし
町の医療費や受診率は人口が少
なく年度の変動が大きいことか

7

１

問
連絡先
老人クラブ名

月３日〜９日は
障害者週間です

【人権相談】
人権侵害などでお悩みの方は、一人で悩まず、
人権相談（21ページ参照）をご利用ください。

私たちのまわりには障がいが
原因で、支援を必要とする方が
います。障害者週間は、障がい
者への理解を深めると同時に、
障がい者が今まで以上に社会、
経済、文化、その他のあらゆる
分野の活動に積極的に参加する
意欲を高めることを目的として
います。
障がい者の自立と社会参加に
ついて理解を深め、それぞれの
立場で考えてみませんか。

国連の「世界人権宣言」採択を記念して、日本
では毎年12月４日～10日を「人権週間」として
います。一人ひとりがお互いの違いを認め、全て
の人が個人として尊重される平和で豊かな社会の
実現に向けて、町をはじめ法務局や人権擁護委員
連合会などが様々な啓発活動を実施します。

補助犬を
知っていますか

にハーネス（胴輪）がついてい
るのが特徴です。
聴導犬
音が聞こえない方、聞こえに
くい方に生活上必要な音を知ら
せます。車のクラクションや玄
関のチャイムの音、ファックス
の着信音、目覚まし時計の音な
どを聞き分けて教えてくれます。
聴導犬と表示のある胴着が特
徴です。
介助犬
手や足に障がいのある方の日
常の生活動作をサポートします。
物を拾って渡す、ドアの開閉、
指示したものを持ってきて渡す、
着脱衣の介助、体位の変換など
を行います。
介助犬と表示のある胴着が特
徴です。
12月４日
（金）～10日（木）

☎内線315

問 福祉課

☎内線237

問 町民課

〜ご協力ください〜

～考えよう相手の気持ち
育てよう 思いやりの心～

高齢者を地域で支え合う
みんなで築こう人権の世紀

町では、５月から８月にかけて、
「高齢者生活支
援・介護予防を考える会」を開催しました。
貴重なご意見を様々いただきましたが、中でも、
「地区の取り組みや催し物に参加したいが、情報
がない。」「見守りをしてほしい。」といった声が多
く聞かれました。
高齢化が進み、現在、町の高齢化率は約32％
（約３人に１人）、更に10年後には35％を超える
ことが予想されています。一方で、核家族化や少
子化の進行により、高齢者を支える労働力や財源
に限りが生じる中で、ますます地域で高齢者を支
え合うことの重要性が増しています。
日常の中で、
「いつも点いている玄関灯が灯って
いるか」「郵便受が溢れていないか」など、すぐ
に、誰にでもできる見守りもたくさんあります。
普段から近所の高齢者の様子を見守り、世代問わ
ずお互いに声を掛け合うなど、高齢者を地域で支
え合う、そんな皆さんの温かな第一歩を進めまし
ょう。
第67回人権週間

補助犬とは？
視覚・聴覚・肢体等に障がい
のある方の自立や社会参加の促
進に重要な役割を担っている盲
導犬・聴導犬・介助犬のことを
いいます。
身体障害者補助犬法は、身体
障がい者が公共施設、スーパー
やホテル等を補助犬同伴で安心
して利用できるようにすること
を目的として制定されました。

補助犬がペットと誤解され、
飲食店等で同伴を断られること
があります。補助犬は特別に訓
練され、障がい者を助ける大切
な役割を担っています。お店の
入り口などでマークを見かけた
り、補助犬を連れている方を見
かけた場合は、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
身体障害者
補助犬マーク

福祉課（障害福祉センター）
☎（ ）４５３０
73

補助犬の種類
盲導犬
目の見えない方、見えにくい
方を安全に歩けるようにサポー
トします。交差点や段差で止ま
ったり、障害物を避けたり、曲
がり角を教えたりします。胴体

問

12

8

受付期間 12月１日（火）～15日（火）
申請書配布・受付場所
○大磯町営駅前自転車駐車場
午前６時～午後９時30分
○役場１階町民課窓口
午前８時30分～午後５時15分
（土・日・祝日を除く）
※定員を超えた場合は、抽選になります。
▼ ▼

1,550円

110円
原動機付自転車（50cc以下） 2,580円

220円
普通自動二輪車（125cc以下） 3,610円

320円

自転車

11 12

飯島酒店（北下町）、
和泉常（南
本町）、
芦川酒店（南下町）、
久保
田酒店（台町）、
地場屋ほっこり
（大磯駅前）、
ファミリーマート
大磯店（神明町）、
大磯宅配スー
パ ー （ 北 下 町 ）、㈲ 戸 塚 正 商 店
（西小磯）、
日日食堂（山王町）
販売期間
平成 年 月１日（火）〜平成
年１月 日（月・祝）

一時利用
分
区

27

平成28年１月からの定期利用を募集します！

大磯左義長保存会 芦川宅
☎（ ）０４１１
生涯学習課 ☎内線３２９
61

※定期利用は事前に申込が必要です。
※東自転車駐車場、仮自転車駐車場は11月30日をもって閉
鎖しました。

町内各地区の
文化祭を視察

月 日（日）に石神台で開催さ
れた文化祭から、各地区で行われた
文化祭を見学いたしました。
会場には、盆栽や掛け軸、絵画な
ど地区の皆さんが手掛けた数多くの
作品が展示されており、制作された
方の熱意や思いが作品を通して伝わ
ってくるかの様でした。中でも、生
沢地区で行なわれた文化祭では、相
模国府祭についてまとめたパネルが
展示されており、来場者の皆さんの
目をひときわ引きつけるものとなっ
ていました。国府祭に登場する相模
国一宮からの五社と六所神社につい
て詳しく調べており、作品への深い
思い入れを感じることができました。
人が集い、それぞれが自由に表現
する文化祭という場を通じて、出展
者や来場者同士が交流し、絆を深め
る良い機会に繋がっていると感じて
おります。
今後も文化祭が皆さんの文化活動
と交流の拠点となって行けるよう願
っております。

9

町民課 ☎内線236、237
大磯町営駅前自転車駐車場
管理人室 ☎61-6960
問

28

定期利用

問

町長が

走
走る
る！！

10

11

「大磯の左義長」の開催にご支
援をお願いします。

▼ ▼ ▼

利用方法
利用時間
駐車料金

定期利用、一時利用（1回24時間）
24時間入出庫可能

「大磯の左義長」は国指定重
要無形民俗文化財に指定され、
古い年を清算して新しい年を迎
えようとする小正月の火祭りと、
道祖神の祭りが密接に結びつい
た行事です。
大磯左義長保存会では、左義
長の開催を記念した清酒を販売
し、売上の一部を実施団体の開
催費に充てていきます。
販売協力店
大磯三河屋酒店（高麗）、
関野商
店（長者町）、
青木酒店（山王町）、

大磯町営駅前自転車駐車場が
12月１日から開設します！

61

▼

16

30

問

29

産業観光課 ☎内線２４８

②電子申請で応募の場合
町ホームページ「電子申請・
届出システム」の「大磯西行祭
献詠俳句・献詠短歌募集」から
応募できます。詳細は、町ホー
ムページをご覧ください。
締
※め切り １月 日（金）
▼その他共通事項
選
※考結果は、入選者にのみ３
月４日（金）までに通知しま
す。
入
※選句・歌は町ホームページ
や町広報等に掲載する場合が
あります。
入
※選者は西行祭にて表彰しま
すので、ご出席願います。
応
※募作品の返却や審査に関す
る問合せには応じられません。

第五十九回大磯西行祭
献詠俳句・短歌募集

平成 年３月 日（日）に開
催する西行祭の献詠俳句・短歌
を募集します。皆さんのご応募
をお待ちしています。
27

29

旧吉田茂邸担当
参与を任用

歳

－

大磯港で初日の出を見よう
〜大磯港西防波堤遊歩道の開放時間を延長します〜
月１日付けで、旧吉田茂邸
担当の参与を任用しました。
参与とは、専門的な知識・経
験を生かし、町の重要な施策に
ついて専門的・技術的な助言や
提案を行う、非常勤の特別職で
す。

あ き ひ こ

▼参与（旧吉田茂邸担当）
し ば た

柴田 明彦

28

▼ 題
俳句 雑
…詠 二句
短歌 自
…由 二首
未(発表の作品に限る )
▼募集部門
俳句
一般の部
小学生の部
中学生の部
短歌
一般の部
小中学生の部
▼応募方法
①封書で応募の場合
所定の応募用紙に、作品、住
所、氏名（または雅号）、
電話番
号 を 楷 書 フ( リ ガ ナ 付 記 ） で 明
記
締
※め切り １月 日（金）必着
所
※定の応募用紙は町役場等に
あります。また、町ホームペ
ージからもダウンロードでき
ます。
申
※込先
〒２５５ ８５５５
大磯町東小磯１８３番地
大磯町産業観光課
「西行祭献詠俳句・短歌募集」係
18

!!

大磯港港湾管理事務所
☎（ ）５７１９

56

【略歴】
昭和 年４月㈱電通入社、平
成 年３月同社退社、平成
年６月 一(社 Ｎ)Ｓ人財創造機
構設立理事就任、ＮＰＯ法人
環境立国設立理事就任、平成
年７月多様性工房㈱設立代
表取締役社長就任。
58

総務課 ☎内線２１０

問

11

18

26

問

大磯港では現在、釣りや観光
を楽しんでいただくために西防
波堤遊歩道を毎日８時 分から
開放しています。
町では、３６０度海と山に囲
まれたロケーションで初日の出
をご覧いただけるように、元旦
の開放時間を延長します。
見学場所の一つに加えてみま
せんか。
▼とき・場所
平成 年１月１日（金・祝）
大磯港西防波堤遊歩道
▼遊歩道開放時間
６時 分〜 時
気
※象条件によっては観測でき
ない場合、遊歩道の開放をし
ない場合があります。

大磯港港湾管理事務所
☎61-5719
産業観光課 ☎内線334
問

28

ポートハウスてるがさきでは、皆
さんにより快適にご利用いただくた
め、管理棟内のトップライト改修工
事を行います。
工事期間中は、トイレ及びシャワ
ー設備の運用を一時休止いたします。
レンタサイクルについては、大磯
港港湾管理事務所で受付をします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、施
設の完成をお待ちください。
期間
平成28年１月４日（月）～
平成28年２月下旬（予定）

30

ポートハウスてるがさき
一時休館のお知らせ!!

10

カラフル通信

＜いろいろおおいその場所＞

vol.6
大磯図書館●
ファミリーマート●
〒大磯郵便局

◆ 年賀状を作ろう！』
一味違う自分だけの年賀状を作ってみませんか？
とき 12月３日(木)､10日(木） 13時〜、15時30分〜
内容 パソコン初心者の方でも簡単にオリジナルの年
賀状が作れます。
費用 １人 500円
(要予約／パソコンの無い方は応相談)

◆ 自分だけの物語』ワークショップを開催！
１年の振り返り、ご自身やご家族との思い出づくり
に「自伝史」を創ってみませんか？
とき 12月９日(水) 15時〜17時
内容 ブログ等に載せるプロフィールを作ってみたい
方もＯＫです。
費用 １人 1,000円（要予約／資料、印刷、冊子代込）

◆ 大磯のCMを英語で創ろう』
大磯の素晴らしさを英語で宣伝するＣＭを創りませ
んか？簡単な英語を覚えてあなたも動画デビュー！
とき 12月16日(水） 15時30分〜17時
内容 出演者はあなた！英語が出来なくても大丈夫。
簡単な英語の台本を読むところから練習します。
費用 １人 300円

◆ いろいろおおいそ年納め交流会』
いろいろな人と交流しませんか？
私たちの知らない大磯のこと､ぜひ教えてください!
とき 12月19日(土) 17時〜19時
内容 ご家族・ご友人との参加もOKです。
奮ってご参加ください。
費用 １人 500円（要予約／飲食費別途）

◆ 大磯サンデーアートウォーク に参加しています！
｢いろいろおおいそ」がギャラリーに大変身！？
とき 12月20日(日) 11時〜18時
内容 大磯町内外から集まったアート作品を展示しま
す。お散歩がてら、遊びにきてください。

◆ 各種サービスも受付中です！』
・よろず相談、空き家相談、パソコン操作相談
・イラストレーター・フォトショップ操作相談
・貸しスペース相談 などなど
〜お気軽にご相談ください♪〜

25
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祝 成人
成人式を開催します

12

成人式を次のとおり開催しま
平成 年度新成人記念のつどいの様子
す︒対象の方には 月 日︵木︶
までに案内状を送付します︒届
かない場合は︑ご連絡をお願い
します︒
また︑町外に住所を移した方
で出席を希望する方は︑ 月
日︵金︶までにご連絡ください︒
▼と き 平成 年１月 日
︵祝・月︶
時 分〜
時 分
︵受付
時 分〜︶
▼ところ 大磯プリンスホテル
国際会議場
▼対 象 平成７年４月２日〜
平成８年４月１日生まれで︑
平成 年 月１日現在大磯町
に住民票のある方

19

成人式を体験してみませんか

申

これから成人式を迎える︑
歳〜 歳の方で︑成人式当日に
受付などのお手伝いをしていた
だける方を募集します︒
希望者は 月 日︵金︶まで
にご連絡ください︒

・
生涯学習課
☎内線３２３

問

11

●大磯迎賓舘

こんにちは！colorfulです。あたたかいものが恋しくなる季節。
おかげさまでワークショップの開催も増えてきました。
場所は「いろいろおおいそ｣、メールまたは電話にてお気軽に
お申込みください。
問 カラフル ☎（４５）０２５２
E‑mail：colorful.iroiro@gmail.com
http://www.colorful‑oiso.com/
政策課 ☎内線２０５

日高市と災害協定を締結
11月８日（日）に埼玉県日高市と「日高市と大磯
町の災害時相互応援に関する協定」を締結しました。
日高市は、埼玉県の南西部に位置し、首都40㎞圏
内で、大磯町からは圏央道の開通により車で２時間
弱の距離にあります。災害が発生した際には、この
協定に基づき、食料・飲料水及び生活必需品の提供
や救援・応急復旧に必要な職員の派遣など、相互で
応援を行います。

▲左は、日高市 谷ヶ﨑照雄市長
問

危機管理課 ☎内線２４１・２４４

●メール到達時間が従来のものより早くなります！
●防災行政無線放送の内容や、気象庁から発表さ
れた気象警報等が受信できます！
●新システムの登録方法は･･･
①左記のＱＲコードを読み取るか、
bousai.oiso-town
@raiden2.ktaiwork.jp
のアドレスに空メールを送信
②返送されたメール内の本文に記載
されているＵＲＬで登録
③登録完了メールが届いたら完了！

11月７日（土）に大磯中学校及び国府小学校の校
庭において町内各地区の方が集まり、スタンドパイ
プを使用した放水訓練を行いました。
スタンドパイプとは、大規模災害時における同時
多発火災に対応するため、地域の方々が道路等にあ
る消火栓に差し込んでホースをつなぎ放水する初期
消火を行うための資機材です。
町内各地区において地区の消火栓を利用した取扱
訓練も行われています。いざという時に備えるため、
地区の防災訓練等でぜひ体験してみてください。

問

危機管理課 ☎内線２４１・２４４
消防署 ☎（６１）０９１１

新しい防災メール配信を開始
住民の皆さんに、より迅速に防災情報をお知らせするこ
とを目的として、10月から新しい防災メールの配信を開始
しています。
従来の、easy pocketの｢大磯町緊急災害情報｣｢大磯町防
災行政無線情報」にご登録中の方は、しばらくは従来どお
りの配信も併行して行いますが、お早めに新しいメール配
信の登録をお願いします。新しいメール配信では上記２種
類の情報を統合し､｢大磯町防災情報」となります。
問 危機管理課 ☎内線２４１・２４４

安全は心と時間のゆとりから

歳末火災特別警戒を実施！

〜年末の交通事故防止運動実施〜

12月25日(金)〜31日(木)

12月11日(金)〜20日(日)の10日間、年末の交通事
故防止運動が展開され、三沢橋信号交差点において、
通行者・通行車両に対する夜間街頭見守り等を実施
します。
年末は飲酒の機会が多くなります。
「乗る人に 飲ませるあなたも 犯罪者」をスロ
ーガンに、飲酒運転を絶対にしない、させないよう
にしましょう。
明るい年末・年始を迎えるため、一人ひとりが正
しい交通ルールを守り、交通マナーの実践を習慣づ
け、交通事故をなくしましょう。
問

スタンドパイプの取扱訓練を実施

町民課 ☎内線２６７

歳末火災特別警戒実施期間中は、消防車で警鐘を
鳴らして火災予防を呼びかけます。
※火災原因の第１位は放火です。燃えやすいごみを
屋外に放置するのはやめましょう。
家庭用消火器を備えましょう。また、住宅用火災
警報器は必ず設置しましょう。未設置の住宅は設
置をお願いします。
●心がけよう
☆火気使用時はその場を離れない。
☆出かける前や就寝前は火の元の点検。
☆寝タバコ、投げ捨てはしない。
☆子供にマッチやライターで遊ばせない。
☆石油ストーブ使用時は、燃えやすい物を近づけな
いとともに、給油は火を消してから行う。
問 消防総務課 ☎（６１）０９１１

広報おおいそ 平成27年12月
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Oisoレシピが学校給食の
メニューに取り入れられました！

町立小学校・保育園の給食の献
立に取り入れられました︒
今年度も募集します

Ｏｉｓｏレシピ集は保健セン
ターに置いています︒また︑ホ
ームページでもダウンロードで
きます︒

政策課 ☎内線２０７

の飲食店もあるので休けいも
楽しみのひとつです︒ガール
スカウトの人たちが出してい
るお店では︑全て手作りの品
物で︑おいしそうなクッキー
も売っていました︒お昼ご飯
に食べたロコモコは︑ほっぺ
たが落ちるほどおいしかった
です︒
ふだん運動しない人や︑ス
ポーツが苦手な人でも遊び感
覚で気軽に色々なことを試せ
るので︑来年はぜひ遊びに行
ってみてください︒
︵松田 依音那︶

磯っ子レポート

大磯チャレンジフェスタ

月４日の大磯チャレンジ
フェスタに友達と行ってきま
した︒
これは︑毎年運動公園で行
われている色々なスポーツを
無料で体験できるイベントで
す︒毎年行列になるほど人気
なのは︑熊のジャンボ風船で
す︒中に入ると意外と広く︑
ふわふわジャンプが何才にな
っても楽しいです︒サッカー
のコーナーではドリブルやシ
ュートのコツを︑トレーニン
グのコーナーでは速く動くコ
ツを教えてくれました︒運動
や遊びに疲れたら︑たくさん

広報おおいそで紹介してい
る﹁磯っ子レポート﹂に掲載
する記事の作成をいっしょに
手伝ってくれる小・中学生を
募集しています︒
▼対象 小学５年生から中学
３年生で︑町内在住の児童
生徒︒
▼こども記者の役割
﹁磯っ子レポート﹂欄の記

事を作成します︒取材や体
験をとおしてその記録や感
想などの記事を作ります︒
▼応募方法
指定の応募用紙︵ホームペ
ージに掲載︶に記入して提
出︒
詳
※細はお問い合わせくださ
い︒
政策課 ☎内線２０７

こども記者を大募集

10

№123

!!

美化センター ☎（72）4438
スポーツ健康課
☎内線３１９
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問

問

午前： 時から11時30分
午後：13時から16時
12月26日(土)

応募内容 秋から冬にかけて町
内で収穫される食材を使ったレ
シピ︑食材にまつわる様々な情
報などをまとめて下さい︒
参加賞 ＪＡ湘南の大磯産野菜
対象 町内在住通学の小中学生
募集期間
月 日︵月︶〜１
月８日︵金︶必着
いただいたレシピはＯｉｓｏ
レシピ集ＶＯＬ．５としてまと
めます︒
12

問

午前： 時から11時30分
午後：13時から16時
１月４日(月)
：

：

12月18日(金)

Ｏｉｓｏレシピ集をご存知で
しょうか？︵本誌の裏表紙に毎
月レシピを掲載しています︒
︶
町
内の小・中学生による大磯で収
穫される食材を使ったオリジナ
ルレシピを一冊にまとめたもの
で︑現在４冊 レシピあります︒
平成 年から募集を始め今年で
６年目になります︒この度初め
て︑これからが旬の食材を使っ
た﹁かぼちゃとにんじんのポタ
ージュ﹂﹁具だくさんみそ汁﹂が

問

12月28日(月)
：

年末及び年始のごみの持ち込みなどは次のとおりです。
なお、通常、土曜日は午前のみの受付ですが、12月26日(土)
のみ、午後もごみの持ち込みを受付します。
44

【ごみ収集カレンダーを確認してください】
年末年始のごみの回収は、既にお配りしています､｢平成27年度
ごみ収集カレンダー」のとおりです。収集日を間違えないよう、
ごみ収集カレンダーをお確かめの上、収集日当日の朝８時30分
までにお出しください。
【１月４日(月)回収分の容器の配置】
１月４日(月)に回収する不燃ごみ等の容器は１月３日(日)に配
置します。
14

受付時間
日にち

内 容
個別収集受付
年内最終日
ごみの持ち込みの
受付時間を延長
ごみの持ち込み
年内最終日
ごみの持ち込み
年始開始日
：

年末年始のごみのお知らせ
22

平成28年度教育･保育臨時職員募集

教育･保育機関等で働く臨時職員を次のとおり募集します。

内 容・条 件
職 種
教育支援員(小･中学校) ・小・中学校の特別支援級や特別な配慮を要する児童・生徒の在籍する通常学級での支援
給食調理員（小学校) ・小学校での給食調理作業等
指導協力員
・学習面で支援が必要な児童・生徒への学習指導等
(小･中学校､適応指導教室) ・小学校教諭免許または中学校教諭免許を有する方
学校図書館司書
（小・中学校）

８名程度

・小・中学校の学校図書館での蔵書管理、貸出、読書指導等
・図書館司書の資格を有する方

４名程度

・英語活動及び英語指導補助等
・英語を第１母国語とし、大学卒業後に教職経験のある方

校務整備員
（小・中学校）

・施設維持管理（清掃、修繕等）
・文書等連絡物運搬
・受付及び来客対応等

４名程度
若干名

若干名

・保護者、教員からの教育相談対応
スクールアドバイザー ・教育施設への巡回訪問及び連絡調整
（大磯町教育研究所） ・心理判定実施
・臨床心理士資格を有し、相談業務の実務経験がある方

５名程度

預かり保育専任保育士 ・幼稚園の預かり保育での専任保育
・幼稚園教諭の免許を有する方または平成27年度末までに取得見込みの方
（幼稚園）

５名程度

教育支援員（幼稚園) ・幼稚園の３才児クラスや特別に配慮を要する園児の在籍するクラスでの支援

20名程度

英語指導助手
（幼稚園・保育園）
保育園保育士

・英語活動での英語指導
・英語を第１母国語とし、大学卒業後に教職経験のある方

若干名

・保育園での保育業務
・保育士資格を有する方

15名程度
５名程度

園務整備員
（幼稚園、保育園）

・幼稚園、保育園の園務作業ができる方

５名程度

・子育て支援総合センター療育相談等、訪問相談員、療育相談観察グループ相談員
・臨床心理士資格、臨床発達心理士資格、言語聴覚士資格のいずれかを有する方

５名程度

療育担当保育士
子育てアドバイザー
子育てコンシェルジュ
保健師

・療育経過観察グループ指導員
・保育士資格を有する方

若干名

・つどいの広場での利用者支援、育児相談業務等
・育児経験のある方または保育士資格、幼稚園教諭等の免許を有する方

10名程度

・子育て支援サービスの利用に関する相談業務及び利用支援等
・保健師、保育士又は職務に必要な知識、能力、経験及び相談援助の技術を有する方

若干名

・子育て支援総合センター育児相談、療育相談等
・保健師資格を有する方

若干名

子育て支援総合センター

給食調理員（保育園) ・保育園での給食調理作業等

子ども発達相談員

子育て支援課

・幼稚園での学級担任
・幼稚園教諭の免許を有する方または平成27年度末までに取得見込みの方

幼稚園教諭

学校教育課

教育相談等専門担当員 ・「心の教室」相談員としての勤務、スクールカウンセラー不在時の生徒相談及び学習補助等
（中学校）
・大学や大学院で、心理学又は教育学を専攻･専修されている方、あるいは専攻中･専修中の方
英語指導助手
（小・中学校）

採用予定数 問
30名程度
10名程度

◆受付期間
平成27年12月１日（火）〜24日（木）【郵送提出可】
◆採用予定期間 平成28年４月初旬から最長で平成29年３月下旬まで
◆提出書類 ・市販の履歴書（写真貼付及び希望職種記載のあるもの）１通
・平成28年３月に卒業予定の方は、最終学校卒業見込証明書１通
※指導協力員は、その他に教諭免許状写し（又は取得見込証明書）及び更新講習終了確認証明書（所持する場合）
※学校図書館司書は、その他に図書館司書資格証明書写し
※教育相談等専門担当員は、心理学または教育学を履修したことがわかる書類の写し
※スクールアドバイザーは、その他に臨床心理士資格証明書写し
※幼稚園教諭・預かり保育専任保育士は、その他に教諭免許状写し（又は取得見込証明書）及び更新講習修了確認証明書
（所持する場合）
※保育園保育士・療育担当保育士は、その他に保育士証写し
※子ども発達相談員は、その他に臨床心理士、臨床発達心理士、言語聴覚士いずれかの資格証明書写し
※子育てアドバイザーは、その他に保育士証・幼稚園教諭免許等写し（有資格者のみ）
※子育てコンシェルジュは、保健師証・保育士証・幼稚園教諭免許状等写し（有資格者のみ）
※保健師は、保健師免許状の写し
◆履歴書に希望職種を必ず記載してください。勤務内容、給与等その他詳細については、お問い合わせください。
問 学校教育課☎内線332 子育て支援課☎内線317 子育て支援総合センター☎(71)3377
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みんなで
つくろう！
伊福

Vol.

31

せい や

聖矢くん

お腹に優しいお雑煮

平成25年12月16日生

大我さん、 麻衣さんの次男

中学校２年生の作品
（応募当時）

お腹に優しく、美味しく、風邪の予防にもなる自慢の味です。

材 料 （4人分）
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作り方
①
②
③
④

鍋に濃いだし汁をつくる。（鶏がらだし、和風だしが良い）
①の鍋で鶏肉を煮て、酒・塩・しょうゆを入れ濃いすまし汁をつくる。
大根の皮をむきすりおろす。
フライパンに餅の片面が浸かるくらいの油をいれ、弱火〜中火で餅の
表面がきつね色になるまで揚げる。
⑤ ②の濃いすまし汁に③を入れ温める。
⑥ すまし汁に揚げた餅と斜め薄切りにした長ねぎ､かまぼこを入れて完成。

いつも甘えん坊のせいちゃん☆
これからも元気いっぱい
大きく育ってね♪

政策課

※小・中学生によるOisoレシピ集は町のホームページからダウンロードできます。
また、保健センターでも配布しています。

☎内線207

スポーツ健康課 ☎内線319

カメラスケッチ
広報カメラマン撮影

●第22回大磯宿場まつり
11/1

●大磯町子ども作品展
旧東海道山王町松並木(

●国府新宿文化祭
10/18

国府新宿福祉館
国府新宿福祉館(

町の人口と世帯
11月1日現在

上田さん撮影）

11/8

国府小学校体育館(

奥野さん撮影）

●不動川の鴨
高田さん撮影）

10/31

不動川(

杉崎さん撮影）

人口 32,390（−45）男 15,779（−21）女 16,611（−24）
世帯 12,993（−13） （ ）は前月比
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