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平成26年度 決算報告

民生費

4億3,047万円
1億4,407万円

労働費

2,120万円

農林水産業費

9,686万円

1,487万円

災害復旧費など

5,877万円

消防庁舎非常用発電設備改修

1,806万円

歳 出

9.5％

89億
3,914万円

676万円

災害・救急・救助等活動

10.7％

6億7,290万円

借りたお金の返済

教育費

7.5％
33.5％

消防救急無線整備

11.3％

【主な事業】

4億7,342万円

児童手当の支給

4億7,391万円

小児医療費助成

7,414万円

国民健康保険事業特別会計の安定した運営

3億2,958万円

後期高齢者医療特別会計の安定した運営

3億6,234万円

介護保険事業特別会計の安定した運営

3億9,244万円

計

15億5,319万円

【主な事業】

17.4％

本庁舎・保健センター 非常用発電設備改修

4,098万円

戸籍住民基本台帳の管理運営

3,819万円

防災行政無線整備等の防災対策

2,734万円

防犯対策

1,706万円

1,288万円

自転車駐車場整備・維持管理

8,943万円

支援の必要な児童・生徒への教育推進

1,734万円

情報システムの共同運営

7,862万円

小学校給食の運営

1,317万円

私立幼稚園就園補助

1,649万円

生涯学習館耐震等改修

2,533万円

図書館施設空調整備

5,395万円

旧吉田茂邸再建

6,241万円

その他（地方譲与税、地方特例交付金など）
5億2,074万円
町税：50億1,914万円
町債

5.4％
地方交付税
7億681万円

10億692万円

7.3％

1,525万円

橋りょう長寿命化修繕

1,045万円

各種健康診査・健康相談等

2,402万円

生沢月京1号線整備

7,914万円

予防接種や感染症対策

7,229万円

狭あい道路整備

3,123万円

がん検診の推進

2,456万円

生活交通の確保・路線バスに対する補助

1,880万円

(仮称)リサイクルセンター整備

2,257万円

大磯運動公園の維持管理

2,387万円

ごみの収集・運搬・処理

2億9,146万円

し尿の収集・運搬・処理

9,996万円

下水道事業特別会計の安定した運営
大磯港の維持管理

4億4,615万円

15.0％

その他（諸収入、繰
入金、繰越金など）
13億521万円

分担金及び負担金

51.7％

13.4％

7,837万円

0.8％
1.2％

■
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決
算
報
告

決算の概要を
報告します

使用料及び手数料
1億1,486万円

歳入

26

97億
1,107万円

平成 年度の歳入決算額は︑
億１︐１０７万円で前年度
と比べ１億８３８万円増えて
います︒
町の収入の根幹となる町税
については︑景気回復に伴い
個人町民税及び法人町民税が
増加しました︒また︑社会保
障財源の確保等のための消費
税率引上げにより地方消費税
交付金が増加しましたが︑い
わゆるエコカー減税の導入に
より︑自動車取得税交付金が︑
減少しています︒
今後︑人口減少や少子高齢
化などを受け︑町税の減少が
予想されるなか︑行政サービ
スを維持し︑安定した運営を
行うためには︑新たな財源の
確保などが課題となっていま
す︒

歳出

平成 年度の歳出決算額は︑
億３︐９１４万円で前年度
と比べ３億１︐７８８万円減
っています︒
主な理由としては︑ごみ処
理広域化事業による高効率ご
み発電施設整備終了に伴う負
担金の減や国民健康保険税率
引上げによる特別会計への繰
出しの減によるものです︒
歳出の約 ％を占める民生
費は︑町民の福祉に係るもの
で︑主なものは︑医療費助成
や児童手当の支給などです︒
臨時福祉給付金や子育て世帯
臨時特例給付金などの支給を
行いましたが︑待機児童対策
としての民間保育所改修への
補助の減などにより減少して
います︒
町では︑限られた財源のな
か︑心と身体の﹁健康﹂に力
点を置き︑﹁健康づくり﹂︑﹁子
育て支援﹂︑
﹁体力づくり﹂を
重点的に実施しました︒

■

89

歳 入
源
財
自主

3,986万円

※詳細は、町ホームページで公表します。

30

国・県支出金
14億5,624万円

問

☎内線２１６・２１９

救急医療（休日・夜間）

9％
2.

依存財源

【主な事業】

3

5.2％

土木費

【主な事業】

5億970万円

財政課

9億6,145万円

平
一成
般 26
年
会度

992万円

児童・生徒の健康管理

衛生費

3

障害福祉サービスの提供

総務費

6億7,290万円

8億5,171万円

1億7,207万円

高齢者支援

4億7,071万円

【主な事業】

公債費

4.8％

1億5,347万円

商工費

消防費

5.3％

心身障がい者の医療費助成

. 1％

議会費

29億9,179万円

【主な事業】

67

その他

2

平成26年度 決算報告

町の借金（町債）
と貯金
（基金）
の推移
借金
（一般会計）

（億円）

借金（下水道会計）

貯金（基金）

100
90

83億7,049万円

85億7,801万円

87億3,493万円

80
70

69億8,786万円

71億4,285万円

89億7,134万円

72億9,312万円

91億7,242万円

72億1,361万円

67億8,422万円

60
50
40
30

21億8,339万円

22億354万円

22億634万円

25億653万円

25億179万円

20
10
0
H22

H23

H24

H25

H26

■町の借金(町債)は平成26年度
末現在で、一般会計は前年
度より7,950万円減、下水道
事業特別会計は前年度より
２億109万円増となり町全体
では、163億8,603万円とな
っています。今後も厳しい
財政状況のもと下水道整備
が続くため町債の増加が見
込まれますが、将来の負担
を出来る限り増やさないこ
とに努めます。
■町の貯金(基金)は、平成26年
度末現在で、25億653万円で
前年度より474万円の増とな
っています。

平成26年度「健全化判断比率」
「資金不足比率」の状況は？ 〜町の財政健全化指標〜
財政健全化指標とは、市町村の財政が健全に維持できているかをチェックするための基準です。国が定めた５つ
の指標により、財政の悪化に応じて「早期健全化基準（イエローカード）」「財政再生基準（レッドカード）」が提示さ
れ、早期の財政悪化を発見・改善することを目的としています。
なお、町の指標は、健全な財政状況であることを表していますが、今後、人口減少や少子高齢化などを受け、歳
入が減少傾向になることが予想されるため、健全化判断比率の数値にも注視して、財政運営に努めます。
財政健全化指標

実質赤字比率①

大磯町

早期健全化 財政再生
基 準
基 準

※赤字額ではないため、
14.16%
数字は表示されません。

歳出決算額における町税、義務的経費等の推移
（億円）

100

健
全 連結実質赤字比率② ※赤字額ではないため、19.16%
数字は表示されません。
化
判
断
5.5％
25%
比 実質公債費比率③
率
将来負担比率④

資金不足比率⑤

68.0％
※不足額が発生しない
ため、数字は表示されま
せん。

町税

20%
90

30%

80

7.2％
92.8％

10.7％

89.3％

10.6％
11.0％

8.3％

89.4％
89.0％

91.7％

70

35%

350%

60
50
40

20%

投
資
的
経
費 歳
出
義 決
務 算
的 額
経
費
等

※特別会計とは…特定の収入を財源として行われるもので、 一般会計とは区分して経理 する会計
国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業を合わせた歳出決算額は、合計75億2,632万円で前年度に比べ
約3億2,222万円増となっています。
また、下水道事業の歳出決算額は、15億1,039万円で、前年度に比べ1,671万円増となっています。
特別会計名

歳入決算額

歳出決算額

国民健康保険事業 の病気やケガの場合に医療機関にかかる

H23

H24

H25

H26

概

42億2,702万円

41億2,477万円

後期高齢者医療

75歳以上の高齢者と65歳〜74歳まで
で一定の障害のある方が安心して医療
を受けられるように支援する事業

7億7,114万円

7億3,903万円

介護保険事業

介護を社会全体で支え、必要な方に介護
サービスを提供し、全ての高齢者の方に
介護予防や生活支援を行う事業

27億1,842万円

26億6,252万円

下水道事業

大雨による浸水や汚水により川や海が汚
れることなどから守るための下水道を整
備する事業

15億3,766万円

15億1,039万円

ときの医療費の補助など支援する事業

①実 質 赤 字 比 率：一般会計の赤字の大きさを示す。
②連結実質赤字比率：町の全ての会計の赤字の大きさを示す。
③実 質 公 債 費 比 率：借入金の当該年度の返済額の大きさ
（資金繰
りの程度）を示す。
④将 来 負 担 比 率：今後支払わなければならないものの大きさを示す。
⑤資 金 不 足 比 率：各公営企業（町では下水道事業）の事業規模に
対する資金の不足を示す。

グラフから分かること
○町税が微増している中で、歳出額が下がっている
ため、歳出全体において町税で賄える割合は改善
しているものの依然少ないことを表しています。
○歳出額に対し義務的経費等が占める割合が前年度
に比べて高くなっていて、道路や学校などの公共
施設の整備や新たな事業に取り組む余裕が少ない
状況です。

●後期高齢者医療
歳入は主に被保険者数の増加による保険料の増、歳出は後期高齢者医療広域連合への納付金の増となっています。
被保険者数は前年度より141人多い4,657人で、歳入に占める保険料の割合は50.8％でした。
●介護保険事業
歳入は主に第１号被保険者数が増加したことによる保険料の増、歳出は主に介護サービス利用件数が増加したこ
とによる保険給付費の増となっています。被保険者数は、前年度より293人多い10,263人で、要支援・要介護認定者
数は、前年度より54人多い1,706人でした。また、歳入に占める保険料の割合は20.9％でした。
●下水道事業
歳入は主に供用開始面積の減少による受益者負担金の減、歳出は相模川流域下水道建設事業負担金が減となって
いますが、下水道事業債を返済する公債費の増などもあり全体額は増となっています。26年度末現在の公共下水道
の普及率は70.1％、接続率は76.2％となっています。

町の一般会計を家計簿にたとえると 〜１世帯の年収を500万円とした場合〜
収 入
分

5

財政課

支 出
決 算

構成 比

258万円

51.6%

138万円

27.6%

家賃収入（財産収入等）

28万円

5.6%

借入金（町債）

26万円

5.2%

預金の取り崩し（繰入金）

32万円

6.4%

その他（繰越金など）

18万円

3.6%

500万円

100%

給料（町税）
（交付税、交付金、国県補助金）

合計

問

歳出決算額前年度比較

●国民健康保険事業
歳入は主に税率改正により国民健康保険税が増となりましたが、繰入金や療養給付費交付金は減、歳出は、入院
費用額が増加したことで保険給付費が増となっています。被保険者数は9,504人で、1人あたりの給付費は前年度よ
り１万5,912円多い28万304円で、歳入に占める保険税の割合は22.8％でした。

実家からなどの援助

【各比率の説明】

要

国民健康保険に加入している人が、万一

区
H22

特別会計決算報告

平成26年度

区

分

生活費（人件費・物件費）

構成比は
決算額の割合

決

算

構成 比

178万円

38.7%

子どもへの仕送り（繰出金）

79万円

17.2%

ローン返済（公債費）

35万円

7.6%

家の増改築など（普通建設事業費）

38万円

8.2%

医療費・学費（扶助費）

75万円

16.3%

預金（積立金）

21万円

4.6%

税金・交際費・投資など（補助費など）

34万円

7.4%

460万円

100%

合計

☎内線 216・219
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防災行政無線で

緊急地震速報を放送
▼

安全確保行動

〈裏面〉

問

配布チラシ一例
〈表面〉

14

日（土）９時〜

津波避難訓練

11

月

11

危機管理課
☎内線２４１・２４４

放送に合わせて各自で
「まず低く→頭を守り→動かない」
の安全確保行動（シェイクアウト）を
実施。
▼
防災行政無線で大津波警報を放送
▼
高台などへ素早く避難！
（可能なら隣近所に声かけをして）
すぐに近くの高台、地域で定める
「いっとき避難場所」へ避難。
※各地域のいっとき避難場所は配布チ
ラシの裏面に記載されています。
※津波浸水想定の無い地区では、放送
に合わせてシェイクアウトや避難場
所、家族との連絡方法、備蓄品の確
認を。

津波避難訓練を実施

午前９時

大規模な津波発生を想定し、
自分の身を守ることに重点を置
き、自宅等から安全な高台まで
避難する訓練を行います。
避難時は「火の始末」や「戸
締り」にも注意。訓練終了後は
「避難経路の危険箇所の有無」
「避難時間」「家族との連絡方
法」などについて家族や地域で
話し合いましょう。
海岸から離れた津波浸水想定
の無い地区では、「シェイクア
ウト」や災害に備えた確認を。
詳
※しくは広報おおいそ 月
号と同時配布予定の水色のチ
ラシをご覧ください。表面は
訓練の流れ等、裏面は地区ご
とのいっとき避難場所等が記
載されていますのでご活用く
ださい。

一般的な訓練の流れ

※津波浸水想定の無い地区には回覧でお知らせします。
※地区によって、広報おおいそと別配布になります。

防災行政無線の全国一斉試験放送を実施
地震・津波や武力攻撃などの発生時に国からの緊急情報を伝える全国瞬時警報システム
（J-ALERT）の動作確認を行うため、国から送信されるデータを使って試験放送を行います。
▼とき
11月25日（水）11時頃
▼放送内容 「これはテストです、
（３回くり返し）こちらは防災大磯です。」
※全国一斉に試験放送が実施されます。
（試験放送前に事前放送します。）
なお、天候等により試験放送を中止する場合があります。
問 危機管理課

☎内線241・244

簡易トイレを
寄贈していただきました

宝くじの助成金によって、
地区に消火資機材を整備

小田原市の山岸株式会社様より、簡易トイレを
寄贈していただき、避難所等の防災備蓄倉庫に配
備いたしました。
ありがとうございました。

コミュニティ助成事業により次の消火資機材を町
内24地区に各１台ずつ整備しました。
・スタンドパイプセット
・スタンドパイプセット用二口給水栓
各24台
（うち19台はコミュニティ助成事業により整備しま
した。）
これらの資機材は、地域の防災訓練を通じて、大
規模災害時には地域の初期消火に役立てます。
なお、11月７日（土）にはスタンドパイプを利用
した放水訓練を大磯中学校及び国府小学校で実施し
ます。

【寄贈物品】
どこでもトイレ（簡易トイレ20回／箱）…102箱

問 危機管理課

☎内線241・244

問 危機管理課

☎内線241・244

6

《住宅防火 いのちを守る
７つのポイント》

救急の日に「いそべぇ・あお
み」を一日救急隊長に任命しま
した。

61

秋の全国
火災予防運動

61

平成 年度
全国統一防火標語
「無防備な
心に火災が
かくれんぼ」

救急の現場から⑥「意外と多
い家庭で起こる事故」について

救急出動の種別には、病気や
交通事故のほかに、ケガがあり
ます。ケガの多くは、皆さんの
家庭で発生しています。そこで
今回は、家庭で起こる事故につ
いてお話しします。
ある救急現場では、高齢の男
性が階段の最後の一段を踏み外
し転倒しました。救急隊が確認
すると、頭などは打っていない
ものの、太もも付け根部分の激
痛のため動けない様子でした。
救急隊の経験から、高齢者の
皆さんは、家庭内での転倒等で
容易に骨折してしまうことがあ
ります。若年者であれば、打撲
程度で済むことでも、高齢者は
注意が必要です。
この男性は骨折し、入院・手
術が必要となり、完治するまで
リハビリも必要になりました。
高齢者の場合には、ケガが原因
で歩けなくなったり、寝たきり
になる可能性もあります。
また、乳幼児がいる場合は、

小さいもの（口の中に入る）、角
のあるもの（頭や顔をぶつけ
る）、熱いもの（やけどの原因）、
水（溺れる）、椅子、机（転落）
等、家庭内にはあらゆる危険が
潜んでいます。
例えば、子どもは好奇心が旺
盛で視界に入った物を触ったり、
口に入れたりしたくなるもので
す。子どもの視界から遠避け、
手の届かない所に置くなどの対
処で、事故を防ぐことができま
す。つまり、子どもの事故は、
まわりの大人が注意することで
予防することができるのです。

【救急隊からのお願い】

61

９月９日の救急の日に応急手
当の普及啓発を図ることを目的
として、町マスコットキャラク
ター「いそべぇ・あおみ」を一
日救急隊長に任命しました。
当日は、応急手当啓発のポケ
ットティッシュや、救急車利用
リーフレットをＪＲ大磯駅・町
役場・子育て支援総合センター
で配布しました。

問

15

10月17日（土）に第３分団、
第６分団の消防車両が新しく配
備され、引渡式を行いました。
災害時には迅速に対応できる
よう、訓練を行ってまいります。

３つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れ
るときは、必ず火を消す。
４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅
用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類及びカーテンから
の火災を防ぐために、防炎品
を使用する。
○火災を小さいうちに消すため
に、住宅用消火器等を設置す
る。
○お年寄りや身体の不自由な人
を守るために、隣近所の協力
体制をつくる。
消防総務課
☎（ ）０９１１

消防署 ☎（ ）０９１１

7

一見安全に見える家庭内にも
思わぬ危険が潜んでいます。も
う一度、家庭内を見渡し、事故
が起こりそうな物や場所を確認
することを心がけましょう。

消防署 ☎（ ）０９１１

問

☎（61）0911
問 消防署

月９日（月）から 日（日）ま
での７日間、秋の全国火災予防
運動が実施されます。
これから冬にかけては空気が
乾燥し、火災が発生しやすい季
節になります。
暖房器具等の火気を使う機会
も多くなりますので、家族一人
ひとりの
「慣れ」
や「油断」から、
火災を起こさないよう防火の重
要性を十分に自覚し、「いのちを
守る７つのポイント」を参考に、
普段の生活の中で火災を予防し
ましょう。
問

27

11

第３分団、第６分
団消防車両を更新

所等で配布します。また、町ホ
ームページからもダウンロード
が可能です。
▼申込み後のスケジュール
・入所判定結果通知送付
平成 年２月上旬
・二次受付期間（一次受付で定
員に満たなかった施設がある
場合のみ）
平成 年１月中旬（詳細は、
町ホームページでお知らせし
ます。
）

年度保育所等の利用申込みについて

▼
▼

２か月以上で、次の基準に該当
いて、常時介護が必要
する児童
●災害等の復旧のため
ただし、保育所等により入所 ●求職活動をしている
※
可能年齢は異なります。
●就学している
▼基準（保育を必要とする事由） ●虐待・ＤＶのおそれがある
保護者が次のいずれかの条件 ▼一次受付期間
に該当し、家庭において必要な
月１日（火）〜 日（火）
土日を除く
保育を受けることが困難である
※
８時 分〜 時 分（火・木
こと。
曜日は 時 分まで延長）
●居宅外・居宅内で日常の家事
以外の労働をしている
（月 時 ▼受付場所
間 １(日４時間・週４日 以)上 ) 子育て支援課（役場本庁舎１
●母親が妊娠中または出産前後 階５番窓口）
●疾病・負傷又は心身に障害が ▼入所申込用紙の配布・受付
ある
申込用紙は、 月４日（水）
●家庭に長期にわたる病人等が から子育て支援課と町内各保育
12

15

15

平成

▼

平成 年４月から新たに保育
所・小規模保育施設・認定こど
も園（保育定員分）への入所を
希望される方の支給認定申請と
利用申込の受付を開始します。
希望される方は、次の日程で
受付を行いますので手続きをし
てください。
なお、町外の保育所等を希望
される方も大磯町で受付を行い
ますが、希望される市町村によ
って受付期間が異なりますので、
必ず該当市町村にお問い合わせ
ください。
▼対象児童
平成 年４月１日時点、生後
15 17

11

30

19

28

28

子育て支援課
☎内線３１８

「女性の人権ホットライン」
強化週間を実施します
女性をめぐるさまざまな人権
問題について、神奈川県人権擁
護委員連合会の人権擁護委員及
び法務局職員が、終了時間を延
長して相談に応じます。
夫・パートナーからの暴力や
セクシャルハラスメントなど、
女性にかかわる人権問題につい
てご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られ
ます。ひとりで悩まず、ご相談
ください。
▼とき
月 日（月）〜 日
（日）８時 分〜 時（ただし
土・日曜日は 時〜 時）
▼ナビダイヤル
☎０５７０ ０７０ ８１０
（全国共通ナビダイヤル）

16

22

※電話からは接続できません

10

19

17

－

11

30

－

町民課 ☎内線２３７

IP

問

問

もあなこびとのこや（小規模保育施設）
住所 大磯町大磯1668 1F
☎（26）5692

64

町立国府保育園（認可保育所）
住所 大磯町生沢438
☎（72）1765

28

サンキッズ大磯（認可保育所）
住所 大磯町東町１－13－33
☎ （61）2641

28

28

町内の保育施設

8

い病気とその対処方法～

11月16日（月）14:00～16:00
・場

所

保健センター研修室
・内

容

小児看護

い。申請期限後の申請は、給付金が受けられなく

なりますのでご注意ください。記入方法などが分

からない場合は、お問い合わせください。

※公務員以外の方は、「児童手当・特例給付現

況届」の裏面が子育て世帯臨時特例給付金の

申請書欄となっています。現況届が未提出の

方は、給付金の支給審査ができないため、現

況届を至急ご提出ください。

※公務員の方は、職場から申請書および児童手

当受給状況証明書が交付されますので、必要

事項等を記入し、申請期限内にご提出をお願

いします。

▼申請手続きに必要なもの
①健康保険証（受給者と子）
②印かん
父・母または養育者、同居の
※
扶養義務者の所得証明書が必
要な場合があります。（児童扶
養手当該当者は不要。
）
▼現況届の提出
医療証の有効期限は、毎年
月 日までです。現在医療証の
交付を受けている方は、 月中
に現況届の提出が必要です。
子育て支援課
☎内線３０６

なお、
「 臨時福祉給付金」の申請期限は、平成

しているお子さん
▼次のいずれかにあてはまる方
は、該当しません。
・健康保険に加入していない
・生活保護を受給している
・お子さんが児童福祉施設や里
親に預けられている
・障害者医療費給付事業対象者
▼所得制限
父・母または養育者、同居の
扶養義務者の所得により判定を
します。また、申請月により判
定する所得の対象年度も異なり
ますのでご注意ください。

ひとり親家庭等医療費助成制度のご案内

対象となる方は期限までに必ず申請してくださ

この制度は、ひとり親家庭等
でお子さんを養育している方と
そのお子さんの医療費の自己負
担額（入院時食事負担金を除く）
を助成する制度です。
▼対象となる方
次に該当するお子さん及びそ
のお子さんをひとりで養育して
いる方
・ 歳に達する日以降の最初の
３月 日までのお子さん
・ 歳未満で一定の障がいがあ
るお子さん
・ 歳未満で高等学校等に在学

11月30日（月）
までに申請を！
！

18

20

20

31

「子育て世帯臨時特例給付金」は、
申請期限が迫っています！

12

●子育てに係わるボランティア
等研修会参加者募集！
現在、保育ボランティアやフ
ァミリー・サポート・センター
の会員等でない方も参加できま
す。興味のある方はぜひご参加
ください。

無料

11

確認じゃ

子どもの好きな方、育児経験
のある方、何かしてみたい方！
あなたの余暇や得意なことを生
かして地域の子育ての応援に参
加してみませんか？
●大磯町保育ボランティア
町の事業や健診に参加する方
のお子さん（未就学児）をお預
かりし保育します。

・「臨時福祉給付金」

時

子育て支援課
☎内線３０５・３０６
ファミリー・サポート・セン
ターについては、子育て支援総
合センター
☎（ ）３３７７

9

☎内線303

福祉課

☎内線305

子育て支援課

・参加費

研修会も実施します！

●ファミリー・サポート・セン
ター（援助会員）
町内に在住するお子さん（生
後３か月〜小学校６年生まで）
に対する保育支援を行います。
・自宅でのお預かり
・塾への送迎 など
それぞれの事業の詳細はお問
※
い合わせください。

・「子育て世帯臨時特例給付金」

不要

31

問・申

・申込み

久美子氏
和田
東海大学准教授
師
・講

～子どもに起こりやす

・日

71

問

28年1月18日(月)までです。

～研修会日程～
問

地域の子育ての応援に
参加しませんか？

−

17

−

−

28

29

10

広報おおいそ 平成27年11月

マイナンバー通信︵その４︶

氏名の変更を伴う戸籍の届出に
民間企業でもマイナンバーを
取扱います︒
来庁される際は﹁通知カード﹂
民間企業は︑従業員の健康保 または﹁個人番号カード﹂を必
険や厚生年金の加入手続を行っ ずご持参ください︒
たり︑従業員の給料から源泉徴 ◎マイナンバー制度に関するお
収して税金を納めたりしていま 問い合わせは︑
す︒また︑証券会社や保険会社 マイナンバーコールセンター
等の金融機関でも︑利金・配当 ︻日本語窓口︼
金・保険金等の税務処理を行っ ☎０５７０ ２０ ０１７８
︻外国語窓口︼
ています︒
平成 年１月以降︵厚生年金︑ ☎０５７０ ２０ ０２９１
健康保険は平成 年１月以降︶ ︵通話料金がかかります︶
は︑これらの手続を行うために 平日９時 分〜 時 分
マイナンバーが必要となります︒ ︵土日祝日・年末年始を除く︶
そのため︑企業や団体に勤める ホームページ︵内閣官房︶
方や金融機関と取引がある方は︑ http://www.cas.go.jp/jp/seis
勤務先や金融機関に本人や家族
aku/bangoseido/
のマイナンバーを提示する必要 ◆次号掲載予定のマイナンバー
通信︵その５︶では︑﹁マイナ
があります︒
また︑民間企業が外部の方に ンバーの安心・安全の確保﹂に
講演や原稿の執筆を依頼し︑報 ついてお知らせします︒
酬を支払う場合︑報酬から税金 ︵仮称︶大磯町個人番号の利用
の源泉徴収をしなければなりま 及び特定個人情報の提供に関す
せん︒そのため︑こうした外部 る条例の制定に対する意見を募
の方からもマイナンバーを提供 集しています︒
▼募集期間
月９日︵月︶ま
してもらう必要があります︒
で
通知カードや個人番号カードの
記載内容に変更があったとき
詳
※細については政策課へ連絡
通知カードと個人番号カード もしくは町ホームページをご覧
はカードの記載内容︵氏名・住 ください︒
政策課 ☎内線２５７
所・生年月日・性別・個人番号︶
町民課 ☎内線２７２
に変更があった場合︑町役場へ
届け出ることになります︒変更
後の新しい情報をカードに記載
する必要がありますので︑転入
や転居などの住所変更の届出や

−

﹁マイナンバーを使う場面﹂

勤務先

平成 年 月中旬から 月下 は必要ありません︶
旬にかけて︑順次マイナンバー
マイナンバーの利用について
が記載された通知カードが住民 は︑平成 年１月以降︑社会保
票の住所に簡易書留で届きます︒ 障︑税︑災害対策の分野で行政
そのマイナンバーを使う場面に 機関などに提出する書類にマイ
ついてご紹介します︒
ナンバーを記載することが必要
になります︒
例えば︑所得税の確定申告の
場合︑平成 年２〜３月に行う
平成 年分の確定申告からマイ
ナンバーを記載することになり
ます︒
国の行政機関や地方公共団体
などにおいて︑マイナンバーは︑
社会保障︑税︑災害対策の分野
で利用されることになります︒
このため︑年金・雇用保険・
医療保険の手続︑生活保護・児
童手当・その他福祉の給付︑確
定申告などの税の手続きなどで︑
申請書等にマイナンバーの記載
を求められます︒
また︑税や社会保険の手続き
においては︑事業主や証券会社︑
保険会社などが個人に代わって
手続きを行うことが出来る場合
もあります︒このため︑勤務先
や証券会社︑保険会社などの金
融機関にもマイナンバーの提示
を求められる場合があります︒

4567 ･･････

30

11

顧客の個人番号を法定調書
等に記載して税務署などに
提出します

11

マイナンバーを提示する時の
注意事項

・・
・
・

マイナンバーの通知や利用、個人番号
カードの交付などの手続きで、国の関
係省庁や地方自治体が口座の情報や、
個人の情報、お金やキャッシュカード
を要求することは一切ありません。
従業員やその扶養家族の個人番
号を源泉徴収票等に記載して税
務署や市区町村に提出します

勤務先にマイナンバー
を提示し、源泉徴収票
等に記載します

1234 ･･････

マイナンバー制度に便乗した
不審な電話等にご注意ください！
3456 ･･････

10

通知カードは全ての方に送ら
れますが︑顔写真はありません︒
本人確認のときには︑別途顔写
真が入った証明書などが必要と
なる場合があります︒︵個人番
号カードの場合は証明書の提示

マイナンバーは次のような場面で使います
す。

28

市区町村

児童手当、その他福祉給
付等の手続きの際に市区
町村にマイナンバーを提
示します

金融機関

証券会社や保険会社等に
マイナンバーを提示し、
法定調書等に記載します

27

28

29

問

30

▼中村晴夫さん

▼須藤茂さん

▲平成26年度大磯町交通安全ポスター

町長が

走
走る
る！！

㊾

10

卓話集会︵全
開催終了

地区︶

24

19

第 回

21

大磯町交通安全
町民総ぐるみ
大会を開催

問

24

９月 日︵日︶に行われた西小磯
東地区を最後に︑全 地区で開催を
した卓話集会が終了いたしました︒
﹁みんなで話そう！﹃将来のまちづ
くり﹄﹂をテーマに︑６月 日︵金︶
の石神台での開催を皮切りに︑合計
４４８名の町民の方にご参加いただ
き︑町の将来について語り合いまし
た︒
町民の皆さんが身近に感じる問題
や町の財政︑教育︑健康︑空き家問
題︑観光など議論は多岐に渡り︑普
段皆さんが考えている︑町をより良
くするためにはどうすれば良いのか
という貴重なお考えをいただくこと
が出来ました︒また︑町での対応が
難しい部分は自治会主導で︑行動を
起こしていきたいという自発的なご
意見もいただきました︒
卓話集会の開催にあたり︑ご協力
いただいた各地区の区長並びに地区
の役員の方々︑そして参加いただい
た町民の皆さんに対してお礼を申し
上げるとともに︑今回の卓話集会で
いただいた貴重なご意見を今後の町
政に役立てて行き︑今後も皆さんと
ともにまちづくりを行ってまいりま
す︒

27

52

交通安全意識の向上と交通事
故防止の徹底を図るため︑﹁第
回大磯町交通安全町民総ぐる
み大会﹂を開催します︒
▼とき
月 日︵土︶ 時から
▼ところ
保健センター２階研修室
▼内容
①交通安全ポスター・標語表彰
②交通安全協力者・功労者表彰
③大会決議
④交通安全教室
52

11

町民課 ☎内線２６７
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▼北風純子さん

▲西小磯東
安全安心パトロール会

おめでとうございます
〜地域の防犯活動に寄与〜関東防犯協会連絡協議会会長・
関東管区警察局長連名表彰︑︵公社︶神奈川県防犯協会連
合会会長感謝状などを受賞！
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︑元大磯町・二宮町
防犯指導員連絡協議会の今井章
治さんが︑関東防犯協会連絡協
議会会長・関東管区警察局長連
名表彰を︑西小磯東安全安心パ
トロール会の中村晴夫さんが︑
︵公社︶神奈川県防犯協会連合
会会長感謝状を受賞しました︒
また︑︵公社︶神奈川県防犯協
会連合会会長・神奈川県警察本
部長連名感謝状を高麗防犯パト
ロール隊の須藤茂さん︑石神台
ガーディアンの北風純子さん︑
西小磯東安全安心パトロール会
さんが受賞しました︒
ますますのご活躍を期待しま
す︒
▼今井章治さん

町民課 ☎内線２６７
問

住宅をスマート化しませんか

これからは
創エネ！蓄エネ！省エネ！

「スマートエネルギー設備」導入費用の一部を補助します
住宅をスマート化すると？
①
②
③

太陽光発電システムや家庭用燃料電池（エネファーム）などの機器でエネルギーを創る。創エネ
蓄電池に余ったエネルギーを貯める。蓄エネ
ＨＥＭＳ(※)でネットワーク化し、電気の使用量・発電量を管理。省エネ

※ＨＥＭＳとは家庭全体のエネルギーを管理するシステムです。

④

太陽光発電システムなどの自家発電に加え、電気自動車の充電設備を併用することでランニングコスト
を抑えることが出来る。

→

節電や二酸化炭素の削減、家計の光熱費の削減につながります！！

対象設備と補助金額
補助対象設備
ＨＥＭＳ機器
【必須】
住宅用太陽光
発電システム

補助金額
上限１万円

こんなメリットがあります！
住宅内のエネルギーの使用状況を常に把握することができ、エネルギーの「見
える化」と「制御」が可能になります。

自然エネルギーを活用するため、環境負荷の低減につながり、発電した電力を
上限５万２千円
自家消費することで電気代の削減になります。また、余った電力は充電するこ
（１kWあたり１万５千円）
とができます。

家庭用燃料電池
システム

上限５万円

燃料電池を採用しており、発電時に二酸化炭素や有毒ガスが出ないため、環境
負荷の低減につながり、発電した電力を使用することで電気料金の削減になり
ます。また、発電時に発生する熱を利用して、温水を取り出し、お風呂や給湯
に利用することができます。

定置用
リチウムイオン
蓄電システム

上限５万円

災害時（停電時）に太陽光発電システム等で貯めておいた電気を使うことがで
きます。また、夜間電力で蓄電池に電気を貯め、貯めておいた電気を昼間に使
うことで、電気代を削減することができます。

電気自動車
充給電器

上限５万円

自宅に充電設備をおいて、電気自動車に乗らない夜間に充電をしておくことが
できます。また、太陽光発電などの自家発電を加えて利用すれば、ランニング
コストが安く済みます。

※ＨＥＭＳ機器と併せて､上の設備のうち１つ以上の設備を設置する場合に､補助の対象になります。
※ＨＥＭＳ機器、または、その他の設備のみの設置では、補助の対象となりません。

○対象者 平成28年３月15日までに町内の自ら居住するための住宅にスマートエネルギー設備の設置が完了できる方
○申請手続き 工事着工前までに、補助金申請書にシステムの仕様書等を添えて申請してください。予算の範囲内で
の助成なので年度途中で終了する場合があります。お早めにお申し込みください。
申・問 環境課（美化センター内) ☎ (72)4438

今日からはじめよう！
ごみのダイエット通信㉝

みなさんのご家庭で︑ きます︵目安は１分ほ
簡単に取り組める﹁ご ど︶
︒
みの減量化・資源化の ⑤油を切り︑塩︑コシ
方法﹂を紹介するごみ ョウで味付けしたら︑
のダイエット通信︒
香ばしい香りと︑さく
今回のテーマは︑エ さくした歯ごたえがお
コクッキングです︒捨 いしい里芋の素揚げの
ててしまいがちな里芋 出来上がりです︒
の皮を有効利用した素
ごみとして捨てられ
揚げの作り方をご紹介 がちな里芋の皮も︑工
します︒
夫ひとつで食材に早や
変わり︒捨てる前のひ
と工夫で生ごみの減量
に挑戦しましょう︒
火
※の元には十分注意
してください︒

適量
適量
適量
適宜
適宜

★過去に掲載したダイ
エット通信を町ホーム
ページに掲載していま
す︒ごみの減量化︑資
源化の取組みの参考に︑
ぜひご覧ください︒

環境課︵美化セン
ター内︶☎︵ ︶４４
３８
72

☆材料
里芋の皮
天ぷら粉
油
塩
こしょう

☆作り方
①水につけ︑タワシで
よく洗った里芋の皮を
使います︒皮は少し厚
めに︑長めに剥くよう
にします︒
②キッチンペーパーで
水分をとります︒
③ボールの中で天ぷら
粉を下粉としてまぶし
ます︒
④緩めに溶いた天ぷら
粉に皮をくぐらせ︑何
枚かを一緒に揚げてい
問

広報おおいそ 平成27年11月

12

問

72

こんにちは 保健師です
がん検診の申込みが増えています！

が出た時には﹁がん﹂は進行し
ていることが多く︑治療の選択
肢が少なくなったり︑治療の効
果が出なかったりすることもあ
ります︒早期発見ができれば早
期治療につながり︑治る確率も
高くなります︒
罹る人が多い﹁がん﹂
︑
治療法が
確立した﹁がん検診﹂を実施
町では︑胃・肺・大腸・乳・
子宮頸がんの五つのがん検診と︑
前立腺がん検診︑胃がんリスク
︵ピロリ菌など胃がんになりや
すいかを判定︶検診を実施して
います︒﹁がん﹂の種類はいろい
ろありますが︑町では︑多くの
人が罹るがんで︑負担の少ない
検査︑治療方法が確立している
がん検診を行っています︒
がん検診で他の病気の治療につ
ながることも
﹁がん検診では︑﹁がん﹂に移
行する手前の状態といわれる大
腸ポリープや萎縮性胃炎などが
見つかり︑治療できることが多
くあります︒また︑肺がん検診
がきっかけで︑心筋梗塞の発作
を起こす手前で治療ができたと
いう方も実際にありました︒
自覚症状がないうちの早期発
見︑早期治療が大切です︒
﹁あなたとあなたの大切な人
のためにがん検診を受けてくだ
さい︒ ｣
スポーツ健康課 小川
☎内線３０８

問

飼い主のいない猫の

30

不法投棄は
犯罪です！

20

40

40

40

20

﹁不法投棄をしない！
させない！ ゆるさない！﹂

このところ︑芸能人が﹁がん﹂
不妊去勢手術費助成制度
闘病の末亡くなったり︑闘病を
町では︑人と猫が共生できる 告白し︑が｢ん検診﹂の大切さを
まちづくりを目指し︑飼い主の 訴えるなど︑大きなニュースと
いない猫のふん尿等による生活 なりました︒この影響からか︑
被害を防止し︑また不必要な繁 町のがん検診の申込みがこれま
殖による猫の増加を抑えるため でに無い勢いで入っています︒
に︑飼い主のいない猫の不妊去 がんはどんな人がなるのか
勢手術費の助成を行っています︒ ２人にひとりが﹁がん﹂にな
り︑３人に１人が﹁がん﹂で命
▼助成対象者
町内に住所を有し︑町内に生 を落としています︒誰もが罹る
息する﹁飼い主のいない猫﹂の 可能性があるのが﹁がん﹂とい
う病気です︒
不妊去勢手術を実施する方
歳以上は﹁がん年齢 ｣
▼助成額
﹁がん細胞﹂は︑どんな人の
・不妊手術︵メス︶一匹３千円
・去勢手術︵オス︶一匹２千円 体でも毎日生まれていますが︑
助成額を超えた手術費用はご 体内の免疫細胞が︑毎日がん細
※
胞を消し去っています︒ある日
負担をお願いします︒
を境に︑﹁がん細胞﹂を消しきれ
▼器具の貸出し
不妊去勢手術を行うにあたり︑ ずに残り︑﹁がん﹂が増え始めま
ご自身で捕獲が難しい場合は︑ す︒
歳代は︑﹁がん﹂を消し去る
捕獲器の貸出しを行っています︒
猫
※も法律で守られています！ 免疫細胞の力が弱まり始める頃
﹁動物の愛護および管理に関 で︑﹁がん﹂に罹りやすい年齢と
する法律﹂により︑みだりに殺 なります︒ 〜 歳代に罹患の
したり傷つけると２年以下の懲 ピークのある子宮頸がん検診は︑
歳からですが︑その他のがん
役又は２００万円以下の罰金︒
捨てたり︑餌をやらず衰弱させ 検診は︑ 歳から積極的に受け
虐待したら１００万円以下の罰 ていただきたいのです︒
症状がないから検診しかない
金に科せられます︒
１個の﹁がん細胞﹂が数十年
かけて１ｃｍくらいに成長する
と言われています︒その間の自
覚症状は全くありません︒症状
・
環境課︵美化センター内︶
☎︵ ︶４４３８
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申

72

〜 月は不法投棄撲滅強化月間〜
町では︑ごみの不法投棄を無 不法投棄の無い明るい町を目指
くすために︑パトロールやごみ して
の撤去を行っていますが︑山間
きれいな環境づくりには︑皆
部などでは︑電化製品などの不 さんの協力が必要です︒
法投棄が後を絶ちません︒
﹁美しいまちづくり条例﹂に
不法投棄されたごみは︑土地 より︑土地の所有者は不法投棄
の所有者が処理することになり︑ がされないように︑土地の適正
被害を受けた方にとって大変な な管理に努めなければなりませ
負担となります︒
ん︒
空き地や山林の所有者の皆さ
んには︑不法投棄されにくい環
﹁ポイ捨て﹂も不法投棄！
境づくりのために︑柵の設置や
軽い気持ちから空き缶やた
看板の掲示等にご協力をお願い
ばこの吸い殻を投げ捨てたり
します︒
する行為も立派な不法投棄で
す︒
﹁美しいまちづくり条例﹂で
もポイ捨てを禁止しています︒
︵違反した場合は罰金が課せ
られる場合があります︒︶
豊かな自然に恵まれた大磯
の環境を守るため︑私たち一
人ひとりが普段からポイ捨て
をしないように心がけましょ
う︒
環境課︵美化センター内︶
☎︵ ︶４４３８
問

11

家庭から出たと思われる不法投棄物

カ ラフル
通
信

こんにちは！すっかり秋めい
です︒
てきましたね︒ colorful
深まる秋につれて︑ いろんな企
画を考案中！
︻地域の魅力発見塾︼
〜ZINE
︵ジン︶
をつくろう〜
町の魅力を発信するZINE
︵小冊子︶づくりに参加しませ
んか？
▼とき
月３日︵火・祝︶
▼ところ いろいろおおいそ
▼対象 町内在住の小学生
取
※材を行いますので保護者同
伴でお願いします︒
▼内容 取材の仕方や原稿の書
き方などを学んだ後︑﹁大磯の
好きな所﹂をテーマに町内で取
材を行い記事にします︒
▼参加費 １人 １︐０００円
保
※護者の方は無料です︒
Z
※INE︵小冊子︶ 部含む
▼申込み メールにて申し込み
をお願いします︒詳細は返信メ
ールにてお知らせします︒
ZINEとは︑自作の文章や
絵︑写真等を少量印刷し︑ホチ
キス等で綴じた小冊子のこと︒
﹂︵雑誌︶が語源と
﹁ magazine
されています︒
︻いろいろおおいそ 活用法︼
こんなときに！
●ウェブから印刷したい …
11

10

大磯図書館●

〒大磯郵便局

●大磯迎賓舘

ファミリーマート●

45

↓印刷できます！
●少人数で打ち合せをしたい …
↓会議室つかえます︒
●ハンドメイドのモノ︑売って
みたい …
↓相談しに来てください︒作品
を置けるスペースもあります！
●あんなことやってみたい︑こ
んなスペースの使い方をしてみ
たい …
↓まずは気軽に︑遊びに来てく
ださい！
■いろいろなサービスもありま
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

＜いろいろおおいその場所＞

カラフル☎︵ ︶０２５２

colorful.iroiro@gmail.com
政策課 ☎内線２０５

問

vol.5

任 期 付 職 員 を 募 集
職

種

人員／給与

①任期付短時間勤務職員
（事務職）
②任期付短時間勤務職員
（保健師）
各職種若干名／町給与規定による
①一般行政事務

業 務 内 容
受 験 資 格
勤務形態等

②地域保健事業における健康相談、保健指導、訪問指導業務ほか
・学校教育法で定める高等学校卒業以上で、平成９年４月１日以前に出生した人
・②は保健師の資格を有し、健康相談、保健指導、訪問指導等の知識経験を有している人
・勤務時間：週31時間勤務（土、日、祝日の出勤や時間外勤務等も有）
・勤務場所：本庁舎又は町内の公共施設

任 用 期 間

平成28年１月１日〜平成28年３月31日
（ただし任用期間満了の翌日から最長で２年間まで延長となる場合もあります。）
・採用試験申込書（写真１枚貼付） １通

提 出 書 類

・小論文（800字以上1,200字以内）
・保健師免許の写し（②の応募をする方のみ）

申 込 期 間

11月4日(水)〜11月17日(火)【土・日を除く】 ８：30〜12：00、13：00〜17：15

申 込 方 法

※本人が直接持参（申込先：町役場３階総務課）

一 次 選 考

小論文試験

二 次 選 考

個人面接
（一次選考合格者に通知 ) 12 月上旬実施予定

試 験 会 場

大磯町役場本庁舎を予定

受験案内採用

町ホームページからダウンロードするか、または、総務課窓口でも配布しています。

試験申込書

※詳細は町ホームページ・受験案内にてご確認ください。
問 総務課

☎内線２１０
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大磯一周駅伝大会 〜たすきをつなげ! 20.2㎞〜

第62回

恒例の大磯一周駅伝大会が開催されます。出場チームを募集しますので奮ってご参加ください。
すので奮って
てご参加ください。

（日）
平成 28 年 1 月 17 日
▶コース 大磯中学校スタート〜運動公園ゴール(下記地図参照）
開会式：8：20 〜
スタート：9：00
▶申込み スポーツ健康課 （保健センター１階）
にある申
▶参加資格 ・地区チーム（同一地区在住者で中学生以上） 込用紙（町ホームページ上でもダウンロードできます）
に必要事項を記入して提出
・団体チーム（町在住・同一事業所在勤・同一学校在
学等の中学生以上）
（監督 1 人、選手 6 人、補欠 3 ▶申込み 12 月 4 日（金）まで
人以内）
※参加チーム多数の場合、抽選（地区チーム優先）
▶とき

▶コースの概略と距離
【総距離 20.2㎞】

大磯一周駅伝大会コース図（スタートは大磯中学校になりました）
《4区 3.3km》
黒岩公民館

4 大磯町消防団
第9分団前

大磯
恒道園

藤沢
塗装店

西久保バス停

普門寺
バス停

5

3

3 第3中継所
4 第4中継所

県立
おおいそ
学園

《3区 3.4km》
新

道

海

東

JR

アマダ
グループ
大磯寮

線

守屋庭園資材
石神台南公園

六所神社前
JR東海道線

化粧坂交差点

5 第5中継所
西乃池橋

幹

2 第2中継所

東の池

小田原厚木道路
大磯インター前

虫窪スポーツ広場前

1 第1中継所

《5区 2.3km》

生沢会館前
生沢
架道橋

S スタート

王福寺

G ゴール

運動公園
ゴール G

神明架道橋先

大磯中学校

《6区 3.0km》
馬場公園

バーミヤン
大喜工業

《1区 4.0km》

大磯町
商工会舘

スタート S

大磯
郵便局

城山トンネル

中丸会館

2

鴫立庵

城山公園
大磯警察署

1

福祉センターさざれ石前

《2区 4.2km》

《１区》大磯中学校〜第1中継所
（福祉センターさざれ石前）
「4.0㎞」
《２区》第１中継所〜第２中継所
（六所神社前）
「4.2㎞」
《３区》第２中継所〜第３中継所
（虫窪スポーツ広場前）
「3.4㎞」
《４区》第３中継所〜第４中継所
（大磯町消防団第９分団前）
「3.3㎞」
《５区》第４中継所〜第５中継所
（生沢会館前）
「2.3㎞」
《６区》第５中継所〜ゴール
（運動公園多目的広場）
「3.0㎞」

※大会当日は、コース沿道に皆さんの盛大なご声援をお願いします。また、選手の安全な走行を確保するため、コース上へ
の駐車はご遠慮ください。皆さんのご協力をお願いします。

第３回

大磯小学生駅伝大会

大磯小学生駅伝大会を大磯一周駅伝大会と同日に開催します。次のとおり小学生の出場チームを募集しますので
奮ってご参加ください。

（日）
平成 28 年 １月 17 日
開会式：11：00
スタート：11：15
（代表
▶参加資格 町在住・在学の小学４年生以上で構成するチーム
者
（保護者）
１人、選手４人、補欠２人以内 合計７人以内）
▶コース 大磯運動公園内周回コース（総距離 3.8㎞）
全４区間（１区 1.25㎞、２〜４区 0.85㎞）

▶とき

▶申込み スポーツ健康課
（保健センター１階）
にある申込用
紙（町ホームページ上でもダウンロード可）に必要事項を
記入して提出
▶申込締切 12 月 4 日（金）
参加チーム多数の場合、抽選
（地区チーム優先）

問

11
22

61

71

15
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大磯ふれあい農水産物まつり
２０１５

22 21

☎内線324

育｢てよう 地域の農業・漁業 地域
との共生 を｣テーマに︑ 町内で生産され
た果物や野菜などの品評会及び農産物や
鮮魚等の直売・模擬店を開催します︒
▼とき
月 日︵日︶９時〜 時
▼ところ 大磯港内
▼内容 農水産物等の直売︵柿・みかん・
野菜・手作りこんにゃく・鮮魚・海産物
等︶︑堆肥・牛乳の無料サービスなど

11 11

農産物品評会

出品物の一般公開
▼とき
月 日︵土︶ 時〜 時
月 日︵日︶９時〜 時
▼ところ 大磯港港湾管理事務所
出品物の販売
▼とき
月 日︵日︶ 時
駐
※車場は台数に限りがありますので︑
車でのご来場はご遠慮ください︒
買
※い物袋持参に協力をお願いします︒
産業観光課 ☎内線２６３
ＪＡ湘南大磯支所 ☎︵ ︶２５１１
漁業協同組合 ☎︵ ︶０９４０
問

スポーツ健康課

広報おおいそ 2015年11月号 大磯町役場発行 政策課編集 〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183番地 ☎0463-61-4100 FAX0463-61-1991 http://www.town.oiso.kanagawa.jp/

みんなで
つくろう！
工藤

み

ゆ

み
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中学校２年生の作品
（応募当時）

海結ちゃん 未織ちゃん

平成24年5月29日生

Vol.

平塚土ねぎをつかった大盛りマーボー豆腐

平成26年2月19日生

嘉也さん、 日香里さんの長女、次女

野菜や豆腐から出る水分を考えて味を濃い目につける加減が難しかったです。

材 料 （7人分）
豚ひき肉
玉ねぎ
エリンギ
水
Ａ 合わせみそ
砂糖
しょうゆ
絹ごし豆腐
Ｂ 片栗粉
水
土ねぎ
ごま油

作り方

先月に横浜から大磯町に引っ越してきました！
自然いっぱいでのんびりしてるいい所！
これからも姉妹仲良く過ごせそう♡

政策課

６００ｇ
１個
１本
５００ｃｃ
８０ｇ
大さじ５
４０ｃｃ
４丁
大さじ１
７０ｃｃ
１本
適量

①
②
③
④
⑤

玉ねぎとエリンギをみじん切りにし、豚ひき肉と強火で炒める。
中まで火が通ったら水を加えて5分ほど煮る。
Ａを加え、大き目の一口大に切った絹ごし豆腐を加え、５分ほど煮る。
Ｂを合わせて水溶き片栗粉を作り、③に加える。
全体にとろみがついたら、刻んだ土ねぎを入れて軽く火を通す。
※お好みで豆板醤を入れるとピリ辛でよい。
⑥ 最後にごま油を適量ふりかけて完成。
※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

●園児たちの芋ほり体験

●今年のスーパームーン
10/13

●大磯チャレンジフェスタ
10/4

町の人口と世帯
10月1日現在

大磯運動公園(

上田さん撮影）

生沢(

杉崎さん撮影）

9/28

北浜海岸(

高田さん撮影）

●おおいそ邸園コンサート
9/20

旧吉田茂邸(

奥野さん撮影）

人口 32,435（＋1）男 15,800（＋2）女 16,635（−1）
世帯 13,006（＋12） （ ）は前月比
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