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シェイクアウトおおいそ

町内の学校・園で防災行動訓練（シェイクアウト）
を行います。皆さんも各家庭で取り組みましょう。

災害はいつ起こるか分かりま
◎そなえ
せん。阪神淡路大震災から 年、
東日本大震災から５年という月
町では、町民のための防災情
日が経過しようとしていますが、 報誌「そなえ」を平成 年 月
未曾有の被害をもたらしたこれ に全戸配布しました。
らの災害の記憶を決して風化さ
女性の視点を加えて災害の知
せることなく、教訓として、い 識や防災のノウハウ、子どもや
ざというときに自分自身や家族 高齢者、ペットがいる場合のポ
の命を守れるように普段から備 イントも紹介しています。また、
えておくことが大切です。
外出時でもお財布や定期入れ等
また、自分と家族の命とわが に入れて活用できる防災ポケッ
家を守るためには、まず「わが トガイドもあります。ご家庭で
身 わ が 命 、 わ が 家 は 自 分 で 守 災害への「そなえ」に役立てて
る」という意識を持つことです。 ください。
災害は決して他人事ではなく自
また、「そなえ」は大磯町ホー
分自身のことです。訓練を繰り ムページから、閲覧・ダウンロ
返し行うことで、いざというと ードすることが出来ます。
きにとっさの行動が起こせます。
自分の身が安全・無事でこそ、
困っている人を助けることが出
来るということを覚えておきま
しょう。

３月11日
（金）
実施

～学校いっせい防災行動訓練～

☎内線241・244

東日本大震災発生から５年
問 危機管理課

～家庭での備えは で き て い ま す か ～

未曾有の被害をもたらした東日本大震災は平成23年３月11日に発生、多くの教訓を後に残しました。
まずはそれぞれの家庭で日頃からできる「災害への備え」について、もう一度、考えてみましょう。
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●家具には転倒防止対策を

●備蓄品・非常持出品 ●家庭内の防災会議で
の用意を
確認

○備蓄品 救援物資など外部か ○家族間の安否確認方法は
…
らの支援が届くまでの間を生
別々の場所にいるときに災
活するためのもの。過去の震
害が発生した場合でもお互い
災でのモノ不足が生じた教訓
の安否を確認できるよう、日
を踏まえると、最低３日分、
頃から確認方法を話し合って
出来れば５日分の水と食料を
おきましょう。災害時には、
備えることを目指しましょう。 携帯電話の回線がつながりに
くくなる場合もあります。災
害用伝言ダイヤル「１７１」
や災害用伝言板の利用方法な
ど、家族で確認しておきまし
ょう。

○非常持出品 災
…害が起こり、
危険が迫ってきた自宅から緊
急的に避難する際に持ち出す
もの。避難するときになって
揃えていると逃げ遅れます。
普段から備えてリュックサッ
クなどに入れ、すぐに持ち出
せるところに準備しておきま
しょう。

☎内線319

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！

問 スポーツ健康課

●防災メールの登録方法は･･･
①左記のＱＲコードを読み取るか、
bousai.oiso-town@raiden2.ktaiwork.jp
に空メールを送信

町ホームページでは備蓄品を利用したレシ
ピを紹介しています。
下記のQRコードを読み取るか、
「大磯備蓄レシピ」
で検索してください。

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、防災
メールの配信をしています。防災行政無線放送の内容や、気象庁から発表された
気象警報等を受信できます。ぜひ登録しておきましょう。

ワンポイント

大磯町防災メール配信に登録しましょう

阪神淡路大震災の発生時には、 ・食器棚・本棚
倒れてきた家具の下敷きになっ
Ｌ字型金具やワイヤーなどで
て多くの方が亡くなったり、大
壁に固定、開き戸には開かな
けがをしました。大地震が発生
いように留め金を。重い物は
したときには「家具は必ず倒れ
下の段に。
るもの」と考えて、転倒防止対 ・窓ガラス
策を講じておく必要があります。 強化ガラスに替える、飛散防
いま一度、身の回りにある家具
止フィルムを張るなどする。
などを確認してみましょう。
大規模な地震が発生した場合でも命を守れるよう、住宅の安全性が保たれて
いる必要があります。町では、昭和56年５月31日以前の旧耐震基準で建築され
た住宅について耐震診断や設計・補強工事費の補助を行っていますので、ぜひ
ご活用ください。
なお、補助の予算には限りがありますので、ご検討されている方は下記まで
ご相談ください。
問 都市計画課 ☎内線242

!!

○避難場所や避難経路は
いざ災害が起きたときに慌
てずに避難するためにも、避
難場所や避難経路を事前に確
認しておきましょう。いるこ
とが多い場所や通ることが多
い通路など、災害が起こった
らどのような危険が起こる可
能性があるかを、普段から話
し合いましょう。
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○家具は壁に固定。
○寝室や子ども部屋には、でき
るだけ背の高い家具を置かな
い。
○倒れた時に出入り口をふさが
ないように、家具の向きや配
置を工夫。また、日頃から整
理整頓を行い、常に通路やス
ペースを確保。

・タンス・冷蔵庫
床側をストッパーなどで固定
し、天井側はポール式器具で
固定する。
・テレビ
壁側の低い位置に固定し、粘
着シートを敷いて転倒予防。

あなたの住まいは安全ですか？

不燃ごみ

硬いもの

「汚れ」は必ず落として！

せっかく正しい分別ができた
としても、汚れているものは資
源化できません。また、汚れた
ものが混在していると、他のき
れいなものまでも資源化できな
くなってしまいます。
水やお湯ですすぐか、捨てて
しまうティッシュペーパーや布
切れなどで拭きとってください。
汚れがひどく、落ちないもの
は「可燃ごみ」に出してくださ
い。

環境課（美化センター内）
☎（ ）４４３８

72

平成 年度ごみ収集カレンダーを配布

28

容器包装プラスチックの
分け方

柔らかいもの

問

今月号に合わせて、平成 年度ごみ収集カレンダーを配布しま
す。
なお、ごみ収集
カレンダーは半年
ごとの両面刷りに
なっています。９
月が終わっても、
誤って捨てないよ
うご注意ください。

72

プラスチックやビニールに
プラマークが …

可燃ごみ

28

環境課（美化
センター内）
☎（ ）４４３８
問

付いていない
汚れがとれない

「 柔らかいプラス
チック類」
？それと
も
「硬いプラスチッ
ク類」
？

可燃ごみ

スプレー缶

付いている
汚れていない

ビン

フォーク

中身を使い切って、
汚れが・
・
・

容器包装プラスチック

（ビン・廃食用油）
（不燃ごみ）

靴
ペットボトル

容器包装プラスチックは「ごみ」
ではありません
容器包装プラスチックは、平
塚市リサイクルプラザに搬入さ
れ、作業員によりペットボトル
や可燃ごみ、汚れた容器包装プ
ラスチックなどの異物を手で選
別して取り除いた後、リサイク
ルされています。
ひとりの「まあ、いいや」と
いう気持ちが、皆さんの分別を
台無しにしてしまいます。
引き続き分別の徹底にご協力
ください。

容器包装プラスチックの分別にご協力を！

（不燃ごみ）

防虫剤容器

（空き缶類）
（有害ごみ）

歯ブラシ

（可燃ごみ）

（ペットボトル）

洋服

（古紙・古布）

（可燃ごみ）

ライター

容器包装プラスチックの袋の中
には異物がいっぱい
容器包装プラスチックの袋に
ペットボトルやハンガーなどの
異物が多く含まれている状況が
見受けられます。中には、靴、
洋服、ライター、スプレー缶、
ビンまで入っているケースがあ
りました。
下図の「容器包装プラスチッ
クの分け方」を参考に、正しい
分別方法を身につけましょう。

ハンガー

（不燃ごみ）

4

空気が乾燥する時期が続いて
います。ごみを出す時間や分別
方法などを守って、安心して暮
らせる「きれいなまちづくり」
にご協力ください。

不審火が発生しています

問

春の全国火災予防運動

昨年から、ごみ集積場所でご
みが燃える事例が頻発していま
す。
幸い、大事には至りませんで
したが、大変危険なことです。
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《住宅防火 いのちを守る
７つのポイント》

日常生活を営むうえで、どうしても発生してしまう「ごみ」。
この「ごみ」を集積する場所でトラブルが発生しています。
利用する皆さんで解決できることもありますので、一人ひとりが、ちょっとした心遣いをして、
きれいなまちづくりに取り組んでいきましょう。
美化センター ☎（72）4438

カラスよけネットを片付けよう

風の強い日に、カラスよけネ
ットが歩道や車道に広がってし
まい、自転車やオートバイで通
行する方が危ない思いをしてい
るとの声を聞きます。
収集員はごみの回収が終わっ
たら必ず、カラスよけネットを
固定用ピンチでガードレールに
止めるなど対応していますが、
ルール違反のごみが多いと、片
付けることができません。
カラスよけネットは、ごみ集
積場所を利用する皆さんにとっ
て、カラス被害を減らす重要な
ものです。しかし、ルールを守
らないと、周辺を通行する人に
とって、危険で迷惑なものとな
ってしまいます。
ごみ集積場所は、地域の皆さ
んの協力があって、はじめて、
きれいに保つことができます。
皆さん一人ひとりがルールと
マナーを守って、きれいなまち
にしていきましょう。

▲固定用ピンチで止められたカラスよけネット

平成 年度
全国統一防火 標 語
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「無防備な
心に火災が
かくれんぼ」
３月１日（火）から７日（月）ま
での７日間、春の全国火災予防
運動が実施されます。
春先にかけては、乾燥した強
い風が吹く日が多くなり、いっ
たん火災が発生すると、大きな
火災になることがあります。
この運動は、火災予防への関
心を高め、火災による死傷者と
財産の損失を防ぐことを目的と
して実施するものです。
火災を発生させないために、
日頃から家庭、地域、職場等に
おいて火災予防に心がけてくだ
さい。

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、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、防炎品を
使用する。
○火災を小さいうちに消すため、
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、隣近所の協力体
制をつくる。
○住宅火災の出火原因の多くは、
ガス台などのこんろからの出
火です。
日ごろから整理整頓を心が
けると共に、可燃物との距離
を確保し火事を起こさないよ
うにしましょう。
○カセット型こんろでは、誤っ
た使用方法により火災事故が
発生しています。取扱説明書
をよく読み正しく使いましょ
う。
消防総務課
☎（ ）０９１１
問
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ごみ集積場所のルールを守ろう

申告されないと、町・県民税が高くなる可能性があります

所得税と町・県民税の申告は３月15日(火)まで！

確定申告は税務署が開設する申告会場で受け付けますが、簡易なものは、町役場でも受け付けています。
《公的年金400万円以下の方》
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告は
不要です（所得税還付を受けるためには、申告が必要です）。
ただし、外国から支給される公的年金の収入がある場合は、公的年金等の収入金額が400万円以下であって
も、確定申告が必要です。
次のような場合は町・県民税の申告が必要です。
①公的年金等以外の所得がある
②「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除がある

申告会場の案内
場

所

申告内容

税務署が開設する申告会場
（平塚駅ビル６階ラスカホール）
※ラスカホールでの受付期間中、税務署内での受付は行いません。

町が開設する申告会場
（役場４階 第１会議室）

○すべての確定申告（給与・年金・青色・各
種譲渡・繰越損失・住宅借入金等（初年）
の申告）

○町県民税申告
○給与・年金所得や医療費控除等の簡易な確定
申告
※所得税の住宅借入金等特別控除（初年）・
各種譲渡所得・繰越損失・青色申告等の方
はラスカ会場で申告してください。

３月15日(火)まで（土・日除く）
※所得税及び復興特別所得税の申告・納付期限は３月15日（火）です。

開設期間

時

間

○相談受付
午前８時３０分～午後４時
（相談は９時から開始します）
○申告書提出
午前８時３０分～午後５時

○申告書作成のアドバイス
○申告書の提出のみ(相談・確認不要の方)
午前９時～１１時４５分 午後１時～４時
問

73

▼手続きに必要なもの
○身体障害者手帳
○療育手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○特定疾患医療証
○印鑑（印鑑をお忘れの場合は
発行できません）
▼利用開始 ４月１日（金）から
▼申請受付 ３月 日（月）から
▼申請場所 障害福祉センター

問

28

28

障害者タクシー利用助成券申請の受付

35

48 72

障害福祉センター
☎（ ）４５３０

日常生活において常時介護
が必要な在宅の障がい児者に
対し、一定の要件を満たした
場合に支給します。
・障害児福祉手当(20歳未満)
14,480円(月額)
・特別障害者手当(20歳以上)
26,620円(月額)
※手当額は平成27年度の額で
あり、平成28年度について
は金額が変更になることが
あります。
問
・障害福祉センター
☎73-4530
・平塚保健福祉事務所
生活福祉課
☎32-0130

平成 年度の在宅障害者タクシー利用助成券の申請を受付ます。
利用を希望される方は障害福祉センターで申請してください。

障害児福祉手当
・特別障害者手当支給

▼対象者
町内在住（施設入所者は除く）
で次のいずれかに該当し、自動
車税の減免や介護タクシー利用
助成制度を受けていない方
○身体障害者手帳１・２級（上
肢・下肢・体幹・視覚・内部障
がい）をお持ちの方
○療育手帳（Ａ１・Ａ２）をお
持ちの方、または知能指数 以
下と判断された方
○精神障害者保健福祉手帳１級
をお持ちの方
○特定疾患医療証をお持ちの方
じん臓機能障がい１級（人工
※
透析対象者）の方には最大
枚、それ以外の方には最大
枚発行します。

申請はお済みですか？

税務課 ☎内線253・254
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軽自動車税の税率変更について

平成27年度の税制改正（地方税法等の改正）に伴い、平成28年度から軽自動車の税率が下
年度の税制改正（地方税法等の改正）に伴い、平成28年度から軽自動車の税率が下
記のとおり変更になります。
○原動機付自転車・二輪車等
税

率

平成28年度以降の税率
50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車

125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

種

別

小型特殊自動車

▼グリーン化特例に関して
新車登録時の検査から、13
年を経過した軽四輪車等は、
環境負荷への影響が大きいこ
とから、税率を引き上げする
重課が適用されます。
また、平成27年４月１日か
ら平成28年３月31日までに新
車登録時の検査を受けた軽四
輪車等で、一定の環境性能を
有するものについては、その
燃費性能に応じて、税率を軽
減する特例措置（軽課）が適
用されます。
（初めて課税され
る年度分に限る）

○軽四輪車等
税
区

四輪以上

乗 用
貨物用
三

分

率

現行税率（初度検 新税率（初度検査 重課（初度検査年
査平成27年３月31 平成27年４月１日 月から13年を経過
以降のみ）
日以前）
した車両に適用）

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

輪

3,100円

3,900円

4,600円

電気自動車の軽自動車税減免
措置を終了します
軽自動車税のグリーン化特
例が導入されることに伴い、
平成27年度限りで電気自動車
の減免措置を終了します。
平成28年度からは、減免適
用はありません。

○新車
区
四輪以上

乗 用
貨物用
三

分

75％軽減後の税率 50％軽減後の税率 25％軽減後の税率

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

営業用

1,000円

1,900円

2,900円

輪

1,000円

2,000円

3,000円

○使用しなくなったとき ・所有者の印鑑
○町外に転出するとき
・交付を受けた標識（ナンバープレート）
○他人に譲るとき
・標識交付証明書
・所有者の印鑑
○紛失してしまったとき
・標識交付証明書
・「紛失してしまったとき」と同じ
・警察に届出をした受理番号、届出
○盗難にあったとき
日、届出警察署名

※標識を紛失した場合は、200円の弁償金がかかります。
問 税務課 ☎内線253・254

※新車登録時の検査年月が平
成27年4月1日以降のみの場
合に、その環境性能・燃費
性能によっては、税率を軽
減する場合があります。

バイクや軽自動車の廃車等の手
続きはお済みですか？
バイクや軽自動車は、その年
の４月１日に名義が登録されて
いる方に１年分の税金が課税さ
れます。
廃車や名義変更は、３月末日
までに手続きをしてください。
【手続き場所】
▼原動機付自転車（１２５ 以
下）税務課
▼三輪・四輪（６６０ 以下）
軽自動車検査協会
３８１６ ‐
３１１９
☎０５０ ‐
▼二輪 １( ２５ を超えるもの )
湘南自動車検査登録事務所
５５４０ ‐
２０３８
☎０５０ ‐

◇原動機付自転車（125cc以下）の廃車等手続き
内
容
必要なもの

7

8,100円

5,400円

CC

CC

CC

変更後の助成額は次のとおりです。

下水道作品コンクールで
５名が入賞！

問

公共下水道の使える地域が拡大

〜受益者負担金制度に

○負担金の納付方法は？
一括納付を推奨しています！
算出した金額を３年に分割し︑
さらに１年を４回の納期に分け
て納めていただきます︒
なお︑一括で納めていただく
こともできます︒一括納付の場
合は︑当該年度の最初の納期内
の納付に限り︑納付される年数︑
金額に応じて一括納付報奨金が
交付されます︒︵実際は︑報奨金
相当額を差し引いた金額で納付
することになります︒︶

○負担金の減免など
負担金は︑土地の用途により
減免になることや︑土地の状況
や受益者の事情により︑徴収を
猶予する対象となることもあり
ます︒いずれも申請が必要とな
りますので︑ご相談ください︒
また︑土地の売買などにより︑
受益者が変更になった場合は︑
届出が必要です︒
○住民説明会を開催
大磯︑東小磯︑国府本郷︑国
府新宿︑月京地区の一部の区域
内の方を対象に︑供用開始に伴
う説明会を開催します︒
開催日時等は︑地区の回覧や
区域内に土地を所有されている
方に通知をします︒

8
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３月末・４月初め

この助成額が平成28年４月１日から

問

取 扱 業 務
取扱窓口
○住民税、固定資産税、軽自
税金など
動車税、国民健康保険税な
平成28年３月31日まで 65,000円
の納付
どの納付
証明書等 ○住民票の写し、印鑑証明書 町 民 課
平成28年４月１日以降 50,000円
○戸籍証明書（謄本、抄本） 戸 籍 係
交付
○住民異動届（転入、転出、
※「期間」とは火葬料を払った日です。
転居など)､印鑑登録、戸籍
申請・
届（受領のみの場合あり）
届出など
町 民 課
問 町民課 ☎内線272
○国民健康保険業務
保険年金係

補助金の額
（上限額）
間

期

ご理解とご協力を〜
公益財団法人 神奈川県下水
道公社主催の下水道作品コンク
大磯︑東小磯︑国府本郷︑国
ールで︑応募総数４︐５４３点 府新宿︑月京地区の一部の区域
の中から次の５名が入賞されま で︑５月から公共下水道が使え
した︒
るようになります︒
◇作文の部
供用が開始︵下水道が使用で
入賞 大貫 慧︵大磯小︶
きる︶される区域内の土地所有
﹃下水道管の大切さ﹄
者の皆さんには︑﹁下水道事業受
入賞 吉川 明宏︵国府小︶ 益者申告書﹂を４月に送付しま
﹃くらしに必要な下水道﹄
す︒
◇書道の部
優秀賞 鳥海 俐生丸︵大磯 ○受益者負担金制度とは
小︶
公共下水道施設を整備するた
入賞 高木 仁生子︵国府小︶ めには多くの建設費用が必要で
入賞 武本 渚樹︵国府小︶ す︒その費用は国の補助金︑借
表彰式は２月７日
︵日︶
小田原 入金並びに町税のほか︑皆さん
市生涯学習センターけやき︵ホ に負担していただく受益者負担
ール︶で行われました︒
金︵以下﹁負担金﹂︶によって
賄われます︒
下水道課 ☎内線２１４
整備区域内のすべての土地が
対象となり︑その土地の所有者
または権利者が受益者です︒

○負担金の額は？
対象区域内に所有する土地ま
たは権利のある土地の面積に単
位負担金額︵１平方メートル当
たり３７７円︶を乗じて算出し
た金額です︒
なお︑負担金は土地に対して
﹁一回限り﹂の負担です︒

下水道課
☎内線２１４・２２４

問

土曜日・日曜日に窓口を利用できます

変更となります。

15

の火葬料の補助を行なっています。

国
転入や転出・転居などが増え
※府支所の窓口業務は土曜日
る３月末の土・日曜日︑４月初 の９時から正午まで︑住民票・
めの土曜日は︑窓口業務を利用 印鑑登録証明書の発行のみを行
います︒
することができます︒
町民課
▼利用できる日時
☎内線２７２・２７４
３月 日︵土︶
３月 日︵日︶
４月２日︵土︶
８時 分〜 時 分
▼取扱窓口
本庁舎１階町民課
▼取扱業務
下記のとおり︒
ただし︑内容によって手続き
が完了できない場合もあります︒
詳細はお問い合わせください︒
町
※税等を納付する場合は︑必
ず納付書をご持参ください︒
国税︵所得税等︶県税︵自動車
税︶は納付できません︒
他市町村の火葬場を利用した場合、そ

17

町に住民登録のある方が亡くなり、

27 26

30

火葬料補助金の助成額が
変わります

町職員の給与･職員数

お知らせ
します！

問

職員給与のしくみ

ラスパイレス指数

職員の給与は、生計費及び国や他自治体の職員給与、民間企業従業員
の給与との均衡を図るため、人事院が国家公務員に対して行う給与勧告
に準じて、町議会の議決を経て定められた条例に基づき支給します。

職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
区

分

大磯町

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を 100 とした場合の地方
公務員の給料水準を示す指数です。
110

平均給料月額

104.3

105

国

101.9

平均年齢

一般行政職

293,734円

40.8歳

334,283円

43.5歳

技能労務職

279,817円

55.5歳

289,141円

50.2歳

平均年齢

100
96.1
95

実質収支

人件費
（B）
※

95.6

人件費率
（Ｂ）／（Ａ）

33,015人 8,939,137千円 334,286千円 2,169,255千円

24.3％

85

給

料

与

職員手当

費

期末・勤勉手当

計（B）

一人当たり
の給与費
（Ｂ）
（Ａ）
/

278人 917,861千円 275,559千円 354,022千円 1,547,442千円 5,566千円
※給与費は当初予算に計上された額であり、特別職は含みません。

特別職等の給与・報酬の状況（平成27年度）
月
町

長

副 町 長

額

料

623,000円

教 育 長

575,000円

議

423,000円

長

副 議 長
議

報

酬

員

344,000円

H24

H25

H26

H27

（年度）

（各年４月１日現在）

今後も簡素で効率的な行財政を推進するとともに、適正な定員管理
を行い住民サービスの維持を図っていきます。
（人）

期末手当（年間）
265

263

3.85月分

261
260

4.15月分

258

259

259
255

315,000円
H24

H25

46 70

H27（年度）

26

情報公開・個人情報保護
制度の運用状況

17

H26

平成 年度の運用状況を次の
とおりお知らせします︒

広報おおいそ 平成28年3月

H23

︻情報公開制度︼
▼公開請求件数 １２４件
▼主な請求内容
工事設計・積算書など
▼公開請求に対する決定の状況
・公開
件
・一部公開
件
・非公開
１件
・不存在
件
・取下げ
０件
１
※件の請求に対し︑複数の決
定を行っている場合があるため︑
決定件数の合計は請求件数と一
致しません︒
▼異議申立て １件

︻個人情報保護制度︼
▼開示請求件数 ２件
▼公開請求に対する決定の状況
︵簡易開示請求を除く︒︶
・一部公開 ２件
▼簡易開示請求件数 ６件

運用状況についての詳しい資
料は︑町役場及び国府支所１階
の町民情報コーナー︑町のホー
ムページで公表しています︒

総務課 ☎内線２１２

7
9

H23

職員数

250

問

H22

270

767,000円
給

90.9

※平成24・25年度の括弧内の数値は、国家公務員の臨時特例法
（平成24年４月１日〜平成26年３月31日)による減額前の額
と比較した参考値です。
※平成27年度の指数は、給与制度の総合的見直しによる経過措
置を行わなかったため、制度完成時の地域手当支給率に基づ
き算出しています。括弧内の数値は平成27年４月１日現在の
国の指定基準地域手当支給率に基づき算出した参考値です。

給与費の状況（平成27年度一般会計予算）
給

（92.6）

（94.1）

90

※人件費には町長、副町長、議員等の特別職に支給される給料、報酬等を
含みます。

職員数
（A）

93.8

（96.3）

人件費の状況（平成26年度一般会計決算）
歳出額（A）

☎内線 210･211
（各年４月１日現在）

（平成27年４月１日現在）

平均給料月額

住民基本
台帳人口

総務課

カラフル通信

vol.9

こんにちは！colorfulです。
いよいよ「カラフル通信」も最終号となりました。

平成27年６月に活動支援拠点「いろいろおおいそ」を立ち上げ、夏には､「生活全般相談」や「夏★女子フェスタ」
を開催、秋には、大磯町紹介動画「わたし、大磯が好き｡」の制作や「お月見婚活イベント」の実施、冬からは､「大
磯未来塾」をはじめ「おおいそサンデーアートウォーク」にも参加させていただいています。
本当に多くの方にご活用いただきました。ありがとうございます！
◆ お気軽にご相談ください♪』
◎イベントや貸しスペースなど随時で受付中！
◎出店してみたい方もぜひご相談ください
・毎週月曜日は、イラストレーター・フォトショップ操作相談
・毎週水曜日は、大磯未来塾「子塾」相談
・毎週木曜日は、パソコン操作相談
・毎週金曜日は、よろず相談、空き家相談
・毎週土曜日は、大磯未来塾「子ワーキング」相談
・毎月第３日曜日は、大磯サンデーアートウォーク開催
・イベントや貸しスペースなどなど随時で受付中！
・毎週日曜日（11時〜14時）は､パン販売(第３日曜日を除く)
※自家製酵母のイタリアパン『Kei's Pan』

大磯図書館●
ファミリーマート●
〒〒
大 磯
郵便局

葉が茶色く枯れて少なくなり、
元気がなく弱々しい姿です。

根の回りに木炭を入れて土壌をアルカリ性に保ち、菌根菌を散布
します。菌根菌は、土中の養分を根に供給し、松は光合成で得た
炭水化物を菌根菌に供給する共生関係にあります。アルカリ性に
することで雑菌は住みにくくなりますが、松と共生関係にある菌
根菌は育つことが出来ます。

広報おおいそ 平成28年3月

町の木﹁くろまつ﹂を元気に！

葉が青々とし、びっしりと生え
そろっています。幹も太くしっ
かりと地に根を張っています。

＜いろいろおおいその場所＞

町では︑緑化推進の一環として︑町の木である﹁くろまつ﹂の
樹勢回復事業を行っています︒
NPO法人大磯町内の松並木敷地を大切にする会の皆さんの努
力により︑山王町松並木の枯れる寸前の松が見違えるほどに回復
し︑わずか３年で太く青々と育ちました︒

︻町の緑化施策︼
町では︑いけがきの設置︑シンボルツリーの植栽について︑補
助金の制度を設けています︒交付要件等は担当課までお問い合わ
せください︒
い
※ずれの場合も︑事前相談が必要です︒事後の申請はできませ
んのでご注意ください︒

都市計画課 ☎内線２２１

問

で検索

大磯町紹介動画

●大磯迎賓舘

Colorfulは、平成28年３月に一般社団法人となり、新たなス
タートを切ります。
より一層、皆さんの暮らしをサポートするサービスや活動団
体の支援、皆さんに楽しんでもらえるような居場所づくりを提
案してまいります。
これからも｢いろいろ おおいそ｣､そしてcolorfulをよろしく
お願いいたします。
問 カラフル ☎（４５）０２５２
E‑mail：colorful.iroiro@gmail.com
http://www.colorful‑oiso.com/ 政策課 ☎内線２０５

『大磯のＣＭを英語で創ろう』

10

４月１日から入庵料・施設利用料が一部変更となります。

しょう

１日2,000円
半日 500円 町外

１日4,000円

30

▼受付時間 式典終了〜 時
分
▼受付場所 保健センター一階
保健指導室
▼席題 自由 一(人２首まで )
▼表彰 １位〜 位
▼表彰会場 保健センター１階
保健指導室
産業観光課 ☎内線２４８

10

12

２月 日に﹁湘南発祥の碑﹂完成
披露式に出席しました︒雨の中︑私
を含め多くの来賓の方々が出席され
ておりました︒
﹁湘南﹂という言葉は︑江戸時代
に崇雪が標石に刻んだことから始ま
り︑時代とともに相模川以西の地域
から東へと広がっていきました︒そ
して︑いつしか相模湾沿岸一帯を指
すようになったと言われております︒
﹁湘南発祥の碑﹂が建立されたこと
で︑大磯が湘南発祥の地として︑改
めて多くの方に知ってもらえること
と期待しております︒
今後︑大磯が湘南発祥の地として
ＰＲされることで︑多くの観光客が
大磯へ訪れ︑町が賑わっていくよう
願っております︒

﹁湘南発祥の碑﹂の建立

▼受付時間
時〜 時 分
▼受付場所 鴫立庵
▼席題 当日発表︵一人２句ま
で )
▼表彰 １位〜 位
▼表彰会場 保健センター２階
研修室
︻短歌大会︼
▼とき ３月 日 日( )
10

10

27

12

走
走る
る！！

第 回大磯西行祭を
開催します
桜の花をこよなく愛し３月末
しの
に最期を迎えた西行の遺徳を偲
び︑俳諧道の振興を目的として︑
鴫立庵円位堂前で行います︒
式典及び事前に献詠された俳
句・短歌の表彰︑当日参加でき
る俳句大会・短歌大会を実施し
ます︒
︻式典︼
▼とき ３月 日 日( )時〜
▼ところ 鴫立庵
＊雨天時は保健センター
▼内容 献香︑献茶︑献詠︑尺
八・一絃琴献奏︑献花︑献詠俳
句・短歌披講︑入選者表彰
︻俳句大会︼
▼とき ３月 日 日( )
前に﹁湘南発祥の碑﹂を建立し︑
完成披露式が行われました︒
この石碑は︑︵公社︶大磯町観
光協会の﹁湘南発祥の碑建設委
員会﹂が主体となり︑有志
の皆さんの協力を得て建立
されたもので︑石碑の文字
は︑町内在住の日本画家
堀文子氏の筆によるもので
す︒

11

産業観光課
☎内線２４８
︵公社︶大磯町観光協会
☎︵ ︶３３００

町長が

問

14

１日1,000円 町内

鴫立庵の施設は、俳句、短歌、生け花、茶の湯、展示等にご
利用いただくことができます。

詳細は、町ホームページをご覧ください。

っています︒
湘南発祥の地をＰＲ
この大磯が湘南発祥の地であ
大磯駅前ロータリーに
ることを町民の皆さんや大磯を
石碑建立
訪れる方々に広く知っていただ
﹁湘南﹂という呼び名は︑現 くため︑２月 日︑ＪＲ大磯駅
しぎたつあん
在の鴫立庵の中にある
﹁鴫立沢﹂
の標石に鴫立庵の創設者である
そうせつ
あ あ
なんせい
崇雪という人物が︑﹁著盡湘南清
ぜつ ち
絶地﹂と刻んだことに始まると
言われています︒
これは︑﹁清らかで清々しく︑
このうえもないところ︑湘南と
はなんと素晴らしいところ﹂と
いう意味で︑大磯町が﹁湘南発
ゆ えん
祥の地﹂であることの所以とな

広報おおいそ 平成28年3月
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27

27

61

産業観光課 内線２４８
問

１時間600円

14

半日 500円 町外
展示等

１時間300円
施設利用料

１日1,000円 町内
句会等

150円
町外

50円（変更なし)
町内
50円

300円
子ども

町外
入 庵 料

100円（変更なし)
100円

町内
大 人

変更後
変更前

59

問

鴫立庵の入庵料・施設利用料金が
変わります

45

27

こんにちは 保健師です
﹁０・１・２ 歳児の事故を防ぐために﹂

12

広報おおいそ 平成28年3月

不妊・不育症の治療費を助成します︒

−
24

27

らの転倒／﹁自転車の子どもシ
ート﹂からの転落／﹁タバコや
医薬品﹂など危険なものを口に
いれてしまう誤飲

事故を防ぐために︑赤ちゃんの
行動範囲に危険物が無いか︑同
じ高さの視線でチェックしてお
きましょう︒

〇 こんなときにはまず１１９番！
意識がない／けいれん／のどに
詰まらせて苦しい／広範囲・痛
みのひどい火傷／全身のじん麻
疹で顔色が不良／おぼれ・転落・
誤飲などの事故
〇対応に迷うときは︑
電話＃８０００︵全国共通小
児救急電話相談︶神奈川県では
毎日 時から０時まで対応
〇タバコ︑医薬品︑ボタン電池
などの誤飲は︑
☎０７２ ７２７ ２４９９
大阪中毒１１０番
時間対応

−

スポーツ健康課 吉田
☎内線３１０

18

不育症治療費の助成

：

10

小さいお子さんの事故防止
について︑日ごろから備え
ておきましょう︒

歳以下の事故の中でも︑０
〜２歳が約４割を占めており︑
ちょうど歩き始めるころに︑最
も注意が必要と言えます︒
子どもの事故は︑年齢や発達
により事故の内容が異なります︒
４か月になると手に触れるも
のを握ったり︑舐めたりして遊
ぶようになり︑その後は︑寝返
り︑ハイハイ︑つかまり立ちが
でき︑指で物を上手につかむよ
うになるので︑何でも口に持っ
ていきます︒
この頃は発達も早く︑昨日ま
で出来なかったことが急にでき
るようになることから︑対応が
遅れがちになることがあります︒
さらに︑１〜２歳では１人で
歩行できるようになり︑行動範
囲も広がります︒

たとえば・・・
０歳 大丈夫と思って大人のベ
ッドに寝かせていたところ転落
１歳すぎ ベビーゲートがはず
れて﹁階段﹂から転落／﹁風呂
場﹂のドアがあいているところ
から入り︑﹁残り湯のある浴槽﹂
に転落／﹁机・テーブル類﹂か

問

12

：

特定不妊治療費の 助 成

問

スポーツ健康課 ☎内線309

不
※育症は︑不妊症とは違い妊
娠はするけれど︑流産や死産を
繰り返し︑胎児が育たない状態
をいいます︒町では治療費を助
成することで︑より安全・安心
な妊娠︑出産に役立てる適切な
支援をしていきます︒︵妊娠が
継続できなかった原因がはっき
りすると︑治療により妊娠を継
続することができるようになり
ます︒︶
まずは専門医に相談をしてく
ださい︒
スポーツ健康課
☎内線３０８
問

28

10

町のスローガンは平成25年度に公募し決
定しました。
自殺の多くは、様々な悩みや問題を一人
で抱えるうちに複雑化し、心理的に追い詰
められた状態から起こると言われています。
それは決して特別なことではなく、誰に
でも起こり得ることです。
町では期間中、公共施設などに横断幕・
のぼり旗を設置したり、スローガンを書い
たステッカーを貼った公用車を走らせて、
キャンペーンを行います。
いつもよりほんの少し、自分自身や大切
な人の「こころの声」に、耳を傾けてみま
せんか。

両
※助成とも︑１年度につき１
回限りで︑通算して５年を限
度とします︒

▲キャンペーンのステッカーやのぼり

31

▼対象となる治療
不育症専門の医療機関による
治療︵混合診療を除く︶
▼助成対象者
町内に在住し︑平成 年度に
指定医療機関にて不育症の治療
を完了した方︒︵夫婦合計所得
額が７３０万円未満の方︶
▼助成額 上限 万円︒

あなたにも
守れる『いのち』がそこにある

▼対象となる治療
体外受精・顕微授精︵混合診
療を除く︶
▼助成対象者
町内に在住し︑平成 年度に
神奈川県特定不妊治療費助成費
の交付決定を受けた方︒︵夫婦
合計所得額が７３０万円未満の
方︶ 申
※請は平成 年３月 日
︵木︶までとなります︒
▼助成額 上限 万円︒︵県の
助成額が７５︐０００円の場合
は︑上限５万円︶

３月は自殺対策強化月間

広報おおいそ 2016年3月号

三澤

れい さ

みんなで
つくろう！

あゆ か

Vol.
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玲咲ちゃん 歩佳ちゃん

平成24年4月8日生

平成28年1月23日生

白菜とかぶのミルクスープ

大輔さん、 由樹さんの長女と次女

おじいちゃんが育てた白菜とかぶを使いました。

小学校４年生の作品
（応募当時）

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/

材 料 （4人分）
白菜
かぶ
ベーコン
水
牛乳
ブイヨン
こしょう

3枚
3個
2枚
2カップ
2カップ
1・1/2個
少々

作り方
① 白菜を5ｍｍ角くらい、かぶとベーコンを1ｃｍ角くらいに切る。
② 鍋に水と①を入れ、白菜とかぶが、やわらかくなるまで煮てから
ブイヨンを加える。
③ 味見をして牛乳を加え温める。
④ カップに注ぎ、お好みでこしょうをかけて完成。

１月25日、次女が生まれて間もない姉妹
の写真☆これからどんな生活が待ってい
るかな？よろしくね♪

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

●節分祭（高来神社）

●節分祭（六所神社）
2/3

●文化財消防訓練
1/16

町の人口と世帯
2月1日現在

鴫立庵(

高来神社(

上田さん撮影）

2/3

六所神社(

杉崎さん撮影）

●梅とメジロ
奥野さん撮影）

2/10

県立城山公園(

高田さん撮影）

人口 32,359（−13）男 15,758（−11）女 16,601（−2）
世帯 13,013（＋10） （ ）は前月比

広報おおいそ 平成28年3月
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