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☎内線２０７

【貸出しについて】
▼形式 カセットテープ、ＣＤ
▼発送時期 月末（最新号のみ）
※過去の号は、図書館で貸出し
を行っています。
▼発送方法 郵送（第四種郵便
物）
▼貸出期間 約１か月程度
▼利用料 無料
※貸出しはカセットテープ、Ｃ
Ｄのみです。

『声の広報』の作成に協力を
されている「録音ボランティア
ひびき」では、会員を募集して
おります。
▼主な活動について
・月２回（月末）
・『声の広報』の録音
録音ボランティアひびき
小林 ☎（ ）０６０６

ボランティア募集

○利用後は、町役場本庁舎ま
たは、国府支所へ返却して
ください。

○翌月号に町から声の広報
（最新号）を郵送します。

『声の広報』は、目の不自由
声の広報 利用の流れ
な方のために、「録音ボラン
ティアひびき」のご協力により、
○電話または、役場３階窓口
広報紙の内容をカセットテープ
（政策課）でお申込みくだ
やＣＤに録音したものです。ご
さい。
家族やお知り合いに必要な方が
いましたら、ぜひ紹介してくだ
さい。

耳で
〝聴く〟広報
『声の広報』

「声」でお届けします

人（賛助会員含む）
寺澤 弘
ＦＡＸ（ ）４３１２

もとに、障がいをお持ちの方や
介護者の方々に、総合的な福祉
サービスを提供する拠点として、 身体障がい者同士が互いに助
また障がい者とボランティアや け 合 い、協 力 し 合 い な が ら 社 会
地域の方々との交流拠点として 参 加 を 図 り、福 祉 の 向 上 を め ざ
設置しました。
します。
▼主な事業
【 大磯町身体障害者福祉協会】
【総合相談窓口】障がいをお持
ちの方の自立した地域生活を支 ▼活動内容
障がい者スポーツ大会への参
援するため、障がい福祉サービ
スに関する相談や情報提供を行 加や歩行訓練会を実施していま
い、必要に応じて関係機関との す 。 ま た 、 障 害 福 祉 セ ン タ ー
「すばる」内で「ティーサロン
調整を行います。
また、毎年 月に関係団体と よこみぞ」という喫茶を運営し
協力し、「横溝記念まつり」を ています。
▼発足の経緯
開催しております。
身体に障がいを持った方に
【行政窓口】各障害者手帳の申
請、障がい福祉サービスなどの よって組織されている団体です。
手続きの窓口となっています。 障がい者は福祉制度や、障がい
▼開庁日 月～土（日祝日・年 に関する悩みなど誰に相談して
良いか分からない中で生活をし
末年始を除く） ８時 分～
ており、なかなか社会にでてい
時 分
くことが困難でした。
▼ところ 国府本郷１１９６
障害福祉センター ☎（ ）
そこで、障がい者同士で連携
４５３０
を図り、互いの悩み相談や会員
同士でレクリエーション活動を
行うことにより、身体障がい者
が社会に参加しやすい環境づく
りを目指す団体として発足しま
した。
▼会員数
会長
30

▲農作業をしている様子

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。
町では障がいのある人もない
人も地域の中で支え合い、共に
生きるまちづくりを目指してい
ます。
障がい者が地域で暮らす場所
としては自宅の他、グループ
ホームがありますので、町の人
々で支え合う環境づくりにご理
解ください。
今回は、大磯町横溝千鶴子記
念障害福祉センターを知ってい
ただくために、センターの紹介
とセンターを利用している４団
体を紹介します。
大磯町横溝千鶴子記念
障害福祉センター
▼目的 「障がい者の支援と自
立更生のために」という理念の

【ＮＯＩＸの会】

障がいのある子どもの自立に向けた生活を
支援するとともに、誰もが住みやすい大磯町
をつくることを目的としています。

▼活動内容
知的障がい児者の生活に関わる施策についての研修や啓発運
動、本人の活動への協力と権利擁護の活動、また、会員同士で悩
みを話し合い、相談をしています。仲間がいることで、勇気が出
ます。レクリエーション活動を企画し、地域の障がい児者や家族
に呼びかけ、共に楽しんでいます。行政、諸団体、個人の方たち
と協力して、地域の活動や全国的な諸課題への取組みに参加して
います。
▼会員数
人（活動は会員以外にも呼びかけ、多くの方が参加
しています。
）
会長 野口 富美子 ☎０８０（３７００）４１６６

【大磯町手をつなぐ育成会】

知的障がいや発達障がいを持つ人たちが、地域であたりまえの
自由で豊かな生活ができるようにとの願いの実現のために活動を
しています。

県
道
相模
原大
磯線

●旧吉田邸

▼活動内容
町や関係団体との連携、協力しながら福祉
ショップ開設運営、横溝千鶴子記念障害福祉
センターの開設、大磯ガイドヘルパーの会発
足運営（現在のぱれっと）に関わり、また、
就学前を中心に障がいのある子どもの集い
や、あそび、親の語らいの場の提供として、
「親子あそびの会」を主催してきました。
▼会員数 ５人
代表者 二宮 明子 ☎（ ）２７９０

▲勉強会の様子

代表

2
3

61

61

5

本会は正しい精神保健思想の普及啓発に
努め、家族間の親睦を図り、精神障がい者
の家族及び社会を明るくすることを目的と
しています。

62

問

問

【湘南あゆみ会】

30

▲ティーサロンよこみぞ

城山公園
プリンスホテル
●
大磯ロングビーチ●

西長院
●

号線

西湘バイパス
大磯西インター
相模湾

●平塚学園
グラウンド
東海道本線

大磯町
横溝千鶴子記念
障害福祉センター
真勝寺
●
●国府支所
国府小
●

国道 1
大磯署●

問

10

▼活動内容
・世話人会及び会報発行（毎月）
・家族による家族学習会開催（全 回）
・サロンあゆみ開催（毎月）
・月 回の定例会（家族交流会、施設見
学、家族会研修旅行等）
▼会員数
人程度
大磯町世話人
1

問

問

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。
小泉 智子
☎
（ ）
１０６６

71

12月３日～９日は
障害者週間です
問

問

年末・年始は救急が増加します！

冬場、特に年末年始は、全国的に救急件数が増加します。主な理由としては、「インフルエンザ等の感染症」、
「餅等による窒息」、「飲酒による事故」、「急激な温度差によるヒートショック」、「雪や路面凍結による転倒」等が
あります。
しかし、これらは皆さんの注意で未然に防ぐことができます。
【予防方法】
・うがい手洗いを行う、マスクを着用する。
・餅は小さく切り、良く噛んで食べる。老人や、子どもと一緒に食事をするときは、周囲の人が注意する。
・節度ある飲酒をする。飲酒の無理強いをしない。
・脱衣所や浴室、トイレ内や便座を使用前に温めておくことで、急激な温度差が発生しないようにする。
・滑り止め機能のついた靴を履く。
このほかにも、皆さんのちょっとした注意で事故は未然に防ぐことができます。
また、
年末年始の当番医は、広報お知らせ版をご覧ください。夜間等受診する病
院が分からない場合は、消防署に連絡してください。

歳末火災特別警戒を実施
こんにちは
月 日
（日）
～ 日
（土）
25

31

消防総務課

☎
（ ）
０９１１

第１分団及び第５分団消防
車両を更新

61

☎（

12

▲引渡式の様子

）０９１１
61

月 日（日）、第１分団、
第５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
よう訓練を重ねてまいります。
今回の更新により、全 分団
の車両更新が終わりました。
30

消防署

保健師です

この時期は何と言っても、海
の幸をふんだんに使ったお鍋。
たらの白子も豪快に入れて「た
らちり」はいかが？食べ終わっ
たあとの雑炊も旨い「かに鍋」
も最高！でもやはり、この時期
の鍋の王様は「牡蠣」ではない
でしょうか。
さて…牡蠣といえばやはり触
れない訳にはいかないのがノロ
ウイルスです。このウイルスは
２枚貝の内臓に潜んでいますか
ら、それを生で食べると感染す
ることがあります。牡蠣を悪者
扱いするのは「生牡蠣」で丸ご
と味わうのを好む美食家が大変
多いからです。
冬の大流行。本当に「牡蠣」の
せい？
ノロウイルスの感染経路に
は、食べ物の他に感染者から直
に う つ る パ タ ー ン も あ り ま す。

期間中は、消防車で警鐘を鳴 お鍋の美味しい季節ですね
らして火災予防を呼びかけます。
●火事を起こさないよう心掛け
ましょう。
・ 火気使用時はその場を離れない。
・出かける前や就寝前には火の
元を点検する。
・ 寝タバコ、吸殻の投げ捨てはしない。
・マッチやライターを子どもが
手の届く場所に置かない。
・石油ストーブ使用時は、燃え
やすい物を近づけない。また、
給油は火を消してから行う。

12

問
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問

感染者が排出した物 吐
( 物や排
泄物 に
) はウイルスが大量に含
まれてます。公衆トイレのドア
ノブや蛇口、ごみ箱のふたや床、
ショッピングカート…。こうし
た環境中のウイルスに手で触れ
た場合、無意識に体内に入れて
しまうことがあります。さらに、
カラカラに空気が乾燥している
この時期、床のウイルスが風に
舞 い 上 が る こ と も あ り え ま す。
生牡蠣に「アタる」よりもずっ
とこうした感染の方が多いこと
が明らかになっています。
最凶のウイルス「ノロ」から身
を守る
ノロウイルスは生命力が大変
に強く、壁など人工物に付着し
て も ヶ 月 近 く 生 存 で き ま す。
寿命は寒くなればなるほど伸
び、冷凍しても死にません。唯
一死滅できるのは加熱、それも
℃ 以 上 で 秒 以 上 で す。 ま
た、ドアノブや汚染された床等
は、次亜塩素酸での消毒が有効
です。このウイルスから身を守
るには、外出から帰ったら必ず
手洗いをきちんと行うことが何
よりの予防です。そして体調を
万全にすること。年の瀬は、何
か と 忙 し い で す ね。 よ く 食 べ、
温かく過ごして、充分な睡眠を
とりましょう。
スポーツ健康課 豊泉
☎内線３０９
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問

☎（61）0911
消防署
問
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年末以外の日

20件 ～ 30件

年 末

150件 ～ 170件

通常の待ち時間は５分程度ですが
年末になると…

馬場・生沢・寺坂・
中丸・石神台地区の
皆さんへ
１月４日（水）に予定する、不燃
ごみ等の回収容器は、１月３日
（火）の箱根駅伝大会終了後に設置

なんと！
１時間前後!!

します。

防災情報メールeasy pocket版を配信終了
町民の皆さんに、より迅速に防災情報を提供するために、平成27年
10月１日から、新メール配信システム（防災情報メール）の運用を開
始しています。
新しいメール配信システムへの切替えをお願いするとともに、従来
のeasy pocketのメール配信も併せて行ってきましたが、平成28年12月
31日をもってeasy pocketによるメールの配信を終了します。なお新シ
ステムはeasy pocketの「大磯町緊急災害情報」
と
「大磯町防災行政無線
情報」を合わせた内容になっています。
まだ切替えがお済みでない方は、下記を参考のうえ、お早めに登録
をお願いします。

【登録方法】
１．パソコン、または携帯電話のメールより、
以下のアドレスに空メールをお送りください。

bousai.oiso-town@raiden2.ktaiwork.jp
※右側のＱＲコードからもアドレスを読み取れます。
2．折り返し、本登録の案内メールが届きますので、本文に記載され
ているURLから本登録を実施してください。
3．本登録を実施すると『メールサービス登録完了』のメールが届き、
登録が完了となります。

≪注意≫
迷惑メール対策などで拒否設定を行っている場合は、
「oiso-town@raiden2.ktaiwork.jp」からのメールを受け取れるように設
定の変更を行ってください。拒否設定を行っていると、登録方法２の
折り返しメールが届きません。
設定等でお困りの点は、ご利用中の携帯電話会社等にご相談くださ
い。

問 危機管理課 ☎内線241・244

5
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年末のごみの持込みはお早めに！

12

〜年内持込み最終日は、 日です〜

72

毎年、年末になると、美化センターへごみを持ち込まれる方が
多くなります。
大掃除は計画的に行い、出来る限り、通常収集を利用ください。

１日に持ち込まれる平均件数

【年内最後の週は、
大変混雑します。
】

年内最終日（ 月 日）の持ち
込みは避けましょう。
長時間待つことで、心のゆと
りが無くなり、思いがけない事
故などが発生します。
最終日の持込みは、出来るだ
け避けてください。
なお、臨時収集申込み受付の
年内最終日は 月 日（金）ま
でです。
美化センター
☎（ ）４４３８
問

おおいそ廃棄物減量化等推進員の
活動報告について
各地区から選出された、おおいそ廃棄物減量化
等推進員は町内から排出されるごみに関して様々
な活動を行っています。

１．
ごみ集積場所の巡回、
分別指導
一部のごみ集積場所の
巡回や集積場所に立ち、
ごみの分け方・出し方の
現状調査を行い、カラス
被害の対策、集積場所利
用のマナー向上について
周知・検討を行っていま
す。

▲集積場所巡回の様子

２．
廃棄物の減量化
家庭から排出されるご
みを減らすために、コン
ポスターを使用した生ご
みの減量化や、家にある
もので取り組むことがで
きる生ごみの処理につい
て挑戦し、知識を深めて
▲コンポスター実践の様子
います。

３．
啓発活動
ごみ減量の活動を通じて得た情報や周知したい
内容などをまとめて、平成29年３年号広報の発行
とあわせて、チラシを全戸配布する予定です。

問 環境課、美化センター
☎（72）4438

町長が

走
走る
る！！

郷土資料館リニューアルオープン

月３日（木・祝）に郷土資料館が
リニューアルオープンしました。
地域博物館として、皆さんとともに
歩み、今年で 年目を迎えました。地
域やボランティアの方々から支援を多
くいただいたことで、県内でも有数の
所蔵資料数を誇るまでになり、また、
特別展・企画展の開催を開館以降１０
０回以上行ってまいりました。しかし、
常設展示室においては、大型展示物が
あり、展示物の変更が難しいことが課
題となっておりましたが、今回のリニ
ューアルで、その課題を解決でき、町
や地域の皆さんにとっても、大きな一
歩であったと考えております。
リニューアルされた展示室は、別荘
地としての大磯に関わる近代史、現在
史に重点を置いております。これらは、
完成された展示ではなく、地域の皆さ
んとともに考え、一緒に作り上げてい
くものです。
また、来年４月１日には、旧吉田茂
邸が一般公開されます。郷土資料館と
旧吉田茂邸が連動し、町が大きく盛り
上がっていくことを願っております。
リニューアルにあたり、町民の方々
及び関係団体の皆さんのご協力に感謝
するとともに、今後も大磯の魅力を発
信することに努めてまいります。

11

28

安全は心と時間のゆとりから
〜年末の交通事故
防止運動実施〜
20

公共施設相互利用のご案内
近隣市町の３市３町広域行政
推進協議会では、公共施設の相
互利用の協定を結んでいます。
協定により、下表の３市２町
のスポーツ施設などを、施設の
ある市町の住民と同じ料金で利
用することができます。
月 日（日）〜 日（火）
の 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られる
ように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。
11

町民課 ☎内線２３７

10 12

問

６施設
中井町

中央公園パークゴルフ場、総合グラウンド運動場など

☎内線237
問 町民課

二宮町民温水プール、緑ヶ丘テニスコートなど８施設
二宮町

鈴川公園野球場、市ノ坪公園テニスコート、総合運動
公園体育館、子ども科学館など12施設

伊勢原市

中央運動公園陸上競技場・水泳プール、総合体育館メ
インアリーナ、おおね公園温水プールなど17施設

秦野市

博物館講堂、美術館ミュージアムホールなど５施設
平塚市

主な対象施設
設置市町
町営駐輪場
解体場所

対象施設の詳細は、町ホーム
ページ（トップページ↓「施設
を探す」
）でご覧ください。
なお、使用料、利用時間、利
用方法などの詳細は、各施設へ
お問い合わせください。

▼

工事期間（予定） 平成29年３月頃まで

政策課 ☎内線２９０
大磯町営駅前東自転車駐車場（大磯町大磯878番
地）の解体工事を実施しています。
工事中は工事車両の出入り等がありますので、ご
迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願
いします。

問

大磯町営駅前東自転車駐車場の
解体工事を行っています

6

申

18

成人式を次のとおり開催しま
す。対象の方には 月９日（金）
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
で出席を希望する場合は、 月
日（火）までにご連絡くださ
い。

成人式を体験してみませんか
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（火）まで
にご連絡ください。
・
生涯学習課
☎内線３２３

ご成人おめでとうございます
成人式を開催します

▼とき 平成 年１月９日（祝・
月）
時 分〜 時 分
（受付
時 分〜）
▼ところ 国府小学校体育館
▼対象 平成８年４月２日〜平
成９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

▲平成27年度新成人記念の
つどいの様子

問 大磯港港湾管理事務所

15

19

12

27

とき
平成29年１月１日（日・祝）
ところ 大磯港西防波堤遊歩道
遊歩道開放時間 ６：30～16：00
※気象条件によって観測できない場合、遊
歩道の開放をしないことがあります。

12

30

16

☎（61）5719

13

12

12

30 29

12

50

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
30分から開放しています。
元旦は、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、
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。

28

大磯港西防波堤遊歩道の
開放時間を延長します

申

▼ ▼ ▼

27

「エリトリア展」
を開催します

16

27

大磯港で初日の出を見よう!!

問

問

東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会に向け、
大磯町では、神奈川県や関係市
町等とアフリカのエリトリア国
との事前キャンプに関する協定
を結んでいます。
今後、スポーツや教育・文化
なども含めたエリトリア国との
友好関係を育んでいくため、エ
リトリア国の魅力を広く町民の
皆さんに知っていただけるよう
各種展示を行います。
▼とき
月２日（金）〜 日
（金）
▼ところ 本庁舎１階ロビー
▼内容 エリトリア国の情報、
風景や交流に関する写真、絵
画など

7

12

政策課 ☎内線２０５
問

25

第六十回大磯西行祭
献詠俳句・短歌募集
平成 年３月 日（土）に開 ムページをご覧ください。
催する西行祭の献詠俳句・短歌 ▼その他共通事項
選
を募集します。皆さんからのご
※考結果は、入選者にのみ３
月３日（金）までに通知しま
応募をお待ちしています。
す。
（例年、３月最終日曜日に開催
入
していますが、今回は変更を予
※選句・歌は、町ホームペー
ジや町広報紙等に掲載する場
定しています。ご注意くださ
合があります。
い。
）
入
※選者は西行祭の表彰式に出
席をしていただきます。
▼題 俳句 雑
…詠 二句
応
短歌 自由 二首
…
※募作品の返却や審査に関す
（未発表の作品に限る。
）
る問い合わせには応じられま
▼募集部門
せん。
俳句 一般の部・小学生の部・
・
〒２５５ ０
‐００３
大磯町大磯１３９８番地
中学生の部
短歌 一般の部・小中学生の部 大磯町役場産業観光課「西行祭
▼申込み １月 日（金）まで 献詠俳句・短歌募集」係
に郵送（必着）もしくは電子申
産業観光課 ☎内線３３４
請で申込みください。
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。
所
※定の応募用紙は、町役場等
または、町ホームページから
も入手できます。
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
29

〜交通事故ゼロを目指し〜

小学生交通安全ポスター入賞者
▼最優秀賞
４年 齋藤 里菜 （大磯小）
５年 島田 麻央 （大磯小）
６年 松本 佳莉朱（大磯小）

交通安全協力者表彰
古木 弘久
（山王町町内会）
岩本 治
（西小磯東区町内会）
添田 満穂
（西小磯東区町内会）
戸塚 重義
（西小磯東区町内会）
竹内 清
（生沢自治会）
小林 洋一
（石神台自治会）

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）
持ちましょう
心の余裕と
車間距離
古木 朱嶺（大磯中）

▼優秀賞
４年 今井 涼介 （大磯小）
早川 真矢 （大磯小）
５年 曽我部 琉名（国府小）
目黒 太陽 （大磯小）
６年 菅野 あかり（国府小）
諏訪 光衣 （国府小）

交通安全町民総ぐるみ大会
53

秋の叙勲・褒章

瑞宝単光章（消防功労）

月 日（土）、
第 回大磯町
交通安全町民総ぐるみ大会を大
磯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
及び交通安全ポスター・標語の
表彰のほか、大会決議、交通安
全教室を行い、交通事故撲滅の
決意を新たにしました。
各表彰者は次のとおりです。
（敬称略）
交通安全功労者表彰
【団体】
有限会社 蒔田建設
（大磯二宮安全運転管理者会）
有限会社 鈴木組
（大磯二宮安全運転管理者会）
12

受章おめでとうございます

政策課 ☎内線２１３

月３日付けで２０１６年秋の叙勲・褒章の受章者が発表さ
れました。
町内からは２名の方々が受章されました。ご功績に敬意を表
し、ますますのご活躍を祈念いたします。
（順不同・敬称略）

危険業務従事者叙勲を
２名が受章

瑞宝単 光 章 （ 警 察 功 労 ）

一成（国府本郷）

問

百歳おめでとうございます

入賞作品は、町ホームページ
にて公開していますので、ぜひ
ご覧ください。

▼優秀賞
河野 さくら（国府中）
寺島 小雪（大磯中）
飯野 大翔（国府中）

28

問 町民課 ☎内線２３７

問

克（東小磯）
苅部滋子さん（西久保）が
月に満百歳のお誕生日を迎えら
れました。
これからも、健康に留意され、
元気に過ごされますようお祈り
いたします。

元大磯町消防司令

杉崎
▲苅部滋子さん

元神奈川県警部補

金子
10

11

【個人】
井上 昌巳
（大磯二宮安全運転管理者会）
吉川 京男
（大磯地区交通安全協会）
近藤 辰美
（大磯地区交通安全協会）
大谷 元宏
（大磯地区交通安全協会）
百瀬 惠美子
（大磯地区交通安全協会）

▲平成28年度大磯町
小学生交通安全ポスター
松本 佳莉朱さん作

11

福祉課 ☎内線３１６

問

８

《ご意見をお寄せください》

パブリックコメントを募集します

計 画 名

大磯町公共施設等総合管理計画 （仮称）大磯町スポーツ健康増進計 大磯町歯及び口腔の健康づくり推
（素案）
（素案） 画
（素案） 進条例

概

将来のまちのあるべき姿を考え、
公共施設等の総合的かつ計画的
な管理の考え方と基本的な方針
を定める計画を策定する。

健康・食・運動（スポーツ）を一体的
に総括し、健康寿命の延伸・生きが
いづくり・生活の質の向上を目指
す。

歯及び口腔についての健康意識の
向上、歯科医師会等の関係機関の
役割、連携体制などを定める。

募集期間

12月５日（月）～平成29年１月６日（金） 12月20日(火)～平成29年１月18日(水)

12月８日(木)～平成29年１月６日（金）

閲覧場所

町ホームページ、町民情報コーナー（役場本庁舎・国府支所）、担当課窓口、生涯学習館、図書館本館

提出方法

①担当課窓口へ持参 ②郵送（締切日当日の消印有効） ③ＦＡＸ ④Ｅメール
※提出にあたって形式は問いません。また、氏名、住所、連絡先を明記してください。

要

〒255–8555 大磯町東小磯183
提 出 ・ 大磯町政策総務部総務課宛
問合せ先 総務課 ☎内線209、FAX（61）1991
shisetsu@town.oiso.kanagawa.jp

〒255–8555 大磯町東小磯183
大磯町町民福祉部スポーツ健康課宛
スポーツ健康課 ☎内線310、FAX（61）6002
a-kenko@town.oiso.kanagawa.jp

大磯町環境審議会委員を募集

情報公開制度運営審議会委員・
個人情報保護制度運営審議会委員を募集

環境の保全及び創造に関する事項等について、調査・
審議を町民参加により幅広い意見などを反映していくた
めに、委員募集します。

情報公開制度・個人情報保護制度の適正かつ円滑な推
進を目的とした運営審議会の委員を募集します。

募集人数 ３人
任期 委嘱の日から２年間
応募資格 町内に在住し、平日に開催する会議に出席
できる20歳以上の方（平成29年１月１日現在）。ただ
し、国及び地方公共団体の議会議員、常勤の国家公務員
及び地方公務員、町の他の審議会委員となっている方は
除きます。
応募方法 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、小
論文を添えて郵送・持参・Ｅメールのいずれかにより提
出してください。
※募集要領は、美化センター、役場本庁舎１階ロビー、国
府支所、
町ホームページで入手できます。
（400
小論文のテーマ 「環境保全に対する私の取組み」
字以内）
で記述してください。
①Ａ４横書き400字詰め原稿用紙
②パソコン等で作成する場合は、Ａ４用紙横書きで、
20字20行、
文字サイズ18ポイントを使用してください。
募集期間 平成29年１月10日（火）～31日（火）まで。
（郵送の場合は、
当日消印有効）
報酬 6,500円／回
提出先 〒259-0103 大磯町虫窪66番地 美化センター
産業環境部環境課環境・エネルギー係
Ｅメール：kankyo@town.oiso.kanagawa.jp
その他 結果は３月下旬までに応募者に通知します。
環境課（美化センター内） ☎（72）4438
問・

募集人数 各２人
任期 委嘱の日から２年間
応募資格 町内に在住し、平日に開催する会議に出席
できる20歳以上の方（平成29年３月１日現在）。ただ
し、国及び地方公共団体の議会議員、常勤の国家公務員
及び地方公務員、町の他の審議会委員となっている方は
除きます。
応募方法 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、小
論文を添えて郵送・持参・Ｅメールのいずれかにより提
出してください。
※募集要領は、本庁舎３階総務課、役場本庁舎１階ロ
ビー、国府支所、町ホームページで入手できます。
小論文テーマ
・情報公開制度運営審議会委員に応募の方
「あなたが考える情報公開について」
（800字以内）
・個人情報保護制度運営審議会委員に応募の方
「あなたが考える個人情報保護について」
（800字以内）
募集期間 12月1日（木）～16日（金）まで。（当日
消印有効）※持参の場合は、土日祝日を除く８時30分
～17時15分
報酬 6,500円／回
提出先 〒255-8555 大磯町東小磯183番地
大磯町役場政策総務部総務課総務法制係（本庁舎３階）
Ｅメール：hosei@town.oiso.kanagawa.jp
その他 詳細は、募集要領をご確認ください。
総務課 ☎内線212
問・

9

▼▼▼
▼
▼
▼
▼▼
▼

▼

▼▼

▼

▼

▼

▼▼▼

～大磯町の環境について、一緒に考えましょう～

平成28年度 町の上半 期財政状況を報告 !
平成28年度上半期（平成28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 ●

会

（当初予算額 101億2,500万円＋補正予算額 6億9,993万円）

収入済額 52億7,236万円（収入率48.7％） 執行済額 37億3,803万円（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

予算現額 48億2,523万円
収入済額 30億5,534万円

自

使 用 料 自転車駐車場使用料などのサービスに対し
主 手 数 料 対価として徴収するお金
予算現額 1億1,567万円

財
源

収入済額

6,113万円

そ の 他 繰入金、財産収入、諸収入など上記以外で
町が自主的に調達できるお金
予算現額 16億

(収入率 56.2%)

国 ・ 県 使い道が特定され国や県から交付される
支 出 金 お金
予算現額 19億2,929万円
収入済額 4億2,914万円

依

町

(収入率 22.2%)

0円

執行済額 11億 612万円

(執行率 32.2%)

総 務 費 住民登録や交通安全、防犯、防災対策など

執行済額

(収入率 0.0%)

(収入率 71.4%)

そ の 他 自動車取得税など国・県を経由して地方
自治体に配分されるお金
予算現額 6億8,097万円
収入済額 3億4,168万円

後期高齢者医療

8億5,200万円

3億4,403万円 38.6%

3億1,358万円 35.2%

介 護 保 険 事 業

29億6,900万円

7,673万円 30億4,573万円 12億1,377万円 39.9%

11億1,821万円 36.7%

下

17億6,300万円

4,685万円 18億 985万円

5億9,118万円 32.7%

5億4,117万円 29.9%

道 事

執行済額 3億1,590万円

執行済額 3億2,554万円

一般会計

基

70億4,983万円

金

現

金

有価証券
土

地

地

建物
（延床）

特別会計

平成27年度末
［A］

平成28年度
増減
［B］
－
［A］
上半期末
［B］

18億9,044万円 20億8,120万円
0円

0円

90億4,551万円

7億 817万円

7億 817万円

64,344 ㎡

65,075 ㎡

804,202 ㎡

804,280 ㎡

主な増減理由

1億9,076万円 公共施設整備基金、本庁舎建設基金、財政調整基金などの積立てを行ったため
0円
0円

（道路）
を普通財産に移管したため
78 ㎡ 行政財産

731 ㎡ 旧吉田茂邸を再建したため

１人当たりに使われたお金

(執行率 46.2%)

(執行率 39.9%)

執行率

下水道事業債
90億4,551万円

１人当たりの町税負担額
その他
（消防費、議会費など）
13,125円

公債費
9,480円

上記以外の費用

執行済額 4億1,326万円

目

土

そ の 他 議会費、農林水産費、商工費、消防費など

執行済額

町有財産の状況

(執行率 48.7%)

(執行率 38.6%)

収入率

土木債（道路整備など） 教育債（学校整備など） 衛生債（ごみ処理施設など） その他（耐震事業など）
5億6,475万円
7億5,979万円
4億1,559万円
5億192万円

項

予算現額 10億3,581万円
(収入率 50.2%)

収入済額

一般会計では、近年、地方交付税の代替措置として借
り入れる臨時財政対策債が最も多くなっています。下水
道事業債は今後も残高が増える見込みですが、町全体で
事業の見直し等を図り、町債に頼らない財政構造への転
換に努めます。

【前年度同期比：1億1,599万円増】
（町民１人当たり残高：51万1,206円）

(執行率 15.7%)

公 債 費 町の借金の返済費用

執行済額 2億9,849万円

8億9,043万円

全会計：160億9,534万円

土 木 費 道路や河川、公園の整備など

執行済額 5億6,701万円

業

3,843万円

予算現額

臨時財政対策債
48億778万円

◆一般会計 上半期のポイント◆上半期では、子ども・子育て支援のため、病後児保育をスタートしたほか、昨年度に引き続き、郷
土資料館のリニューアルを行うとともに、旧吉田茂邸再建工事が終了（現在オープンに向けて展示物等の準備中）しました。
また、ごみ処理広域化に伴う、（仮称）大磯町リサイクルセンター整備工事に向けた実施設計が終了しました。
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18億8,919万円 39.8%

衛 生 費 予防接種やごみ処理など

予算現額 6億4,598万円

予算現額 6億8,000万円
収入済額 4億8,567万円

2億1,644万円 47億4,844万円 20億4,217万円 43.0%

7億1,171万円 (執行率 42.2%)

予算現額 8億4,439万円

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

45億3,200万円

水

名

町債（借金）の現在高

教 育 費 学校や生涯学習など

債 町が借り入れる借金

収入済額

国民健康保険事業

予算現額 11億6,383万円

予算現額 9億9,300万円

存

民 生 費 保育園や障がい者、高齢者の福祉など

補正予算額

予算現額 20億 813万円

77万円

収入済額 8億9,940万円

出

計

予算現額 16億8,833万円
(収入率 52.8%)

☎内線 216・219

当初予算額

予算現額 34億3,846万円
(収入率63.3%)

財政課

特別会計の収入・執行状況

予算現額 108億2,493万円
歳

問

町たばこ税
2,434円

その他
（軽自動車税など）
1,528円

民生費
35,132円
衛生費
10,033円
教育費
10,340円
土木費
18,009円

118,724円
総務費
22,605円

町民税
41,428円

97,041円
固定資産税
51,651円

※人口は平成28年10月1日現在（31,485人）の値を用いて算出しています。
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勝又

みんなで
つくろう！

はる と

陽翔くん

平成26年10月21日生

関東風雑煮

裕可さんの長男

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 （7人分）

Vol.

43
いもが好きで、食感が
もちもちしていて
中学校１年生の作品
（応募当時）
おいしいから
さといもを選びました。

しょうゆ
大根
1/2本
青のり
さといも（大）
７個
水
1400ｍｌ
だし
８人分を２袋
（市販の袋、かつおぶし等が入っているもの）
おもち
14枚
塩
小さじ1/4

お玉1/2杯
適量

作り方
お神輿大好きなはるくん。
毎日家でも保育園でも"どっこいどっこい"
しています！

政策課

☎内線207

① さといもを洗って１日ほど乾かす。
② 乾いたさといもの皮をむき、
一口サイズに切る。
③ 大根を食べやすい大きさに切る。
④ 鍋に水を入れ、さといもと大根を入れて火にかける。
⑤ 塩としょうゆで調味をして、だしとおもちを入れる。
⑥ お餅がやわらかくなったら青のりをかけてできあがり。
※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。

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

●郷土資料館リニューアルオープン
11/3

郷土資料館(

奥野さん撮影）

●竹あかり
11/13 高来神社
( 高田さん撮影）

●第23回大磯宿場まつり
11/6

山王町旧東海道松並木(

町の人口と世帯
11月1日現在

杉崎さん撮影）

●定置網水揚げ体験会
10/27

大磯沖(

上田さん撮影）

人口 31,465（－2）男 15,342（－5）女 16,123（＋3）
世帯 12,385（＋10） （ ）は前月比
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