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世界に1つだけの凧づくり
※詳細は P19 をご覧ください。
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向け住宅の建設、町有地を活用
した小規模宅地分譲等、移住定
住の促進に積極的に取り組みま
した。
さて、町の行政運営の基本方
針は、第３次総合計画に基づき
人口減少対策や子育て支援の拡
充、施設老朽化対策など喫緊の
行政課題に対して的確に対応
し、限られた財源を有効に活用
して最小の経費で最大の効果を
図れるよう、事業を推進するこ
とです。
本年は、小中学校すべてにエ
アコンの設置を行い、児童生徒
が快適に学校生活を送れるよう
に環境整備を一層推進します。
また、四季折々に異なる渓谷
美を見せる養老渓谷の景観や大
多喜城のもとに栄えた城下町の
景観を色濃く残す本町では、景
観の保全及び形成に努めるた
め、景観行政団体へ移行したと
ころであります。今後、町民の
皆様と協働して景観形成に関す
る計画や条例などの整備を進め
良好な景観を保全し、優れた資
源となるべく景観行政に積極的
に取り組んでいきます。
国際交流につきましては、メ
キシコ合衆国と大多喜町との永遠
の友好を象徴する記念碑を建立い
たします。また、本年は２年ぶり
に台湾の集集鎮を訪問し、２０２

０年東京オリンピック・パラリン
ピックを契機として当町との観光
交流の活性化を働きかけてまいり
ます。
商工業の振興につきましては、
経済活動や地域活動等において重
要な役割を果たしている地元商工
業に対する支援の充実を図り、観
光振興では、長年の懸案となって
いる面白峡遊歩道の設計業務に着
手し、整備を推進するとともに、
民間の活力を活用して引き続き城
下町並みの整備充実やＮＨＫ大河
ドラマの誘致に力を入れてまいり
ます。
農林業の振興につきまして
は、農地の集積を進め、担い手
不足の解消や耕作放棄地対策を
図り、又有害獣対策として地域
や集落が行う被害防止対策の推
進・支援を図っていきます。さ
らに、本年４月から施行される
森林環境譲与税を活用し、森林
所有者への意向調査などを行い
森林整備の推進にも取り組む予
定でいます。
結びに、本年が町民の皆様に
とりまして、素晴らしい年とな
りますことを心からご祈念申し
上げるとともに、大多喜町に
とって飛躍の年となりますこと
を祈念し、新年のご挨拶といた
します。

勝美

町長
飯島

新年あけましておめでとうございます
町民の皆様におかれまして
は、希望に輝く新春を健やかに
お迎えのことと、心からお慶び
申し上げます。
また、日頃から町政の推進に
ご理解とご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
昨年を振り返りますと、昭和
年に西畑中学校と老川中学校
との統合により発足した卒業生
３ ９２１人・創立 年の歴史
を持つ西中学校が大多喜中学校
と統合し、地域の皆様のご協力
をいただき４月から新たに大多
喜中学校としてスタートしまし
た。通学手段の確保等、様々な
課題はありましたが、生徒たち
は新しい仲間との学校生活を順
調に過ごしております。今後
も、生徒たちがより充実した学
校生活を送ることができるよう
努めてまいります。
地域防災の要をなします町消
防団におきましては、第 回千葉
県消防操法大会ポンプ車操法の部
において、平成元年以来 年ぶり
の最優秀賞（第１位）に輝きまし
た。
また、町の喫緊の課題であり
ます人口減少対策につきまして
も、小中学校給食費の完全無料
化や幼少期からの英語教育を継
続して行うなど子育て世代の支
援を図るとともに、新たに企業
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ませんが、行政や地域社会、住
民の力によって被害を最小限に
止めることは可能です。大多喜
町におきましても、いざという
時に地域で助け合えるコミュニ
ティづくりを今まで以上に進め
ることが求められています。
大多喜町議会といたしまして
も、町民と自治体との信頼関
係、協働の精神が不可欠である
ことを強く念頭に置き、議会及
び議員の役割や行動指針等を明
らかにし、町民の負託に応え、
町民が安心して生活できる大多
喜町の実現に寄与することを目
的に、平成二十四年に制定した
大多喜町議会基本条例の基本理
念のもと、住民との懇談会や日
曜議会を開催し、より多くの町
民の皆様により深く議会活動を
理解していただけるよう町民目
線に立った議会だよりの発行な
どに取り組んできました。
町の抱えている課題は、人口
問題をはじめ、定住化対策、有

害鳥獣対策、公共交通対策など
様々でありますが、議会の果た
すべき役割と責任を自覚し、こ
れからも町民の皆さまの声を大
切にして、様々な課題の解決に
取り組み、安全・安心そして住
み続けたいと思えるまちづくり
に議会議員一同全力で取り組ん
でいく所存でありますので、
今後とも皆様のより一層のご支
援、ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。
結びに、この新しい一年が大
多喜町にとって活気にあふれ、
町民の皆様にとりまして実りあ
る素晴らしい年となりますよう
心からお祈り申し上げまして新
年のご挨拶といたします。

謹んで新年の
ご挨拶を申し上げます
新年明けましておめでとうご
ざいます。
町民の皆様におかれましては
希望に満ちた新春を迎えられた
ことと、心からお慶び申し上げ
ます。
平素から町議会に対し深いご
理解とご協力を賜り、心から感
謝申し上げます。
昨年を振り返りますと、西日
本を中心に全国的に広い範囲で
記録された平成三十年七月豪雨
や北海道胆振東部地震など、国
内各地で大きな災害が発生し、
甚大な被害が生じました。これ
らの災害により、被災された
方々にお見舞い申し上げるとと
もに、亡くなられた方や、ご家
族の方には心からお悔やみを申
し上げ、また、被災地の一日も
早い復興・復旧と皆様の平穏な
日々が戻りますよう、お祈り申
し上げます。
自然災害をなくすことはでき

議会議長
野村 賢一

日
・飯島町長就任
（ 期目）

出来事順

日
・大多喜町立西中学校閉校式
日
・いすみ鉄道開業 周年
（記念式典開催）
１日
・ 新生大多喜中学校スター ト
︵大多喜中学校︑西中学校統合︶
・スクールワゴン運行開始
︵西小学校児童︑大多喜中学校徒
利用︶

1

７日
・いすみ鉄道
古竹孝一 新社長 就任

１日
・デマンド交通
「おたっクル」
運行開始
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１日
・小・中学校給食費
完全無償化

４日
・第 回千葉県消防操法
大会
ポンプ車操法の部
第 分団第１部第 班
最優秀賞（第１位）
小型ポンプ操法の部
第 分団第 部第 班
優良賞（第３位）
日
・大多喜みどころめぐり
無料シャトルバス運行

2

1
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ニュース

3

2018年を振り返り、出来事・
ニュースをまとめました。皆さ
んはどのような1年でしたか？
2019年も、実りある1年となり
ますように。

30

４月
8月
10月
11月

10 大
29
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大多喜町

１月
3月
４月
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農業所得の計算及び申告は、他の営業所得者や事業所得者などと同様に
営農者ご自身でお願いします。
農業所得の計算に便利な『計算のしおり』と『収支内訳書』を役場窓口
および老川・西畑の各出張所で随時配布していますのでご利用ください。
また、申告受付時には、収入金額と必要経費に関する領収書等を確認さ
せていただきますので、1年間(平成30年1月1日～12月31日)の農業にかか
る販売伝票、領収書、通帳等を大切に保管して記録を残しておいてくださ
い。

Mon

４月

Fri

ています！
い
づ
近
が
期
時
告
申
の
得
所

農業

詳しくは、税務住民課にお問い合わせください。
問合せ 税務住民課 課税係 ☎82−2122

よくある質問
Q＆Aで
お答えします

Q：農業をしている人は
全員申告するの？

Q：申告はいつするの？

A： 自家用の野菜や飯米のみ

A： 平成31年2月18日(月)から3月15日(金)

で、販売を行っていな
い方は農業経営とはみな
しませんので、農業所得
の税申告は必要ありませ
ん。

までです。
農業所得の申告は、農業所得用の収支内
訳書を作成し、確定申告書や住民税申告
書にその収支内訳書を添付して提出すれ
ば申告完了となります。申告相談には領
収書や帳簿をご持参ください。

Q：計算はどうすればいいの？

Q：計算方法がどうしても
わからない場合は？

Q：何か制度が
変わった？

A：収支内訳書（農業所得用）に基づいて各項目の収入

A：確定申告が始まる前の

A： 今年度は、農業所得計算

額と支出額を計算します。ご自分で農業所得が計算
できるように『計算のしおり』と『収支内訳書』を
作成しております。役場窓口および老川・西畑の各
出張所で、ご希望の方へ随時配布しています。
次年度以降のためにコピーして保管いただくことを
おすすめします。
また、大多喜町役場ホームページからも『計算のし
おり』、『収支内訳書』をダウンロードできますの
でご利用ください。

みんなの年金

1月下旬までに電話予
約をして、役場へお
越しください。
担当職員が計算方法
を説明いたします。
（昨年度の申告書控
えや領収書、帳簿
等の書類が必要で
す。）

に関わる改正点はありま
せん。
なお、減価償却資産は、
償却資産の購入年月日、
購入金額、事業専用割合
等が必要となりますの
で、その領収書の写しや
メモ書きなどを用意して
ください。

老齢年金受給者に
源泉徴収票が送付されます

平成３０年分公的年金等の源泉徴収票が日本年金機構より平成３１年１月中に順次送付されます。
老齢、退職を支給事由とする年金を受給している方全員に、平成３０年２月支払い分～１２月支払い分まで
（平成３１年１月に支払いがあった方は、１月支払い分まで）の金額を記載した源泉徴収票をお送りします。
源泉徴収票は、税務署で年金以外に給与収入があり確定申告をするときや、源泉徴収の還付を受けられると
きに添付する必要があります。
もし、源泉徴収票を紛失された場合は再交付ができますので、お近くの年金事務所やねんきんダイヤルまで
お申し出ください。
なお、「障害年金」や「遺族年金」については非課税ですので、源泉徴収票の送付はありません。
問合せ

5

千葉年金事務所
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ねんきんダイヤル

☎0570−05−1165

平成30年分確定申告についてのお知らせ
茂原税務署

所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人消費税の

申告書作成会場の開設日程
開設期間
2月18日(月)
～3月15日(金)
※土、日を除きます。

会

場

時

間

【受付】8：30 ～ 16：00
（提出は17：00まで）
【相談】9：00 ～ 17：00

茂原税務署
２階会議室

※確定申告書作成のために来署される場合は、上記期間又は下記無料申告相談期間にお越しください。
なお、会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべくお早め
にお越しください。
※確定申告に必要な書類、印鑑及びマイナンバーに係る本人確認書類(マイナンバーカード等)の原本又
は写しをご持参ください。

税理士による無料申告相談 ～申告書を作成して提出できます～
申告書作成会場のほか、以下の日程で相談会を実施しますので、是非ご利用ください。
実施期間

会

場

2月 8 日（金）

勝浦市役所

2月13日（水）

いすみ市役所大原庁舎

2月 7 日（木）
～2月15日（金）

茂原税務署２階会議室

相談時間

9：00 ～ 16：00
【受付は15：00まで】

※譲渡所得（土地、建物及び株式などの譲渡）のある方や所得金額が高額な方、相談内容が複雑な方
（住宅ローン控除適用１年目を含む）は、ご遠慮ください。
※混雑状況等により、受付を早めに終了する場合がありますのでご了承ください。
※確定申告に必要な書類、計算用具、筆記用具、印鑑及びマイナンバーに係る本人確認書類（マイナン
バーカード等）の写し等をご持参ください。

平成30年分確定申告書の提出期限及び納付期限
申告の種類

提出期限

納付期限

振替納付日※

所得税及び
復興特別所得税

3月15日(金)

3月15日(金)

4月22日 (月)

贈

税

3月15日(金)

3月15日(金)

個人事業者の消費税
及び地方消費税

4月1日(月)

4月1日(月)

与

4月24日 (水)

※預貯金口座からの振替納税を利用されている方は、「振替納付日」欄の日に口座振替となります。
広報おおたき No.604
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医療費控除を受けるための手続きが変わりました！
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要となり
ました。（領収書の添付は不要となりました。）
※１ 医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）
※２ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
（医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。）
（注）平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示による
こともできます。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！
平成28年分以降、所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書には税務署
へ提出する都度、「個人番号(マイナンバー)の記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要
です。
本人確認書類（①又は②のいずれか）
①マイナンバーカード（個人番号カード）
②番号確認書類＋身元確認書類
※番号確認書類・・・通知カード、住民票の写し（マイナンバーの記載があるもの）など
※身元確認書類・・・運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート など

年金所得者の申告手続不要制度について
①と②の両方に該当する場合
① 公的年金等の収入金額が 400万円以下
②公的年金等以外の所得金額が ２0万円以下

税務署への
申告・納税は、

不要 です。

※①と②の両方に該当する場合でも、所得税の還付を受けるための申告書を税務署へ提出することがで
きます。
※上場株式等の譲渡損失や雑損失を翌年に繰り越す場合や10万円超の青色申告特別控除を適用する場
合などは、税務署への申告が必要です。
※国外から受給する公的年金等がある方は、①と②の両方に該当する場合でも税務署への申告が必要な
場合がありますので、税務署にお尋ねください。
※税務署への確定申告・納税が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合がありますので、お住まい
の市町村（税務課・市民税課）にお尋ねください。

で送信！

便利な

申告書の作成は

国税庁ホームページの

nta.g
w.

o.jp

e-Tax

ww

国税庁ホームページについて

「確定申告書等作成コーナー」で！！

又は
書面で提出！
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「平成31年度償却資産」の申告について
1月1日現在、償却資産をお持ちの方は、その所有状況の申告をお願いします。平成30年度分を申告さ
れた方は、個別に「平成31年度申告書」を送付しています。増加、減少資産について1月31日までに申告
してください。また、増減のない方も、印を押して提出してください。
「償却資産」とは、会社や個人で農業・工場などを経営されている方が所有する、土地や家屋以外の事
業用資産（構築物・機械装置・工具、器具及び備品など）で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は
所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される固定資産をいいます。
なお、償却資産台帳と申告内容に差異がないか順次、実地調査を行います。その際は、ご協力よろしく
お願いします。
「対象とならないもの」
○自動車税・軽自動車の課税対象となるもの
※大型特殊自動車は申告が必要です。
○無形固定資産
（ソフトウェア、鉱業権、特許権など）
○繰延資産（創立費、開業費など）

「対象となるもの」
○農業 籾摺り機、乾燥機、畦塗機、耕運機、保冷
庫、きのこ栽培用ほだ木、ビニールハウスなど
○工場 製造用設備、受変電設備、旋盤、溶接
機、大型特殊自動車、構内舗装など
○商店 レジカウンター、陳列台、自動販売
機、事務機器など
○不動産 アスファルト舗装、コンクリート
塀、フェンス、プロパン庫、植え込み（花
壇）、ごみ置場、浄化槽など

※トラクターやフォークリフトなどの小型特殊
自動車は軽自動車税の課税対象となりますの
で、償却資産の申告は必要ありません。

小型特殊自動車の規格（以下の基準をひとつでも超えていれば大型特殊自動車です）

長さ
産業・建設用車両 4.70ｍ以下
農耕作業用車両 制限無し

幅
1.70ｍ以下
制限無し

高さ
2.80ｍ以下
制限無し

最高時速
時速15ｋｍ以下
時速35ｋｍ未満

総排気量
制限無し
制限無し

新たに事業を始めた方や、新たに事業用資産を購入して申告用紙が必要になった方は以下までお問合
せください。
問合せ 税務住民課 課税係 ☎８２－２１２２（内線２４８）

3

12
29

12

83
−

31

12

1 12

4 9 30

4 30

1

12

12

31

29

1

12

82
−

1

1

3

年末年始 役場業務のご案内

《一般業務・中央公民館・図書館・海
洋センター》
月 日（金）から 月 日（木）
までは、閉庁日です。
休み中でも戸籍の届出（出生届・婚
姻届・死亡届等）は受け付けます。
《水道業務》
休み中の宅内漏水修理は、町指定工
事店へ直接ご連絡ください。
道路などが濡れていて漏水と思われ
る場合は役場へご連絡ください。
《火葬業務》
月 日（月）、 月 日（火）は
業務を行いません。
問合せ 大多喜町役場 ☎
２１１１
《ごみの収集》
大掃除などで出たごみは、ごみ収集
カレンダーを確認して、早めに出しま
しょう。年末年始の期間中、ごみが集
積場に放置されたままにならないよう
ご協力をお願いします。
・可燃ごみの収集
年末
月 日（日）特別収集
月 日（金）から通常どおり
年始
・環境センターへの持込み
年末
月 日（日）ごみの持込時
間は 時から 時まで
月 日（金）から通常どおり
年始
・環境センター年末年始休所日
月 日（金）、 月 日（月）か
ら 月 日（木）
問合せ 環境センター ☎
０３３１
1

大気汚染防止のための冬季対策について
冬季は大気がよどみやすく、大気汚染物質の濃度が高くなります。
大気汚染の原因となる窒素酸化物や、微小粒子状物質（PM2.5）等の排出を減らす取り組みにご協力
ください。
●大気汚染対策メニュー
・節電に努めましょう。 ・暖房は室温２０℃を目途に設定し、重ね着などの工夫に心がけましょう。
・暖房機器やガス給湯器の買い替え時には。大気汚染物質の排出の少ない機器を選びましょう。
・太陽光等の自然エネルギーを活用しましょう。 ・外出時は、自転車や公共交通機関の利用を努めましょう。
・自動車の買い替え時や使用時には環境負荷の少ない車を選びましょう。
・アイドリングストップを実施しましょう。 ・急発進、急ブレーキを行わない等のエコドライブを実践しましょう。
問合せ

環境水道課

環境係

☎

82−2067
広報おおたき No.604
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選挙における投票立会人の事前登録希望者を募集します
町選挙管理委員会では、選挙を身近に感じてもらうため、各選挙における投票立会人の事前登録希望者
を募集します。
申込をし、登録をされた方は、選挙のたびに選挙管理委員会から投票立会人の依頼をさせていただきます。
投票立会人とは、投票管理者のもとにおいて、投票事務の公平を確保するため公益代表として投票事務
全般に立ち会う重要な職責を有するものです。
投票立会人の主な内容及び投票立会人の申込方法等は次のとおりです。
○主な内容
・投票用紙の交付、投函、持ち帰りなどの誤りがないかの確認
・投票開始時に投票箱に何も入っていないことの確認
・投票箱が施錠されていることの確認
・投票録への署名
○立ち会いの日時及び場所
・投 票 日 午前7時～午後8時 町内各投票所（１投票所あたり２名）
・期日前投票 公示（告示）の翌日から投票日前日までの土日、祝日で希望する日
午前8時30分～午後8時 大多喜町役場内（１日あたり２名）
※期日前投票期間は選挙の種類により異なります。
○報酬
投 票 日 10,800円/日
期日前投票 9,600円/日
○応募資格
大多喜町の選挙人名簿に登録されており、選挙権を有する方 ※当該選挙の公職の候補者は選任されません。
○申込方法
所定の申込書に必要事項を記入のうえ大多喜町選挙管理委員会へ提出してください。申込書は町選挙管理委員
会又は町のホームページから取得できます。
申込は随時受け付けていますが、申込が選挙期日に近い場合は直近の選挙の対象にならない場合があります。
○来年の選挙の予定
２０１９年４月７日（日） 千葉県議会議員選挙
２０１９年７月
参議院議員通常選挙
問合せ
大多喜町選挙管理委員会（役場総務課内） ☎82−2111

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています。

贈らない！

求めない！

受け取らない！

年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金
や物を贈ることはその時期や名義のいかんに関わらず公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを
守り、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄附禁止の対象例

催し物での
寄附や差入

お歳暮
開店祝・葬儀等での
花輪や供花

秘書等が代理で出席する場合の
結婚祝や葬儀の香典

病気見舞い

※年賀状等の時候のあいさつ状（選挙区内の人に対しては答礼のための自筆によるものに限る）や本人自
らが出席する結婚披露宴での祝儀、葬式や通夜における香典で通常一般の社交の程度内のものは寄附禁
止の対象からは除かれています。
問合せ 大多喜町選挙管理委員会 （役場総務課内） ☎８２－２１１１
9
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町有地販売のご案内
平面図

町では、船子地区の町有地を販売いたします。
販売の概要は次のとおりです。

県道大多喜里見線

消防
機庫
D
308.33㎡

２ 面積と価格
４,４７８,０００

Ｂ

２７１.１８

４,４７８,０００

Ｃ

２７１.１８

４,４７８,０００

Ｄ

３０８.３３

５,０９１,０００

◎地目／宅地 ◎用途地域／指定無し
◎建ぺい率／７０％ ◎容積率／４００％
◎水道／町営水道 ◎ガス／都市ガス

C

案内図

至千葉

大多喜
中学校
みつば
保育園

船子
交差点

県道大多喜里見線

販売地
コンビニ

おおたき
ショッピングプラザ

オリブ

R465

消防署

至いすみ市

２７１.１９

R297

Ａ

B
271.18 ㎡

町道船子 271.18 ㎡
綿部田線

町道船子峯之越２号線

価格（円）

夷隅川

面積（㎡）

至大多喜市街

区画

A
271.19 ㎡

※区画Ａについては、電線が一部上空を通
過しています。

１ 所在地
大多喜町船子１０５番地

至勝浦

３ 申込条件（１世帯につき１区画とします。）

⑴申込時に申請者又は同居する配偶者の年齢が４５歳以下の世帯、または、子育て世帯（同居
する１８歳以下の子を養育している方） 婚姻予定の方は、婚約証明書を添付する。※注１
⑵建築物は、専用住宅とし、階数は地上２階、地下１階以下とする。
⑶土地購入後、２年以内に建築し居住する。
⑷町有地の所在する自治会へ加入し、地域行事に参加する。
⑸ 地質調査、地盤改良等を行う場合は、建築主が負担する

４ 申込手続き
平成３１年１月１５日から２月１５日まで（土日祝祭日を除く）午前９時から午後５時まで
①申込書※注2
②住民票（世帯全員のもの）
③入居予定者全員の納税証明書（最新のもの）
④入居予定者全員の所得証明書若しくは源泉徴収票（その時点で最新のもの）
⑶申込方法 ⑵の書類一式を揃え建設課に持参または郵送してください。
※注1、2申込書および婚約証明書は、建設課に来庁していただくか、町のホームページ
（http://www.town.otaki.chiba.jp/）よりダウンロードしてください。
⑴受付期間
⑵提出書類

５ その他

⑴同一区画に複数の申込みがあった場合は、当事者による公開抽選にて契約者を決定します。
⑵抽選会を実施する場合、抽選会を平成３１年２月２２日（金）午前１０時から役場大会議室で
行います。抽選となる場合は詳細等を文書にて御連絡いたします。なお、抽選会の当日、時間
までに来られない場合は棄権とみなしますので御注意願います。

問合せ 建設課

管理係

☎８２－２１１５
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大多喜町人事行政の運営等の状況を公表します
１
⑴

職員の任免及び職員の数の状況
採用者数（平成30年4月1日付採用）
採

用

者

５

数

一般行政職

保健師職

介護士職

計

6人

2人

2人

10人

⑵

退職者数（平成29年度）
退

職

者

数

定年退職

勧奨退職

普通退職

計

3人

2人

6人

11人

⑶

部門別職員数
平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

一 般 行 政

120人

113人

113人

教 育 委 員 会

19人

21人

20人

公 営 企 業 等
会
計

44人

44人

44人

183人

178人

177人

部

門

合

計

対前年度
増減数

△1人

△1人

・各年度とも4月1日現在で、夷隅郡市広域市町村圏事務組合への
派遣職員を除く。

平成29年度

平成30年度

応募
者数

最終
応募
受験
者数 合格者数 者数

受験
者数

最終
合格者数

一般行政職

23人

21人

6人

10人

3人

保健師職

2人

2人

2人

介護士職

6人

5人

2人

職

種

処分事由
地方公務員法
降任 免職 休職 合計
勤務実績が良くない場合 第28条第1項第1号
0人
第28条第1項第2号
0人
心身の故障の場合
第2項第1号
職に必要な適格性
第28条第1項第3号
0人
を欠く場合
職制、定数の改廃、
予算の減少により廃 第28条第1項第4号
0人
職、過員を生じた場合
刑事事件に関し起
第28条第2項第2号
0人
訴された場合
地方公務員法第28条第4項により失職した者
0人
合 計
0人 0人 0人 0人
処分事由

地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計
第29条
0人
法令に違反した場合
第1項第1号
職務上の義務に違
第29条
1人
0人
反し又は職務を
第1項第2号
怠った場合
全体の奉仕者たる
第29条
0人
にふさわしくない
第1項第3号
非行のあった場合
合 計
1人 0人 0人 0人 1人

・2以上の処分事由により懲戒処分に付された場合は、主たる処分
事由に計上している。

６
⑴

２ 職員の競争試験の状況
競争試験の状況

11人

平均使用日数
5.7日

３ 職員の給与の状況
職員の平均給料月額等（平成30年4月1日現在）
職種

平均年齢

平均給料月額

平均給与月額

一般職

38.9歳
[38.4歳]

288,939円
[274,697円]

317,252円
[305,379円]

技能職

50.7歳
[50.6歳]

229,290円
[230,755円]

236,293円
[235,555円]

・[ ]は、平成29年4月1日現在
・平均給与月額には、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、通勤
手当等を含む。

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
勤務時間、休憩時間等の状況（一般的な職員の場合）
開始時刻

終了時刻

休憩時間

8：30

17：15

12：00～13：00

⑵勤務条件に関する措置の要求等について
平成29年度中に千葉県市町村公平委員会への勤務条件に関
する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立てはありませ
んでした。
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消 化 率
15.4％

・当該期間の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中
に育児休業、分限休職の事由がある職員並びに派遣職員を除く。

⑵

育児休業及び部分休業の状況（平成29年度）
育児休業取得者数
0人
7人
7人

・過年度から引続き取得した職員を含む。

７

11

職員の服務の状況
年次休暇の状況（平成29年1月1日～12月31日）

男性職員
女性職員
計

・平成30年度分については平成30年11月末時点のもの。

４
⑴

職員の分限及び懲戒の状況（平成29年度）

部分休業取得者数
0人
5人
5人

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

「大多喜町職員人材育成基本方針」に基づき、夷隅郡市広域市町村
圏事務組合で行う共同研修のほか、千葉県自治研修センターや市町村
中央職員研修所などの外部研修機関による研修を受講し、資質の向上
を図っています。
また、職員の執務について、実績や能力等に関しての勤務成績の評
定を行っています。

平成29年度の主な研修受講状況
研修機関
研修区分 延受講者数
主な研修名
階層別研修
11人
課長研修、課長補佐研修
千葉県自治
法制執務研修、税務事
研修センター 専門研修
27人
務研修
夷隅郡市広域
階層別研修
25人
接遇研修、新任職員研修
市町村圏事務組合
８
⑴

職員の福祉及び利益の保護の状況
共済制度

⑵

公務災害補償

⑶

その他

千葉県市町村職員共済組合において、組合員とその家族の病気・ケガ・
出産・死亡又は災害などに対して必要な給付を行う「短期給付事業」、組
合員の退職・障害又は死亡に対して年金などの給付を行う「長期給付事
業」及び健康診断などの健康の保持増進事業や住宅資金など必要資金
の貸付を行う「福祉事業」を中心とした共済事業を実施しています。
職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害等）又は通勤による災害を受け
た場合、これにより生じた損害の補償と被災職員の社会復帰の促進及び
職員・遺族の援護を図るために必要な事業を行っています。
職員の健康状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見を行うため、定
期健康診断を行っています。

行政評価結果を公表しています
評価結果については、町のホームページ及び役場内町政資料コーナーでご覧になれます。
⒈行政評価制度の導入について
行政評価は、行政サービスの向上を目的として、町が行っている政策・施策・事務事業を評価し、
町民に対する説明責任や行政運営の透明性の向上、さらには改善や見直しを行うものです。
町では、制度導入に当たり事務事業評価を実施することにより、職員がそれぞれの仕事の目的や成
果を意識し、事業の数値化、費用効果の分析、課題解決能力の習得を身につけ、職員の意識改革を図
りながら行財政の体質改善を行います。
⒉事務事業評価
事務事業評価は、単に事業のやり方を見直しコスト削減するためのものではなく、事業の成果に着
目し、目的妥当性、有効性、効率性、公平性、優先性の視点から測定又は分析を行い、意思決定や事
業内容の改善、見直しなどに活用するものです。
⒊評価対象
平成29年度実施事業（100事業）を対象として実施しました。
問合せ

企画課

企画政策係

☎82－2112

サル追い払い研修会を実施しました！！
１１月１８日(日)中央公民館でニホンザル追い払い研修会を行いました。
エサを食べているサルを追い払わないと集落を安全だと思い込み、群れで来るようになるため「追い
払い」は大変重要な被害対策です。効果のある追い払い道具はロケット花火、パチンコ、爆竹、エアガ
ン（連射式）などがあり、複数人で複数の道具を使うことで、慣れさせない追い払いができます。地域
のみなさんで協力し、サルを追い払いましょう。
大切なのはみんなで行うこと！！
・獣を呼び寄せるものをなくす
・農地は防護柵で囲う
・獣を見たら追い払う
・集落の林縁は刈り払い見通し良く
・悪い獣は計画的に捕獲する
これらの対策を同時に
行うことが本当の被害対策！！
追い払い
誘因物除去等

危険

楽して食べられない
集落が怖い
食べ物が見当たらない

楽して食べられる集落
食べ物がたくさん
人は怖くない

問合せ

産業振興課

危険

農政係

☎82－2176
広報おおたき No.604
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問合せ

産業振興課 農政係
☎
２１７６

放置野菜・果樹の撤去や耕作
放棄地・林縁部の整備などを実
施していくと同時に町や国の事
業を使って防護柵の設置や捕獲
を行っていくことで効果が出始
めていますので、自分たちで出
来ることから少しずつ始めてい
きましょう。

これから有害獣の意外と知らない生態や対策手法について何回かに分けて紹介させていただきます。
少しでも皆さんの被害対策の参考になればと思います。
縁部や耕作放棄地に隠れ、夜に
なり人が居なくなると農地に出
てきてエサを食べます。特に体
が隠れるくらいの背丈がある草
が生えているところは棲み家や
隠れ場所として適していますの
でそこを草刈りするだけでもイ
ノシシ対策に繋がります。

被害対策の考え方
有害獣全てに共通することで
すが、被害対策は一つだけ行っ
ても効果がありません。捕獲し
ていれば被害が少なくなると勘
違いしている方もいますが、被
害をなくすためには金網柵や電
気柵などの防護柵を設置するこ
とで農作物を守りつつ、放置し
てある野菜くずや果樹などの誘
因物をなくし、耕作放棄地など
のイノシシの棲み家になる場所
を作らないように草刈りするな
ど複数の対策を 同時に行うこ
とで初めて効果が出るようにな
ると言われています。

82
－

イノシシはどんな
生態・行動をしているのか
イノシシは基本的に植物を中
心とした雑食性です。なわばり
は持ちませんが決まった行動域
を持ち、エサ場から５００ｍ以
内で活動することが多い動物で
す。オスは定着性が低く広域を
移動し、メスは定着性が強いと
いう傾向があります。メスは子
育てのため、狭い範囲で行動す
るので、メスを目撃したら付近
に子供がいることが多いです。
繁殖については、４月～７月に
出産し１回の出産で１～６頭ほ
ど産みます。
幼獣の死亡率が高く、多産多
死の戦略で繁殖しますが、現在
の環境では山に食べ物がなくて
も農作物や放置果樹を食べるこ
とができるため、死亡率は低く
なってきています。
またイノシシは強そうなイ
メージと違い、臆病で警戒心が
強い動物なので人間のことを怖
がります。そのため、昼間に林

H30.12.25
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～ 敵を知ることこそが対策の第一歩！～
意外と知らない有害獣の知識 イノシシ編
第１回

実は知らない！？

鳥獣被害対策の正しい知識！！

に
有害獣 方
る
い
て
困っ
！
必見！

危険物取扱者試験の実施について（ご案内）
試験の種類
乙種第４類のみ
試験日及び試験会場
3月17日(日) 敬愛大学（千葉市稲毛区穴川1－5－21）
願書受付期間
書面申請 1月15日(火)から2月5日(火)まで（土・日を除く）9時30分から16時まで
電子申請 1月12日(土)から2月2日(土)まで（24時間対応）
※受験願書等の必要な書類は消防本部、各分署に用意してあります。
申請先 （一財）消防試験研究センター千葉県支部
問合せ

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部

予防課・予防係

☎80－0132

自衛官募集
防衛省自衛隊では、自衛官候補生（男子、女子）の募集を下記のとおり実施しています。
願書締切
男子

女子
問合せ

採用試験日

入隊予定時期

試験会場

１月 7日（月） １月12日（土）

松戸駐屯地

１月28日（月） ２月 3日（日）

木更津駐屯地

２月25日（月） ３月 3日（日） ３月下旬から
４月上旬
３月 4日（月） ３月 9日（土）

習志野駐屯地

１月 7日（月） １月12日（土）

松戸駐屯地

２月25日（月） ３月 3日（日）

習志野駐屯地

自衛隊千葉地方協力本部
☎0475－25－0452

茂原地域事務所 （茂原市町保3－217

ご存じですか？労働委員会

応募資格
18歳以上33歳未満の方
（ただし、入隊予定月の
３ヶ月後の末日現在、
33歳に達している方は
入隊できません。）
シティビル2階）

～個別的労使紛争のあっせん～

千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じた解雇・パワハラ・労働条件の不利益変
更などの労働関係のトラブルについて、労働委員会の委員が間に入って、双方の歩み寄りによる円満
な解決を目指す「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者、使用者どちらからでも申請できます。あっせんを希望される方は、お
気軽にお問い合わせください。
問合せ・申請先 千葉県労働委員会事務局（千葉県庁南庁舎7階） ☎043－223－3735

シニアお仕事説明会
inいすみ市のご案内

障害者雇用促進
就職面接会のご案内

大多喜町と協定を結び、高齢者の見守りや雇
用促進等を推進するセブン-イレブンが、大多喜
町・いすみ市・勝浦市・御宿町と4市町合同で、
（株）セブン-イレブンと連携して、シニアの方
の店舗における清掃、品出し、レジ接客、配達な
どのお仕事説明会を開催します。

ハローワーク茂原・いすみでは、障害者（身
体、知的、精神）の方を対象とした就職面接会を
下記のとおり開催します。
求人企業はハローワーク茂原・いすみを管轄と
する企業が参加を予定しています。
なお、参加を希望される障害者の方は1月11日
（金）までに居所を管轄するハローワークにお申
込みください。

1月25日（金） 14時～15時30分
いすみ市 大原公民館 大会議室
（いすみ市大原7838）
費用 無料
店員 20名程度
対象 概ね60歳以上の方（年齢制限なし）
申込・問合せ
（株）セブン-イレブン・ジャパン千葉地区事務所
☎043－274－6511
日時
会場

日時

1月24日（木）
13時30分～15時30分
茂原市役所 市民室 （茂原市道表1番地）

場所
問合せ
ハローワーク茂原 求人専門援助部門
☎0475－25－8609
広報おおたき No.604
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大多喜から

伝えたい言葉、 決めましょう

大多喜町ブランドメッセージプロジェクト ②
町では、シティセールスおよびシティプロモーションを推進する
ため、私たちが住む町を自慢したくなるような魅力を伝えるブラン
ドメッセージを、慶應義塾大学飯盛研究室大多喜町元気プロジェク
トと連携して作成しています。
11月10日（土）、役場大会議室で「大多喜町ブランドメッセージプ
ロジェクトセミナー」を実施し、約30名が参加しました。
慶應義塾大学飯盛研究室 飯盛義徳教授、木口研究所員、大多喜町
元気プロジェクトから講話があり、ワークショップでは、大多喜町から連想する名詞や形容詞をグルー
プになって書き出し、筍やいすみ鉄道など馴染み深い内容のほか、野鳥・空き家など多様な意見も見ら
れました。参加者からは「難しいけれど、良いメッセージが出来ると良い」、「策定までのプロジェク
トをもっと多くの人に知って欲しい」などの感想が挙げられました。
【ワークショップのお知らせ】
大多喜町の価値観や背景にあるストーリーを探求することを目的とした
ワークショップを以下のとおり開催します。
■第２回
1月10日（木）18時30分～ 場所：さすらいCAFE（横山673−1）
「大多喜町の物語で生きる人を考える」
■第３回
1月26日（土）13時30分～ 場所：役場大会議室
「大多喜町が大切にする価値観を考える」
対象は大多喜町に関係する方で、年齢や現住所は問いません。参加を
希望される方は以下までお問合せ下さい。
問合せ

企画課

企画政策係

大多喜町の
人はどんな車種？
読んでいる雑誌は？

☎82−2112

夷隅おもてなしキャンペーン
夷隅地域のおすすめスポット等に関するアンケートに回答する
か、夷隅地域のお気に入りスポット等の写真を投稿すると、夷隅
地域の特産品等が計25名様に当たるキャンペーンを実施します！
○実施期間
平成30年12月1日（土）～平成31年1月15日（火）まで
○応募方法について
⑴アンケート型応募
ちば電子申請サービスの申込フォーム（アンケート型応募のページ）からアンケートに回答
し、ご応募ください。
⑵Instagram型応募
①夷隅地域振興事務所公式Instagramアカウント（@isumi_iitoko）をフォロー
②夷隅地域の魅力、自慢したい風景、お気に入りの場所を撮影
③Instagramで「#夷隅おもてなし」「#撮影スポット（例:#○○城）」の２つのハッシュタグ
を設定して投稿
⑶併用型応募
①夷隅地域の魅力、自慢したい風景、お気に入りの場所を撮影
②ちば電子申請サービスの申込フォーム（併用型応募のページ）からアンケートへの回答
及び撮影した写真を添付し、ご応募ください。
※詳しい応募方法は夷隅地域振興事務所ホームページよりご確認いただき、規約に同意した上で
応募してください。応募締切…いずれも平成31年1月15日（必着）
問合せ

15
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☎82−2211

千葉県動物愛護センター

動物愛護事業(1月～3月)のお知らせ

⑴犬のしつけ方教室（事前予約制）
基礎講座 ※飼い犬は同伴できません。
開催日 1月10日（木） 2月14日（木） 3月7日（木）
⑵犬のしつけ方講座(事前予約制)
実技講座 ※飼い犬と同伴です。
開催日 1月10日（木） 2月2日（土） 3月7日（木）
お問い合わせ 043－214－ 7814
＊実技講座は（公財）千葉県動物保護管理協会が開催します。
⑶パピークラス（予約制）
生後6か月齢位までの飼い犬と同伴です。職員から子犬の飼い方、しつけ方を学び模範的な飼い主を
目指します。
開催日 参加する日程時間等はお問い合わせ後に調整させていただきます。
⑷一般譲渡会（直接受付時間にお越しください・無料）
センターの成犬・成猫を譲渡します。譲渡の条件についてはホームページ等でご確認ください。
開催日 1月17日（木） 2月21日（木） 3月14日（木）
⑸飼い主さがしの会（事前予約制・無料）
犬猫の欲しい方、あげたい飼い主さんとの出会いの場です。
開催日 1月12日（土） 2月2日（土） 3月2日（土）
時間等、詳細については千葉県動物愛護センターにお問い合わせください。
問合せ

千葉県動物愛護センター（富里市御料709－1）
☎0476－93－5711 （受付時間8時30分～17時15分）

平成31年10月12日（土）
・13日（日）

第45回大多喜お城まつり開催

大多喜お城まつり実行委員会では、第45回大多喜
お城まつりの開催に向けて準備を進めてまいります。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
開催日
平成31年10月12日（土）前夜祭
平成31年10月13日（日）本祭
※詳細は追ってお知らせします。
問合せ 大多喜お城まつり実行委員会事務局
（役場産業振興課内）☎82－2176

新たに「地域おこし協力隊」を委嘱しました！
１２月３日に、観光振興を目的として活動する「大多喜町地
域おこし協力隊」として、大西 優子さんを委嘱しました。
大西さんには、これまでの経験や自身の持つ能力を活かしな
がら、地域経済や観光まちづくりの活性化を推進する業務に従
事していただきます。
任期は平成３０年１２月１日から最長で平成３３年３月３１
日までですが、活動を行う中で自身の生業を確立し、活動終了
時には本町に定住してもらうことを目指していただきます。
〜地域おこし協力隊とは〜
人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を
行ってもらい、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維
持・強化を図っていくことを目的とした制度です。
広報おおたき No.604
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医療法人白百合会 鶴岡孝人先生が
千葉県精神保健福祉事業功労者知事表彰を受賞
１１月２日（土）に開催された
「心の健康フェアinちば」で、医療
法人白百合会 医師 鶴岡孝人先生が千葉
県精神保健福祉事業功労者知事表彰を受賞
されました。
鶴岡先生は昭和３５年から長年に渡り大多喜病院に勤務さ
れ、現在もご活躍されています。平成１４年には夷隅医師会
会長を務めるなど、地域医療の発展にも貢献されました。
特に精神保健福祉分野においてご心血を注がれており、長期
入院になりがちな精神障害のある方が、地域で生活できるよう、町内にグループホーム「しらゆり」や地
域活動支援センター「レインボー」を開設されました。
今後ますますのご活躍を、ご期待申し上げます。

NH K大河ドラマ「本多忠勝・忠朝」
誘致実行委員会活動報告
NHK大河ドラマ「本多忠勝・忠朝」誘致実行委員会
（会長 井守 新）は、11月28日（水）にNHK放送セン
ターにおいて日本放送協会長宛てのNHK大河ドラマ化の
要望書を提出しました。
要望書へは、当誘致実行委員会長、大多喜町長、上総
大多喜城立葵の会会長、駐日メキシコ大使を初め、ドラ
マ化にゆかりある夷隅郡市、長生郡市、市原市などの県
内市町村長他、県外の三重県桑名市他１２市長や地元選
出の衆参国会議員の連名をもって提出しました。特に、
今回の要望活動では、夷隅郡市及び長生郡の市町村長に
も出席をいただき、要望活動を行うことができました。
当誘致実行委員会では、引き続きドラマ化実現に向け
要望活動を続けて参りますので、皆様方の一層のご支援
ご協力をお願いします。

要望書提出（左から、ミゲル・エスカランテ
広報担当二等書記官、飯島町長、NHK佐藤
制作局長、井守会長）

要望活動出席者

音楽の集い開催
１１月１０日（土）に、全国でもトップ
レベルの幕張総合高校合唱団の皆さんを
お迎えし、今年が３回目となる『音楽の集
パート練習の様子
い』が大多喜中学校で開催されました。
高校生の指導によるパート練習や中学生・高校生の合同合唱では、発声の仕方や歌詞を伝えることの
大切さなどを教えていただき、一気に生徒達の歌声が変わっていきました。
最後に幕張総合高校合唱団によるミニコンサートが行われ、その中で、本校の特設合唱団のメンバー
が、東日本大震災からの復興を願うメッセージが込められた合唱曲「群青」を、高校生と一緒にステー
ジで歌わせていただきました。大多喜中学校の体育館を震わせるほどの歌声が響き渡る中、客席の来場
者たちはその迫力と美しさに、高まる感動を抑えられない様子でした。
17
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防災訓練を実施
１１月４日（日）旧老川小学校で老川地区の住民
を中心に防災訓練が行われ、老川地区の区長会、
子供育成会、地域ぐるみ福祉協議会、町赤十字奉仕
団、消防本部、消防団、勝浦警察署、５日で５千枚
の約束（災害時の畳店プロジェクト）が参加協力し
ました。
訓練は、地震を想定した放送とエリアメールの配
信により開始され、各区において安否確認や防災行
政無線を使用した通信訓練が行われたほか、消防署
員の指導による救急講習、倒壊家屋を想定した救助
訓練、初期消火訓練、起震体験車、煙体験などが行
われました。そのほかにも町赤十字奉仕団、地域ぐ
るみ福祉協議会による炊き出し訓練、閉会式後に炊
き出しの試食も行われました。
みなさんも日頃から、家庭内で防災について話し合
い、非常時持出品などの確認をしておきましょう。

震度７は
すごいゆれだね！
１１月７日（水）みつば保育園で、つぐみの森保
育園と合同で千葉県の地震体験車による地震の模擬
体験を行いました。
園児たちは、消防署の職員の説明をしっかりと聞
き、阪神淡路大震災や東日本大震災と同じ揺れを体
験しました。
地震発生時の初期行動として大切な「頭を守る」
ため、みんな大きな揺れの中でも机の下にしっかり
と入ることができました。

子どもたちの安全のため
カーブミラーを清掃
１１月１８日（日）、子どもたちが安心、安全に通学できるよう大
多喜町青少年相談員による町内のカーブミラーの清掃が行われまし
た。
町内小中学校周辺を清掃用具できれいに磨きあげていました。
それぞれの場所において熱心に取り組み、清掃後のミラーはどれも
ピカピカになりました。
青少年相談員連絡協議会は、青少年の成長を支え守り育てていくた
め、日々活動しています。
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大多喜高校で模擬選挙を実施
１１月２２日（木）大多喜高校で２年生を対象に選挙出前講義と模擬投票を実施しました。
出前講義では、千葉県選挙管理委員会の職員が選挙制度の仕組みや来年４月に実施される統一地方選
挙について講義を行いました。
その後、大多喜高校の教員３名を立候補者に見立てた模擬選挙を実施。
各候補者の熱の入った演説に生徒も真剣に耳を傾け、投票に臨みました。
投開票では、町選挙管理委員会が実際の選挙で使用している投票箱や投票用紙の枚数を数える計数機
を用意。
一部の生徒は選挙スタッフとして投開票事務にも携わるなど来年度に１８歳を迎え新有権者となる生
徒へ投票所での投票や開票事務の体験をしてもらいました。

選挙制度について真剣に耳を傾ける生徒

一人一人が自分の意思で投票

大多喜小学校
凧作り・凧揚げを実施
11月28日（水）、大多喜小学校の5年生が世代間交流として地域ぐるみ福祉協議
会の方々に凧作りを教えてもらいました。
講師の方々が一年前から準備をしてくだ
さったお陰で、児童たちは上手に作ること
ができました。
その後校庭で、思い思いに描いた凧を感謝
の気持ちと一緒に風に乗せました。地域の皆
様とふれあう貴重な体験となりました。

大多喜小学校・西小学校
校内マラソン大会を実施
11月30日（金）西小学校、12月
10日（月）大多喜小学校で校内マ
ラソン大会が行われました。
地域の皆さんや保護者の皆さんの応
援もあり、練習よりもハイペースで
走りきりました。学年問わずに声が
かれるほど応援をする児童も多く、
全校の絆がより深まった行事となり
ました。
19
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大多喜小学校

西小学校

いいね！がいっぱい部活動

大多喜高等学校

バレー部

放課後、体育館から聞こえる声。大多喜高校バレーボール部の威勢の良い声が毎日校舎に響き渡りま
す。現在、女子は２年生５人・１年生１人の計６人、男子は２年生３人・１年生４人の計７人という非
常に少ない人数の中、お互いに切磋琢磨しながら日々熱く練習に励んでいます。試合に出るのがやっと
な私たちですが、どのチームにも勝るものがあります。それは、明るさと粘り強さです。会場を見渡し
た時にパッと見入ってしまうようなオーラや雰囲気、「絶対にボールを落とさない！」といった強い気
持ちから表れる根性あふれるプ
レー。これが私たちの“大高バ
レー”です。誰からも応援され
るチームを目指すと共に、日々
支えてくださっている保護者の
方々をはじめ、いつも温かい声
援を送ってくださる地域の皆様
にも恩返しができるよう、これ
からも頑張っていきます。今後
とも、応援の程よろしくお願い
いたします。

吹奏楽部

ＯＢＣこと大多喜高等学校吹奏楽部です。日頃より私たちの活動にご理解ご協力くださり、誠にありが
とうございます。私たちは、１年生７名・２年生１８名・３年生９名の計３４名で活動しています。現在
は３年生が引退し、少し心細いですが、様々な演奏会や来年度のコンクールに向け日々練習に励んでいま
す。吹奏楽を通して仲間と１つの音楽を作り上げる楽しさ，達成感とともに仲間を思いやる気持ち，人と
して成長できるように心がけて活動しています。今年度のコンクールにおいては、昨年度に続き千葉県予
選・本選を勝ち抜き，東関東まで駒を進めることができました。来年度もこの流れを止めることの無いよ
うに励んでまいります。
さて、今年度控えております演奏会を２つご案内します。
①第21回長生・夷隅地区吹奏楽フェスティバル
期日 ・・・１月２０日（日） １２：３０ 開場 １３：００ 開演
会場 ・・・いすみ市岬ふれあい会館
②第１８回定期演奏会 大多喜高等学校吹奏楽部
期日 ・・・３月２７日(水) １７：００開演（予定）
会場 ・・・いすみ市岬ふれあい会館
どちらの演奏会も、入場料は無料となっています。お忙しい中とは存じますが、皆さまのご来場を心よ
りお待ちしています。
最後になりますが、今後とも大多喜高等学校吹奏楽部へのご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。
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民

町

記

者

５名の町民記者が、
毎号１人ずつ身近な話題を取材します！

レ
第21回

ポ

ト

ー

紫崎光子さん（西畑）

身近にいらっしゃるご長寿のお二方にインタビューをしました
弥喜用

君塚權右ェ門さんは101歳になりました

救急車とかない時代のこと、夜でも有線電話がかかってくると往診に出かけていらっ
しゃいました。校医さん、PTAの役員さん、教育委員さんなど相当お忙しかったと思い
ますが、誰に対しても優しくおだやかで人望の厚い先生でしたから結婚式の媒酌人を頼
まれることもしばしばでした。
趣味は剣道と書道で、今でも
書の練習を日課としています。
君塚さん
80歳の頃

❖座右の銘❖
「礼儀」礼儀はすべての人が
望んでいる平和で楽しい人間
社会を形成する。
人間として最高の道である。

❖これからの人たちへ❖
本を読んで知識を広めてください。知識を広
めることは人格を高めます。人格を高めること
は人間生活の基本ではないでしょうか。

押沼

鈴木さん
80歳の頃
❖座右の銘❖

君塚さん

達筆な字です

40年前 媒酌人として
60歳の頃

鈴木政雄さんは満100歳です

昭和21年から役場勤務。定年退職後、町史編纂委員を務める。その後土地改良
区の事務で尽力されました。
70歳ぐらいから短歌・俳句・川柳などに親しみ、周囲の出来事や世の中の移り
変わりに目を向けた作品を数多く発表しています。
傘寿まだ自信確かに稲防除
やむなくも耕作放棄きめし夜は切なき想いに鶏鳴をきく
千葉日報への投稿も数知れず入選もたびたびのことで、二度表彰されたそうで
す。また老人クラブ・五隣会の会長を務め、多くの会員たちとゲートボールを楽
しんだりしました。
「何時も前見て進め、振り返るな」

❖思い出すこと❖
◦15歳で住み込み給仕となった時、月給7円だった。
◦新兵教育で、生まれて初めてビンタをくらわされ口惜しくて泣いた。
軍隊は「一蓮托生」仲間の一人が手落ちすると一班60人全員がビンタをくらった。
◦農家でありながら供出を強制され、食糧不足で困った。
❖これからの人たちへ❖
人には話し合うことができるという武器があります。人と争うことなかれ！まして戦争はどんなこと
があっても絶対しないこと。
大きな変動の時代を生きてきたお二人の人生はとてもご紹介しきれませんが、平和で豊かな今の日本
に暮らしている幸せを感謝しつつ毎日を大切に暮らそうと思いました。
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けんこうカレンダー
1 〜 2月

( 保健事業予定表 )

●申込み・問合せ●

健康福祉課 保健予防係
☎ 82-2168（内線 263 ～ 265）

☆子どもの事業☆
行事名

日時
1/9

乳幼児相談

2/6

☆受付時間

場

所

対

☆9:30～11:00

保健センター

1歳6か月児健診
3歳児健診

2/7

☆13:00～13:15
☆13:15～13:30

保健センター

おひさまキッズ

1/15
2/5

13：30～15：30

保健センター

赤ちゃん計測会

1/31

10:00～11:30

保健センター

離乳食教室

2/8

10:00～11:30

保健センター

象

者

乳幼児とその保護者（対象月の平成29年12月、平成30
年5月、8月生まれの方には個別に通知します）
乳幼児とその保護者（対象月の平成30年1月、6月、9月
生まれの方には個別に通知します）
平成29年6月1日～平成29年7月31日生まれの方
平成27年7月1日～平成27年8月31日生まれの方
成長発達で心配のある乳幼児とその保護者
生後１～3か月のお子さんとその家族（対象者の方には個別
に通知します）
乳幼児とその保護者（対象月の平成30年3月、4月生まれの
方には個別に通知します）

☆大人の事業☆
行事名
おおたきウォーク♪

日時
1/25
2/22

☆受付時間

場

所

対

保健センター

☆10:00

上瀑ふれあいセンター

象

者

ウォーキングを行いたい方
※雨天の場合は、室内で体操を行います。

☆高齢者の事業☆
行事名
からだいきいき塾

日時
1/9・16・23
2/1

場
14：00～16：00

所

保健センター

夷隅健康福祉センター
事業名

開催日

受付時間

精神保健福祉相談
（心の健康相談）

毎月第1・第3木曜日

14:00～15:30

ＤＶ相談

電話相談(月曜日～金曜日)
面接相談(毎週水曜日)

障害のある人への
差別に関する相談

月曜日～金曜日

エイズ相談
ＨＩＶ抗体検査

毎月第1・第3月曜日

対

象

者

※事前に申し込まれている方

健康相談日程表
担当課

備考
※予約制

地域保健福祉課
9:00～17:00

専用電話（７３－０８０１）
※面接は予約制
専用電話（７３－４６３０）

9:30～10:30

健康生活支援課

※予約制（無料・匿名）

【お問い合わせ】
〒299-5235 勝浦市出水1224 夷隅健康福祉センター TEL：73-0145
FAX：73-0904
mail：isumiho@mz.pref.chiba.lg.jp
HP：http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-isumi/index.html

風しん予防接種費用を一部助成します
風しんは、免疫のない女性が妊娠中に感染すると、胎児に難聴、心疾患、白内障を主症状と
する「先天性風しん症候群」という病気を引き起こすことがあります。町では、先天性風しん
症候群の発生を予防するため、風しん予防接種費用を一部助成します。
対象者 大多喜町住民台帳に記載されている２０歳から５０歳未満の方で、次に該当する方
①妊娠を予定、又は希望している女性
②妊娠している女性の夫
料 金 接種費用の半額、ただし風疹ワクチンは3,000円、MRワクチンは5,000円を上限と
します。
問合せ 健康福祉課 保健予防係 ☎82－2168
今後国の動向により、39−56歳男性の風しん抗体検査及び予防接種の助成制度が変更となる
可能性があります。
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「介護する人も楽しく！」
１０月２４日（水）役場大会議室にて、女性講談師「田辺鶴瑛」
地域包括支援
さんをお招きし、「俺は野垂れ死にがしたいんだ」をテーマに介護
センター
教室を開催しました。
No.137
開口一番、まずは「声を出しましょう！」と田辺師匠の迫力ある
だより
声とともに会場いっぱいに「あっはっはっはっ」「いっひっひっ
ひっ」「うっふっふっふっ」と大きな声が響きます。「思いは言葉
に、そして声に出しましょう」嬉しいこと、嫌なこと、まずは声に
出して言ってみる。人間、声をだし、大きく深呼吸すると自然と気
持ちが落ち着くものですと話す田辺師匠は、３度の介護を経験さ
れ、自らの経験から相手のためと頑張る介護から、介護する人も楽しく頑張りすぎない介護でよいこと
を認知症の義父との本音のやりとりを通し介護漫談で語ってくださいました。参加者からは、「介護が
明るいものに思えた。」「自分の介護は間違っていないことに安堵した。」「たくさん笑い元気をもら
いました。」などの感想がありました。
正しい介護は、力を抜くこと、楽しむこと、楽をすること、なにより頑張らない介護をすることであ
ることを教えてくださった田辺師匠、ありがとうございました。
た なべ かく えい

あ～っはっはっはっ い～っひっひっひっ
おもいきり声をだしてみると案外スッキリ？！

迫力ある田辺師匠の講談にあっぱれ！

地域包括支援センターでは、介護に関する様々なテーマを取り上げ介護教室を開催しています。第３
回は「疑似体験でわかる高齢者の心とからだ」です。高齢者疑似体験で日常生活動作を体験し、身体機
能の不自由さから起こる心の変化と対応の仕方を学びます。興味のある方は、下記連絡先までご連絡く
ださい。
問合せ
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☎８２－２１６８（内線２６７）

子 育て 通 信

№56

元気いっぱいそら組！！

みつば保育園４歳児そら組は、男の子５人、女の子１２人、合わせて１７人が在籍しています。
そら組の子どもたちは、明るく元気いっぱい！！寒さに負けず、戸外でたくさん体を動かして遊ん
でいます。最近では、ドッジボールやサッカーが大好きで、「ドッジボールやる人―？」「僕も入
れて―！！」などと、友だちと声を掛け合い集団遊びを楽しんでいます。

子育て支援センターからのお知らせ
≪１月１５日(火) 出前保育≫

≪１月２２日(火) 出前保育≫

・場所・・・旧老川小学校

・場所・・・上瀑ふれあいセンター

・時間・・・１０時～１１時

・時間・・・１０時～１１時

≪１月２９日(火) トットくらぶ≫
・場所・・・みつば保育園 （救急法・試食会)
・時間・・・９時３０分～受付 １０時～開始
※試食会は予約制なので、１月２２日(火)までに予約してください。
【問合せ・予約先】

ひだまり(みつば保育園)

８２－５５３０

あおぞら(つぐみの森保育園)

８３－１４１１
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大

大多喜小
6年
いその

なお い

磯野

尚唯

さん

多

喜

さ

ん

ぽ

～町の文化や自然の豆知識をご紹介します～

ぼくの夢は，動物を保護する仕事に就くこと
です。ぼくは動物が大好きです。捨てられたり，
飼う事ができなくなったりした動物のお世話を
していきたいです。

―大多喜名物①―
どこの地域でも名物・名産の類いはあり
ますが、その地に根差した歴史あるものと
なると、既に消え去っている例が多いのが
実情ではないでしょうか。
私たちが普段飲んでいるお茶といえば、
先ず静岡が頭にうかびますが、実は明治前
半期までは千葉県も有数の茶の産地でし
た。ただそれは明治になって広大な下総台
地が茶園として開発されたという事情があ
ります。ところがそれをはるかに遡る江戸
時代中期に老川の大田代で茶の栽培が行わ
れていた記載が見られます (「此地好茶を産

大多喜小
6年
なかむら

中村

あまね

す。鹿野山の産におとらず。」
『房総志料』)。
当時、参詣者で賑わった鹿野山ならではで
すが、大田代は大多喜から清澄に至る参詣

さん

道の村の一つにすぎません。茶の優劣は地

本に書かれた表現や内容が適切か確認する
「校閲」という仕事をテレビで知りました。本
が大好きな私にとって，この仕事に就くこと
が，大切な夢になりました。

おめでとう 1月生まれ

ま

ゆ

麻生 万 結

ちゃん（１歳）
( 和秀さん・恵理さんの長女 ) 紙敷
（ママからの一言）
１歳の誕生日おめでとう！
可愛い笑顔や仕草に家族はいつも癒
されているよ。ありがとう♡マイペー
スながら、日々成長している姿に感動
しています。
これからも元気に一杯に育ってね！
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か ま だ

鎌田

形条件が大きく関係しています。周囲を山
に囲まれた盆地状の地形が「好茶」の生産
に繋がったのではないでしょうか。なお、
次回は蕗 ( フキ ) を取り上げる予定です。

●誕生日の思い出に（0 〜 3 歳のうちに１回）
●掲載希望者は誕生月の 2 カ月前までにご連絡
ください。
☎ 82-2111

の ぞ み

望夢

あん

太田 杏

ちゃん（２歳）
( 憲二さん・郁美さんの長女 ) 横山

ちゃん（３歳）
( 孝幸さん・亜弥さんの三女 ) 上原

（ママからの一言）
のんちゃん、お誕生日おめでとう
いつも可愛い踊りでみんなを笑顔にし
てくれてありがとう
これからも元気にいっぱい遊んでね

（パパ・ママからの一言）
いつも明るく、元気いっぱいの杏ちゃん。
３歳のお誕生日おめでとう
歌う事が大好きで、いろんな歌を歌っ
て楽しませてくれます♪
これからも、ニコニコで優しいお姉ちゃ
んになってね♡

契約金額
契約業者

入 札 結 果
工 事 名 舗装整備工事 町道
増田小土呂線
工事箇所 大多喜町下大多喜地先
入 札 日 11月29日
設計金額 16,977,600円
契約金額 16,632,000円
契約業者 山本建設㈱

善意の心を
ありがとうございます
大多喜町ふるさとづくり寄附金
（11月分)
・申込件数 225件
・申込金額 13,810,000円
・なお、ホームページには寄附を公表
してもよいという方の氏名を掲載して
います。こちらもご覧ください。
〈平成30年7月豪雨災害義援金〉
・コレット商事（有）
取締役 岩瀬秀子 お客様 341名 様
大多喜町役場募金箱
〈平成２８年熊本地震災害義援金〉
・コレット商事（有）
取締役 岩瀬秀子 お客様 341名 様
〈東日本大震災義援金〉
・コレット商事（有）
取締役 岩瀬秀子 お客様341名 様
・清水 節子 様

工 事 名 舗装本復旧工事 国
道465号
工事箇所 大多喜町筒森地先
入 札 日 11月29日
設計金額 12,117,600円
契約金額 11,880,000円
契約業者 山本建設㈱
工 事 名 橋梁定期点検 町道
田代中線 平田橋外
工事箇所 大多喜町田代地先外
入 札 日 11月29日
設計金額 14,106,960円

〈平成２９年九州北部地方大雨災害義援金〉
・コレット商事（有）
取締役 岩瀬秀子 お客様341名 様
〈北海道胆振東部地震災害義援金〉
・コレット商事（有）
取締役 岩瀬秀子 お客様341名 様
・鈴木 政雄 様
・清水 節子 様
社会福祉協議会募金箱
〈社会福祉協議会福祉基金〉
・コレット商事（有）
取締役 岩瀬秀子 様 30,000円
・大多喜手づくりお菓子の会 様 10,000円
・匿名（1件） 3,000円

町長日誌（

34

11

月）

日 第 回大多喜町文化祭

日 町防災訓練

6 4 3

日 国道２９７号期成同盟会
総会・要望活動

in

日 中学生議会

日 産業フェアー おおたき

周年事

50

日 船子消防機庫引渡式

11 10 8
町 商工 会 青 年 部
業式典

日 県庁訪問

日 メキシコ大使館訪問

日 夷隅郡市負担金審議会特
別委員会

14 13 12

お城まつり実行委員会

日 千葉県町村会定例会

日 メキシコ大使館訪問

21 19 16

日 国道４６５号整備期成同
盟会要望活動

日 紅葉まつり

日 五色百人一首郵便局長杯

27 25 23

日 町 観 光 協 会 図 画 コンク ー
ル審査会

日 全国町村長大会

28
ＮＨＫ大河ドラマ誘致実行
委員会要望活動

日 町商工会情報交換会

日 大 多 喜 警 察 官 友の会 合 同
激励会

30 29

14,018,400円
㈱パスコ

インドアゴルフ練習場

一年中、快適にゴルフ練習が出来ます！
レッスン・ゴルフ工房・弾道測定機
冷暖房完備！グリーン１０ｍ練習も出来ます！

ホームページ

ジャンプ アップ ゴルフ
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対象 町内在住・在勤の成人の方
定員 25名
参加費 1人16,500円
大多喜県民の森行事予定
（チケット代、昼食代）
『しいたけ教室』
申込期間 1月8日～18日
日時
申込方法 電話又は公民館窓口
1月19日（土）、1月26日（土）、
でお申し込みください。 定員
2月2日
（土） 9：30～11：30
になり次第締め切りとさせてい
実施内容 しいたけ栽培の方法
ただきます。
を学ぶとともに、原木へ菌打ち 申込み・問合せ
体験を行います。
中央公民館 ☎82－3188
募集人員 各20名
参加費 1500円
『竹工作体験』
日時 毎日 9：00～11：00
今年の干支「イノシシ」にちなみ
13:00～15:00
上野動物園でウリボウまん販売
実施内容 笛や水鉄砲、竹トンボ
等の工作体験をします。
今年の干支にちなみ、
ウリボウ
参加費 100円～300円
まん・ウリ姫まんが１月から東京
問合せ
都恩賜上野動物園で販売されま
大多喜県民の森管理事務所
す（大多喜食品工房製造）。ウリ
☎82－3110
ボウまんは、大多喜産のイノシシ
肉とたけのこなどを配合し、ウリ
町民カレッジ参加者募集
姫まんはくるみ・ごまを配合した
「芸術鑑賞教室」
こしあんの中華まんです。
日時 2月9日
（土）
ウリボウまん・ウリ姫まんは道
中央公民館 9：00発
の駅たけゆらの里おおたきや大
※バス利用
多喜町観光本陣でも販売してい
会場 キャッツ・シアター
ます。
内容 劇団四季ミュージカル公演
『キャッツ』
を鑑賞

左 ウリボウまん（茶色の皮生地）
右 ウリ姫まん（ピンクの皮生地）
千葉県地域福祉フォーラム
シンポジウム
これからの地域づくりを考える
ことを目的として本シンポジウム
を開催します。
日時 2月17日
（日）
12時40分～16時
会場 千葉市生涯学習センター
2階ホール
テーマ 「災害に備えた地域づく
りを考えてみよう」
定員 300名（申込先着順）
申 込 ファクス又 は H P 内 入 力
フォーム
締め切り 2月8日
（金）
参加費 無料
問合せ 千葉県社会福祉協議会
☎043－245－1102
Fax 043－244－5201

建物解体

見積
無料

学校・子ども会資源回収対応致します。

連絡先

㈲妻本商店 妻本商店

鴨川本社
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０１２０-077-261

検索

本だな

1 月のスケジュール

あけまして
おめでとう
ございます！

大多喜図書館天賞文庫だより
☎82－2459

おはなし会・えいが会（子供向け）
１月２０日（日）午前10時30分から
■おはなし会 内容
・３びきのくま ・わにさんどきっはいしゃさんどきっ
・あえたらいいな ・ねずみのふわふわけいと
・カルタ大会
■えいが会 ・おしりたんてい
ププッとかいけつおしりたんていとうじょう
午後２時から
休館日

刊紹介

・フーガはユーガ
伊坂 幸太郎（著）
・夜のリフレーン
皆川 博子（著）
・天子蒙塵 第4巻
浅田 次郎（著）
・チンギス紀３―虹暈―
北方 謙三（著）
・血の雫
相場 英雄（著）
・だいじょうぶだよ、モリス カール＝ヨハン（著）
・恐竜ティラノサウルス大図鑑 黒川 みつひろ（著）
・恐竜トリケラトプスの大逆襲 黒川 みつひろ（著）

め本
おすす

新

寄贈本

１日、２日、3日、７日、
１５日、２１日、２８日、３１日

沈黙のパレード

東野

圭吾（著）

秋祭りのパレードで起きた殺人事件の
容疑者はかつて草薙が担当した少女殺害
事件で無罪となった男。だが男は証拠不
十分で釈放され、堂々と遺族達の前に現
れる。超難問に突き当たった草薙は、ア
メリカ帰りの湯川に助けを求め・・・。

新着ＤＶＤ

・居眠り磐音江戸双紙シリーズ
・夏目影二郎始末旅シリーズ

佐伯
佐伯

泰英（著）
泰英（著）

・ちびまる子ちゃんセレクション
友達のエピソード1、動物のエピソード1
ポニーキャニオン（出版）

新譜ＣＤ
・ボヘミアンラプソディ

ＱＵＥＥＮ（歌）

寄贈ＣＤ
・ＱＵＥＥＮ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＴＳ
・ゴールデンベスト

ＱＵＥＥＮ（歌）
久保田 早紀（歌）

よ

トランプの一人占い秋の夜半

わ

伊吹 万里

鋤柄 直紀

多香子

浦安に歴史散歩や秋惜しむ

塩田 昭子

小泉

茶道一筋の友と語りし秋日和

平本 正子

しわぶきのかなたこなたや医院の夜

もぎ終えて夕日に映える柿の色

美与子

芳枝

雨上りのひかる葉叢に淡紅の
花咲き初めし庭のさざんくわ 渡辺

磯野

節子

せつ子

姿見に幾度も所作をたしかむる
和讃の検定あすに控へて

尾髙

善利

池田

声をあげ若きら叩く太鼓の音
文化の祭りの舞台にひびく

君塚

母の言やうやく解る歳となり
今宵満月つくづく仰ぐ

雨風のつよく雨戸をたたく夜
キリギリスの声寂しく聞こゆ
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1月
日

曜

1

火

2

水

3

木

4

金

5

土

January

人口と世帯

むつき

睦月
行

事

場

所

時

刻

ごみ収集

元日

(可燃)

子ども習字教室

中央公民館

10:00～11:30

消防団出初式

中央公民館

10:00～

日

7

月

心配ごと相談（日常生活上の相談） 福祉センター

9:00～12:00

8

火

農業委員会

大会議室

14:00～

（ペット）

9

水

リズムウオーキング教室

B&G体育館

14:00～

(可燃)

10

木

（びん）

11

金

(可燃)

(可燃)

成人式

中央公民館

10:00～

ジュニアスポーツクラブ

B&G体育館

9:00～

中央公民館

10:00～11:30

(休日受付)

（ペット）

12

土

13

日

子ども習字教室

14

月

成人の日

15

火

出前保育

旧老川小学校

10:00～11:00

16

水

リズムウオーキング教室

B&G体育館

14:00～

17

木

（不燃）

18

金

(可燃)

19

土

20

日

21

月

心配ごと相談（結婚相談、人権相
談、行政相談、年金相談、労災、 福祉センター
雇用保険相談）

22

火

出前保育

上瀑ふれあいセンター 10:00～11:00

23

水

リズムウオーキング教室

B&G体育館

24

木

ぬくもり給食会

福祉センター

25

金

ひまわり会

中央公民館

26

土

大多喜城マラソン大会

海洋センター周辺 受付８:00～

27

日

28

月

心配ごと相談（日常生活上の相談） 福祉センター

9:00～12:00

(可燃)

29

火

トットくらぶ

みつば保育園

9:30～11:30

（ペット）

リズムウオーキング教室

B&G体育館

14:00～

おもいやりの会(大多喜・上瀑）

福祉センター

水

31

木

おはなし会

図書館

10:30

えいが会

図書館

14:00
10:00～15:00

(可燃)
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（

1 件（２８）
０人（ ０）
1 人（４８）

）は、１月からの累計

おおたき 119 (１１月中 )
火災件数

０件（

３）

60 件（ 507）

31）
交通事故 3 件（
内訳 急
病 40 件（ 317）
そ の 他 17 件（ 159）
（

）は、１月からの累計

慶
出
死

弔（ １１月届）
生
亡

１人
１８人

転出入（ １１月届）
転
転

入
出

１６人
１７人

(可燃)
（ペット）

◇当番医の紹介◇

14:00～

(可燃)

《夜間・日曜・祝日など》

11:30～

（紙類・衣類）
(可燃)

(可燃)

ごみ収集日：可燃⇒可燃ゴミ、紙類・衣類⇒新聞紙・雑誌・ダンボール等、缶類⇒スチール・アルミ・一斗缶等、
ペット⇒ペットボトル・食用廃油・ブラマーク製品、不燃⇒その他不燃ゴミ（ガラス・金属・ポリ容器等）、
びん⇒飲用できるびん

29

発生件数
死 者 数
傷 者 数

救急件数

（缶類）

こども急病電話相談 毎日夜間 午後７時～１０時

交通事故発生状況
１１月中（人身事故件数）

6

30

平成 30 年 12 月１日現在
口 ９, １８４人（－１８）
男
４, ４６８人（－１５）
女
４, ７１６人（－ ３）
世帯数 ３, ８２４世帯（－ １）
※ 外国人含む
※（ ）は、前月比
人

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部
☎８０－０１１９

夷隅広域健康相談ダイヤル 24
フリーダイヤル 0120-143-251
（24時間/年中無休）
例えばこんな時、お電話ください。
不意のケガで応急処置を知りたい/家
族の介護のことで相談したい/休日に
受診できる病院を教えてほしい/真夜
中の急病で誰にも連絡できない時/メ
ンタルヘルスの相談 など

☎＃８０００（ダイヤル回線からは０４３－２４２－９９３９）

編集・発行/大多喜町役場
〠298-0292

千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93

☎0470-82-2111／E-mail:info@town.otaki.lg.jp
ホームページ http://www.town.otaki.chiba.jp
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管理栄養士
金坂 直子

ハムとたけのこのケークサレ
軽⾷にもぴったりの⽢くないケーキ。
米粉で作るので、グルグル混ぜすぎ
ても大丈夫。
お持たせにも、お薦めです。

材

料 （パウンド型1個分）

図書館・西畑出張所・老川出張所・老人福祉センター

「声の広報」広報紙の録音ＣＤは役場健康福祉課・

で無料配布しています。

塊のハム……………… 50g
ゆでたけのこ………… 50g
茹で枝豆……………… 30粒
細切りチーズ………… 60g
卵（⼤）……………… １個
⽶粉…………………… 75g
ベーキングパウダー
………………… ⼩さじ１強
塩……………………… 少々
⽩ワイン……………… 50cc
オリーブオイル…… ⼤さじ2

【1/6切の栄養価】
・エネルギー167kcal
・たんぱく質6.1ｇ
・脂質10.2ｇ
・食塩相当量0.6ｇ

災害情報フェイスブック

○問合せ

作り方
１. ハムとゆでたけのこは、1cｍ角に切る。
２. 残りの材料をよく混ぜたら、１を加え混ぜ合わせ、
パウンド型に流し⼊れて180度のオーブンで40分
ほど焼く。
*このレシピは、ヘルスメイトの研修会の際に、
DRYandPEACE代表理事のサカイ優佳子先生より
教えていただきました。
* 2019年秋には、ヘルスメイト養成講座を実施予定で
す。食に関する正しい知識を身につけ、食育ボラン
ティアとして活動してみたい方を募集します。
*「味の研修館」では、米粉を作ることが出来ます。詳
細は☎82ー5130へお問合せください。

健康福祉課

保健予防係

☎82−2168

町公式フェイスブック

ギャラリー
「日は昇る」

アプリ「マチイロ」

関

大多喜写真同好会

ケイ子

さん（中野）

大多喜町Youtube
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