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幅広い情報をすぐに入手　市公式Twitter（神奈川県茅ヶ崎市）では災害情報から各種手続きの案内、観光イベントまで幅広い情報を発信しています。



ポタジェガーデンを学ぼう

子ども・若者育成支援強調月間

　高齢者のための優待サービス事業は、10月1日現在
157店舗が協賛。今後も65歳以上のみなさんへサービ
スを提供していただく協賛店舗を随時募集しています。
サービス内容は割引に限らず、特典など各店舗が自由に
設定可能です。

　今、ひそかに話題のフランス生まれの家庭菜園「ポタジェ」。野菜、花、
ハーブ、果樹などを一緒に植え、目と舌の両方で楽しめる家庭菜園です。
　来年1月に開館する茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜテラス」で
のポタジェガーデンづくりに向けて、肥料や農薬を使わない「たんじゅ
ん農法」で農業を営む長

なが

谷
たに

享
たかし

さんからポタジェや無農薬野菜の作り方を
楽しく学びます。

【青少年課育成担当】

　11月は、子ども・若者育成支援強調月間です。市は、2004年に「子ど
もの安全を守る都市」を宣言し、家庭、学校、地域などと協力して全市的
な取り組みを展開しています。 【青少年課育成担当】

子どもを犯罪から守る

「こども110番の家」ステッカーの配布
　各小学校区の青少年育成推進協議会などにお願いして、
「こども110番の家」のステッカーを門扉や玄関に貼り、非
常時に子どもが避難する場所の目印としています。

日時　12月2日㈰・4日㈫いずれも10時～12時
場所　海岸青少年会館
定員　各20人〈申込制(先着)〉
申込　11月1日㈭～市 または海岸青少年会館☎（85）0942で
ほか　費用1000円(中学生以下無料)

　議会報告会では、市議会第3回定例会(9月)での決算審査の内容を報告
します。議会報告会と合わせて、「議会全般に関すること」の意見交換会も
予定しています。� 【議会事務局】

日程 11月2日(金) 11月4日(日)
時間 13時30分～15時 10時～11時30分
場所 市役所本庁舎6階市議会全員協議会室A

担当 環境厚生常任委員会
都市建設常任委員会

総務常任委員会
教育経済常任委員会

内容 決算特別委員会での審査内容の報告と質疑

議会報告会・意見交換会開催開かれた
議会を目指して

※議会報告会の報告内容は、両日共通

協賛店舗を募集高齢者のための
優待サービス事業

申込　�協賛申込書(市 で取得可)を koureikaigo@
city.chigasaki.kanagawa.jpまたは (82)1435
へ(持参も可)

防犯ブザーの配布
　市内の小学校や中学校に通学している児童・生徒に対
し、防犯ブザーを配布しています。防犯ブザーの音が聞
こえたら、現状を確認し、警察や小・中学校へご連絡く
ださい。

　児童クラブ（学童保育）は、保護者が昼間仕事などで
家庭にいない小学生のための遊びや生活の場です。
市内には、公設民営と民設民営の児童クラブがあります。
各児童クラブの詳細は市 HPをご覧ください。

【保育課児童クラブ担当】

2019年度 児童クラブ 入所児童を募集

　NPO法人ちがさき学童保育の会が指定管理者・業務受託者として運営する児
童クラブで、各小学校区に一つ以上設置されています。

開所日時　月～金曜日：放課後～18時
　　　　　長期休業時・土曜日：8時～18時
　　　　　いずれも19時まで延長保育あり(有料）
利用料金　月額7000円～1万2000円
　　　　　�（1年生1万2000円、学年が上がるごとに1000円ずつ減額）他、

おやつ代月額1900円、延長保育1回300円
申込書類配布　11月1日㈭～

申込期間　12月15日㈯～28日㈮

※��申し込み書類は各児童クラブで配布します。書類の提出は、NPO法人ちがさき
学童保育の会の事務局（東海岸南2-6-14）へ

　申込方法などの詳細は各児童クラブへお問い合わせください。
◦マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.� ☎（40）5551
◦まちの背守り保育じぃじとばぁばの宝物ちがさき松林・室田� ☎（51）1121
◦茅ヶ崎松若児童クラブ（認定こども園併設）� ☎（33）5166

11月 時間 場所
1日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター
2日㈮ 10時～12時 小和田公民館
6日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※
7日㈬ 10時～12時 福祉会館

14時～16時 青少年会館

8日㈭
10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル
14時～16時 松浪コミュニティセンター

ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※
11日㈰ 9時30分～11時30分 汐見台パシフィックステージ※
13日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育館※
14日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター
15日㈭ 10時～12時 小出地区コミュニティセンター※

14時～16時 鶴が台団地集会所※
16日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター
18日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

松林ケアセンター※
20日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里
21日㈬ 10時～12時 浜須賀会館

小和田地区コミュニティセンター※
22日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

23日(金・祝）
10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター

香川公民館
14時～16時 香川公民館

海岸地区コミュニティセンター※
27日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南
28日㈬ 14時～16時 鶴嶺公民館

【高齢福祉介護課支援給付担当】

民設民営児童クラブ

公設民営児童クラブ

協賛店舗の目印と
なるステッカー、
のぼり旗は市で用意

転ばない体づくりを目指す 転倒予防教室
対象　市内在住で65歳以上の方
ほか　�費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物持参。病気の方は

主治医へ相談。申し込み不要

※�印の会場は上履きをお持ちください

高齢者のための
優待サービス事業

　軽い有酸素運動、ストレッチなどを行い、転ばない体づくりを目指します。

来年1月から始まる菜園づくりに向けた基礎講座(座学)

【高齢福祉介護課生きがい創出担当】
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茅ヶ崎をもっと好きに　市公式Facebook（いとしのちがさき）では、写真や動画を多く使い、市の魅力や取り組みの裏側などを分かりやすくお伝えしています。



市では、まちづくりの基本理念のひとつに「学び合い育ち合うみんなの笑顔がきらめくひとづくり」を掲げ
ています。11月11日のレインボーフェスティバルへの出展の他に、「ひとづくりイベント」として、催しや
講座・講演会などを開催します。

　公園内のステージで行われる吹奏楽部演奏や郷土芸能、多目的広場での模擬店、地元
で採れた新鮮な野菜や果物の販売など、秋真っ盛りの里山公園で開催します。会場へはJR
茅ケ崎駅北口・香川駅から、無料送迎バスを運行しますのでご利用ください。

【文化生涯学習課市史編さん担当】

日時　11月11日㈰
　　　10時～15時（荒天中止）
会場　県立茅ケ崎里山公園

メ イ ン ス テ ー ジ エントランスステージ

総合司会
DJ･HAGGYさん

  

12時 鶴嶺高校チアリーディング部のチアダンス
14時15分 芹澤腰掛神社祭囃子保存会の祭りばやし
14時35分 文教大学湘南校舎吹奏楽部の演奏

11時25分 えぼし麻呂写真撮影会
11時35分 堤太鼓保存会の演奏
14時35分 文教大学和太鼓部「楓」の演奏

本がだいすきコンクール
応募作品展示と人気投票第46回茅ヶ崎市郷土芸能大会茅ヶ崎市教育講演会

親は子どもにとっての『安心基地』～人生の土台を作る

日時　2019年1月19日㈯10時～12時
場所　市役所分庁舎コミュニティホール
講師　遠藤利彦さん(東京大学大学院教授)
対象　市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉
申込　12月17日㈪～ 2019年1月15日㈫に☎で
ほか　託児2歳以上10人〈申込制(先着)〉
問合　教育センター☎(86)9965

第22回

みんなの
笑顔が
きらめく

　8～10月に応募された随想文や一行推薦
文の展示と人気投票を行います。
　あなたの1票をお待ちしています。
日時　11月16日㈮～ 12月16日㈰
場所　図書館
内容　A部門　私の大切な一冊
　　　B部門 この本いいね
問合  図書館☎（87）1001

　祭りばやしや祝い唄、作業唄など、
地域に受け継がれてきた郷土芸能に
触れよう。
日時　11月25日㈰13時～16時
場所　市民文化会館小ホール
定員　380人〈当日先着〉
問合　社会教育課文化財保護担当

ひとづくりイベント

さあ行こう！笑顔あふれる公民館 松林公民館まつり

日時　11月 10 日 ㈯ 9時～18時30分
 11 日 ㈰ 9時～16時
ほか　車での来館はご遠慮ください

南三陸復興支援
海の幸フェア ほか

特別
企画

　今年で36回目を迎える、毎年恒例の公民館まつり。ステージ発表や作品
展示、模擬店など、公民館の魅力満載の2日間。ぜひ遊びに来てください。

【松林公民館☎(52)1314】

歩いて楽しい茅ヶ崎のまちをノルディックウオーキングで体感しよう！
　民話「河童徳利」発祥の地～湘南タゲリ米の生産地、小出川の土手を巡ります。
  【ちがさき市民活動サポートセンター ☎（88）7546】
日時 12月5日㈬10時～12時（雨天中止）
場所 大曲橋のたもと（小出川左岸下流側）集合・解散
講師 高見澤和子さん（特定非営利活動法人アーバンデザインセンター・茅ヶ崎

（UDCC）代表）、亘征子さん（湘南茅ヶ崎ノルディックウォーキング（SCNW）
同好会代表）　　　

定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 11月1日㈭～☎で（住所・氏名・電話番号を記入

し、　(88)7546または
 　s-center@pluto.plala.or.jpも可）
ほか 費用300円（資料代）。ポールの貸し出しあり

（別途500円。要予約）

□11月18日㈰開催
・ 市民健康マラソン大会
 （円蔵中学校、9月15日号4面掲載）
 　→中止
・ 市総合体育大会～空手道競技（幼年～一般）
 （総合体育館、9月15日号4面掲載）
 　→2019年2月24日㈰に延期
・ 市総合体育大会～ソフトボール競技一般男子の部
 （茅ヶ崎公園野球場、9月15日号4面掲載）
 　→11月18日㈰開催分のみ中止
・ 市民集会～湘北地区（香川公民館、10月15日号3面掲載）
 　→延期もしくは中止（延期日等は未定）

11月18日㈰市長・市議会議員補欠選挙に伴う変更

圓蔵ばか踊り

里山の自然を
満喫！

■主なステージ　※時間は前後する場合があります

えんぞう

たか み ざわ

わたり せい こ

　11月18日㈰の市長・市議会議員補欠選挙に伴い、広報ちがさきでお知らせし
た下記サービスの停止やイベントを変更・中止いたします。
窓口サービス
・ 茅ヶ崎駅前市民窓口センターの臨時休館、コンビニ
 交付サービスの停止（9月15日号、10月15日号いずれも6面掲載）
 →12月24日（月・祝）に変更
イベント
□11月10日㈯開催
・ 元気がでる子育て講座～
 ベテラン保育士の話と
 親子ピラティス
 （香川公民館、9月15日号
　7面掲載）
 　→延期（延期日は未定）
・ 映画会（大人向き）
 「カサブランカ」（図書館香川
 分館、10月15日号7面掲載）
 　→2019年2月23日㈯に延期

市内を歩いて健康に

仲間と共に楽しくキャンプ

ばや し

自然体験教室　冬の柳島キャンプ場でリーダーズキャンプ
　事前研修(参加必須。保護者同伴)に参加した後、野外炊事やキャンプファイヤー、
星空観察会などの宿泊研修を実施します。 【青少年課育成担当】
日時 ①12月16日㈰9時30分～11時(事前研修)②12月27日㈭・28日㈮(宿泊研修)
場所 ①市役所本庁舎会議室1②柳島キャンプ場
対象 市内の小学5～6年生30人〈申込制（抽選）。ジュニア
 リーダーになりたい6年生を優先〉
申込 11月30日㈮までに申込書(市役所青少年課、各公

共施設で配布中)を持参(市　も可)
ほか 費用1500円。現地集合・解散。食物アレル

ギーをお持ちの方は要相談

HP

U
ア ル バ ッ ク

LVAC Global Festival 2018
茅ヶ崎への感謝をこめて
　国内外グループ会社によるご当地グルメの模擬店
舗や工場の見学、各種真空実験、大抽選会など子ど
もから大人まで楽しめるイベントです。
日時　11月10日㈯10時～15時(小雨決行)
場所　(株)アルバック本社・工場(萩園)
※ 車での来場はご遠慮ください（駐輪場あり）
※ JR茅ケ崎駅北口から30分毎に送迎バスを運行（9時30分～14時）

【(株)アルバック☎（89）2033、産業振興課商工業振興担当】

ゆるキャラ大集合

　平成29年度の一般会計歳入総額は約765.2億円、歳出総額は約722.4億円で、歳入から歳出を差し引い
た額は約42.8億円です。そのうち翌年度に使い道が決まっているお金約3.6億円を差し引いた約39.2億円が黒
字額となりました。平成29年度決算の詳細は、11月1日㈭から市 HPや市役所本庁舎市政情報コーナーでご覧い
ただけます。	 【財政課財政担当】

　本号で掲載する数値は、茅ヶ崎市監査委員による審査を受けています。

　平成29年度末における市債現在高は、下のグラフのとおり
です。市債は、将来の財政負担が大きくならないように計画
的に借り入れを行っています。

津波に備える備える
防災

津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台
に避難してください。（3回繰り返し）こちらは防
災ちがさきです。

津波警報

大津波警報。大津波警報。ただちに高台に避難し
てください。（3回繰り返し）こちらは防災ちがさ
きです。

大津波警報

大津波警報。大津波警報。東日本大地震クラスの
津波が来ます。ただちに高台に避難してくださ
い。（3回繰り返し）こちらは防災ちがさきです。

大津波警報
（東日本大地震クラス）

警報の種類 サイレン吹鳴方法 放　送　内　容
3秒（3回繰り返し）

2秒休止

3秒（3回繰り返し）

2秒休止

5秒（3回繰り返し）

6秒休止

　東日本大震災が発生した2011年に「津波対策の推進に関する法
律」が制定され、津波対策についての理解と関心を深めるために、
11月5日は「津波防災の日」と定められました。
　津波警報が発令された場合は、海から離れることを基本に、日
頃から身の安全を確保できる自宅近くの高台や津波一時退避場
所を確認しましょう。 【防災対策課防災担当】
サイレンを聞いたら海から離れる
　津波警報や地震速報、弾道ミサイル情報などの対処に時間的猶
予のない事態に関する緊急情報は、国が全国瞬時警報システム（J
アラート）で発信します。この情報を受信すると、直ちに防災行政
用無線が起動し、市内全域にサイレンや音声放送でお伝えします。

市　でサイレン音を
聞くことができます
HP

ご意見を
　お寄せください

茅ヶ崎市地域防災計画　地震災害対策計画、風水害対策計画、特殊災害対
策計画(修正素案)
　近年発生した地震災害や風水害を契機として行われた関係法令の改正な
どを踏まえ、防災対策を一層推進するために修正素案をとりまとめました。
期間　 11月5日㈪～12月4日㈫
公表　2019年2月(予定)
応募　 郵送(〒253-8686茅ヶ崎市役所防災対策課)、 (82)1540、資料配布

場所、市 で
問合　防災対策課政策担当

〈資料配布〉市役所担当課、市内公共施設、市
〈意見の取り扱い〉個別の回答や意見内容以外の個人情報の公表はいたしません

パブリックコメント

声の広報、点字広報　�目の不自由な方への情報発信として「声の広報」、「点字広報」を発行し、ご希望の方には郵送していますので、市役所秘書広報課までご連絡ください。
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市では、まちづくりの基本理念のひとつに「学び合い育ち合うみんなの笑顔がきらめくひとづくり」を掲げ
ています。11月11日のレインボーフェスティバルへの出展の他に、「ひとづくりイベント」として、催しや
講座・講演会などを開催します。

　公園内のステージで行われる吹奏楽部演奏や郷土芸能、多目的広場での模擬店、地元
で採れた新鮮な野菜や果物の販売など、秋真っ盛りの里山公園で開催します。会場へはJR
茅ケ崎駅北口・香川駅から、無料送迎バスを運行しますのでご利用ください。

【文化生涯学習課市史編さん担当】

日時　11月11日㈰
　　　10時～15時（荒天中止）
会場　県立茅ケ崎里山公園

メ イ ン ス テ ー ジ エントランスステージ

総合司会
DJ･HAGGYさん

  

12時 鶴嶺高校チアリーディング部のチアダンス
14時15分 芹澤腰掛神社祭囃子保存会の祭りばやし
14時35分 文教大学湘南校舎吹奏楽部の演奏

11時25分 えぼし麻呂写真撮影会
11時35分 堤太鼓保存会の演奏
14時35分 文教大学和太鼓部「楓」の演奏

本がだいすきコンクール
応募作品展示と人気投票第46回茅ヶ崎市郷土芸能大会茅ヶ崎市教育講演会

親は子どもにとっての『安心基地』～人生の土台を作る

日時　2019年1月19日㈯10時～12時
場所　市役所分庁舎コミュニティホール
講師　遠藤利彦さん(東京大学大学院教授)
対象　市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉
申込　12月17日㈪～ 2019年1月15日㈫に☎で
ほか　託児2歳以上10人〈申込制(先着)〉
問合　教育センター☎(86)9965

第22回

みんなの
笑顔が
きらめく

　8～10月に応募された随想文や一行推薦
文の展示と人気投票を行います。
　あなたの1票をお待ちしています。
日時　11月16日㈮～ 12月16日㈰
場所　図書館
内容　A部門　私の大切な一冊
　　　B部門 この本いいね
問合  図書館☎（87）1001

　祭りばやしや祝い唄、作業唄など、
地域に受け継がれてきた郷土芸能に
触れよう。
日時　11月25日㈰13時～16時
場所　市民文化会館小ホール
定員　380人〈当日先着〉
問合　社会教育課文化財保護担当

ひとづくりイベント

さあ行こう！笑顔あふれる公民館 松林公民館まつり

日時　11月 10 日 ㈯ 9時～18時30分
 11 日 ㈰ 9時～16時
ほか　車での来館はご遠慮ください

南三陸復興支援
海の幸フェア ほか

特別
企画

　今年で36回目を迎える、毎年恒例の公民館まつり。ステージ発表や作品
展示、模擬店など、公民館の魅力満載の2日間。ぜひ遊びに来てください。

【松林公民館☎(52)1314】

歩いて楽しい茅ヶ崎のまちをノルディックウオーキングで体感しよう！
　民話「河童徳利」発祥の地～湘南タゲリ米の生産地、小出川の土手を巡ります。
  【ちがさき市民活動サポートセンター ☎（88）7546】
日時 12月5日㈬10時～12時（雨天中止）
場所 大曲橋のたもと（小出川左岸下流側）集合・解散
講師 高見澤和子さん（特定非営利活動法人アーバンデザインセンター・茅ヶ崎

（UDCC）代表）、亘征子さん（湘南茅ヶ崎ノルディックウォーキング（SCNW）
同好会代表）　　　

定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 11月1日㈭～☎で（住所・氏名・電話番号を記入

し、　(88)7546または
 　s-center@pluto.plala.or.jpも可）
ほか 費用300円（資料代）。ポールの貸し出しあり

（別途500円。要予約）

□11月18日㈰開催
・ 市民健康マラソン大会
 （円蔵中学校、9月15日号4面掲載）
 　→中止
・ 市総合体育大会～空手道競技（幼年～一般）
 （総合体育館、9月15日号4面掲載）
 　→2019年2月24日㈰に延期
・ 市総合体育大会～ソフトボール競技一般男子の部
 （茅ヶ崎公園野球場、9月15日号4面掲載）
 　→11月18日㈰開催分のみ中止
・ 市民集会～湘北地区（香川公民館、10月15日号3面掲載）
 　→延期もしくは中止（延期日等は未定）

11月18日㈰市長・市議会議員補欠選挙に伴う変更

圓蔵ばか踊り

里山の自然を
満喫！

■主なステージ　※時間は前後する場合があります

えんぞう

たか み ざわ

わたり せい こ

　11月18日㈰の市長・市議会議員補欠選挙に伴い、広報ちがさきでお知らせし
た下記サービスの停止やイベントを変更・中止いたします。
窓口サービス
・ 茅ヶ崎駅前市民窓口センターの臨時休館、コンビニ
 交付サービスの停止（9月15日号、10月15日号いずれも6面掲載）
 →12月24日（月・祝）に変更
イベント
□11月10日㈯開催
・ 元気がでる子育て講座～
 ベテラン保育士の話と
 親子ピラティス
 （香川公民館、9月15日号
　7面掲載）
 　→延期（延期日は未定）
・ 映画会（大人向き）
 「カサブランカ」（図書館香川
 分館、10月15日号7面掲載）
 　→2019年2月23日㈯に延期

市内を歩いて健康に

仲間と共に楽しくキャンプ

ばや し

自然体験教室　冬の柳島キャンプ場でリーダーズキャンプ
　事前研修(参加必須。保護者同伴)に参加した後、野外炊事やキャンプファイヤー、
星空観察会などの宿泊研修を実施します。 【青少年課育成担当】
日時 ①12月16日㈰9時30分～11時(事前研修)②12月27日㈭・28日㈮(宿泊研修)
場所 ①市役所本庁舎会議室1②柳島キャンプ場
対象 市内の小学5～6年生30人〈申込制（抽選）。ジュニア
 リーダーになりたい6年生を優先〉
申込 11月30日㈮までに申込書(市役所青少年課、各公

共施設で配布中)を持参(市　も可)
ほか 費用1500円。現地集合・解散。食物アレル

ギーをお持ちの方は要相談

HP

※ 市債とは、学校や道路などの整備のために、
市が国や銀行などから借り入れるお金です

※ 一般会計のうち臨時財政対策債とは、国が
地方に交付するお金の不足分を市が代わり
に借り入れている市債です。市が借り入れ
した臨時財政対策債の元金と利子の返済に
対しては、国が地方交付税を措置すること
となっています

※ 市民1人当たりの市債現在高は、各年度末
現在の住民基本台帳に登録されている人口
を基に算出しています
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■ 病院事業会計
■ 公共用地先行取得事業特別会計
■ 公共下水道事業会計
■ 一般会計のうち臨時財政対策債
■ 一般会計のうち事業債等
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38.5

39.0

39.5

40.0

40.5

41.0

決算
　平成29年度の一般会計歳入総額は約765.2億円、歳出総額は約722.4億円で、歳入から歳出を差し引い
た額は約42.8億円です。そのうち翌年度に使い道が決まっているお金約3.6億円を差し引いた約39.2億円が黒
字額となりました。平成29年度決算の詳細は、11月1日㈭から市 HPや市役所本庁舎市政情報コーナーでご覧い
ただけます。	 【財政課財政担当】

　本号で掲載する数値は、茅ヶ崎市監査委員による審査を受けています。

　審査に付された各会計歳入歳出決算書等は、法令に規定された様式に従って作成されており、その計数は歳入簿、
歳出簿その他の関係諸帳簿と符合し、正確なものと認めます（「平成29年度茅ヶ崎市決算審査意見書／茅ヶ崎市監査委員」）。

特別会計の決算

一般会計の決算

内は構成比　（　）内は前年度比

市税　47.3%
市民税、固定資産税など

361億8956万円（0.8%増）

国庫支出金　17.1%
国が特定の事務事業に対して交付するお金

130億5766万円（1.7%増）

県支出金　5.9%
県が特定の事務事業に対して交付するお金

45億4871万円（4.8%増）

各種交付金等　8.5%
国や県が徴収した税のうち市町村に配分されるお金

65億2394万円（7.9%増）

市債　9.3%
施設の整備や地方交付税の収支不足のときに国や銀行などから借りるお金

70億8427万円（19.3%増）

使用料および手数料　1.1%
市営住宅使用料、戸籍手数料など

8億2008万円（4.8%増）

繰入金　0.2%
基金から繰り入れるお金

1億3892万円（10.1%減）

繰越金　3.6%
昨年度から繰り越したお金

27億8452万円（2.3%減）

諸収入等　7.0%
さまざまな事業の実費負担や財産収入、寄付金など

53億7074万円（16.2%増）

議会費　0.6%
市議会の活動・運営のためのお金

4億1663万円（0.4%減）

総務費　13.2%
全般的な管理事務、徴税、戸籍、統計、選挙などのお金

95億4101万円（12.6%増）

民生費　45.4%
生活保護、児童手当などの福祉のためのお金

327億9020万円（2.5%増）

衛生費　12.8%
ごみ処理の経費や健康維持のためのお金

92億2224万円（2.0%増）

労働費　0.3%
雇用対策や勤労者の福利厚生のためのお金

2億2448万円（1.6%減）

農林水産業費　0.5%
農業・畜産業・漁業の振興のためのお金

3億5968万円（0.9%増）

商工費　2.6%
産業や観光の振興のためのお金

19億624万円（22.5%増）

土木費　8.5%
道路や街路の整備・維持管理のためのお金

61億2468万円（3.3%減）

消防費　3.5%
消防活動のためのお金

25億3467万円（13.0%減）

教育費　6.6%
小・中学校教育、公民館、図書館などのお金

47億9695万円（7.5%減）

公債費　6.0%
借入金の返済のためのお金

43億2178万円（3.1%増）

災害復旧費　0.0%
災害からの復旧のために支出するお金

200万円（92.3%増）

歳出総額を平成29年度末の人口（24万3375人）で割った
市民1人当たりの歳出額は約29万6828円になります

自主
財源
59.2

%

依存
財源
40.8

%

繰出金 61億37万円 8.4%

一般会計が特別会計へ支払うお金

繰出金 61億37万円 8.4%

一般会計が特別会計へ支払うお金

貸付金 18億895万円 2.5%
中小企業融資制度のためのお金など
貸付金 18億895万円 2.5%
中小企業融資制度のためのお金など

投資および出資金 2億4860万円 0.3%
公共下水道事業会計への出資金
投資および出資金 2億4860万円 0.3%
公共下水道事業会計への出資金

積立金 6億7万円 0.8%
基金に積み立てるためのお金
積立金 6億7万円 0.8%
基金に積み立てるためのお金

補助費等
71億9274万円 10.0%

公営企業会計への負担金や各種団体への補助金など
補助費等
71億9274万円 10.0%

公営企業会計への負担金や各種団体への補助金など

人件費 144億7022万円 20.0%
職員などに支払われる給料など
人件費 144億7022万円 20.0%
職員などに支払われる給料など

維持補修費 3億3989万円 0.5%
施設を修繕するためのお金
維持補修費 3億3989万円 0.5%
施設を修繕するためのお金

災害復旧費 200万円 0.0%
災害からの復旧のために支出するお金
災害復旧費 200万円 0.0%
災害からの復旧のために支出するお金

物件費 98億9451万円 13.7%
市の事務に必要な物品購入などのお金
物件費 98億9451万円 13.7%
市の事務に必要な物品購入などのお金

公債費 43億2178万円 6.0%
借入金返済のためのお金
公債費 43億2178万円 6.0%
借入金返済のためのお金

普通建設事業費 84億2660万円 11.7%
道路、学校などの施設整備のためのお金
普通建設事業費 84億2660万円 11.7%
道路、学校などの施設整備のためのお金

扶助費 188億3483万円 26.1%
市民の生活を支援するための福祉的なお金
扶助費 188億3483万円 26.1%
市民の生活を支援するための福祉的なお金

その他の経費
36.2% 投資的経費

11.7%
投資的経費

11.7%
投資的経費

11.7%
投資的経費

11.7%

義務的経費
52.1%

歳出の性質別グラフ 市債の状況 　平成29年度末における市債現在高は、下のグラフのとおり
です。市債は、将来の財政負担が大きくならないように計画
的に借り入れを行っています。

会計名
決算額

収支差引額 翌年度
繰越財源 実質収支額

収入 支出
国民健康保険事業 262億3003万円 256億3356万円 5億9647万円 0万円 5億9647万円

後期高齢者医療事業 32億3245万円 32億2563万円 682万円 0万円 682万円

介護保険事業 150億2792万円 143億7068万円 6億5724万円 0万円 6億5724万円

公共用地先行取得事業 3億1986万円 3億1986万円 0万円 0万円 0万円

公
営
企
業
会
計

公共下水道
事業

収益 63億752万円 58億638万円 ─ ─ ─

資本 19億3954万円 38億8752万円 ─ ─ ─

病院事業
収益 106億2393万円 116億2356万円 ─ ─ ─

資本 5億6754万円 10億5919万円 ─ ─ ─

平成29年度決算の健全化判断比率等

※1 早期健全化基準：自治体の自主的な改善努力を図るための「財政健全化計画」の策定が必要となる基準
※2 財政再生基準：国の関与による確実な再生を図るための「財政再生計画」の策定が必要となる基準

説　明 本市比率

ｰ

ｰ

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

黒字

黒字

0.5%

34.7%

11.42% 20%

16.42% 30%

25% 35%

350%

20%

財政規模に対する一般会計等
の赤字の割合
財政規模に対する全会計の赤
字の割合
財政規模に対する借入金返済
額等の割合
財政規模に対する将来支払わ
なければならない負債等の割合
公共下水道事業、病院事業の
事業規模に対する資金不足の
割合

健全段階 早期健全化基準 ※1 財政再生基準 ※2

茅

茅

茅

茅

茅
経営健全化基準不足

なし

　平成29年度決算に基づいて算定した本市の健全化判断比率と資金不足比率は、いずれ
も国の定めた基準を下回る「健全段階」でした。「健全化判断比率等」とは、地方公共団体
の決算に基づいて出される、財政の健康状態を示す指標です。平成19年6月に公布された

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、自治体は財政の健全度を判断する
ための財政指標を毎年度公表することになっています。

一般会計歳入
（前年度比4.1％増） 765億1840万円

歳 入
　市税の約3億円の増、財産収入の約6億円の増、国庫支出金の約2億
円の増、県支出金の約2億円の増、市債の約11億円の増などにより、
歳入総額として、前年度に比べ約30億円の増額となりました。

　特別会計は、特定の事業を行うため条例に基づき設置され、一般会計とは
区別して経理しています。

722億4056万円
一般会計歳出
 （前年度比2.2％増）

　総務費の約11億円の増、民生費の約8億円の増、衛生費の約2億円の
増、商工費の約4億円の増などにより、歳出総額として、前年度に比べ
約16億円の増額となりました。

歳 出

（目的別）

広報番組 ハーモニアスちがさき(ケーブルテレビ11ch)11月の放送は、3日㈯～ちがさき丸ごとふるさと発見博物館／17日㈯～ハーモニアスニュース
※番組内容は予告なく変更することがあります
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定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

精神科医師によるこころの健康相談
(精神保健福祉相談)

日時 �11月14日㈬・28日㈬いずれも14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

歯科講演会「オーラルフレイルって何？」
①一般向け②事業者向け

日時 �11月29日㈭①10時～12時②13時～15時
場所 �保健センター
内容 �①オーラルフレイルチェックの実施と予防方法な

ど②現場での気付きと対策
講師 �①内間恭洋さん②松井新吾さん(いずれも茅ヶ崎

歯科医師会歯科医師)
対象 �①65歳以上で市内在住・在勤の方②市内の事業者

各30人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �11月27日㈫までに☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

血糖値が高めと指摘されていませんか
ランチで体感！血糖コントロールの食事法

日時 �11月30日㈮10時～13時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �40歳～74歳で糖尿病と診断されていない方12人
〈申込制(先着)〉

申込 �11月28日㈬までに☎で(市HPも可)
ほか �費用400円。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

健康腕時計であなたのストレスと健康が見える！
3か月間の生活習慣改善プログラム教室

日時 �12月4日㈫・20日㈭、2019年2月18日㈪いずれも14
時～16時

場所 �保健所相談室2～6
対象 �おおむね40歳～70歳代で医師から運動制限がな

く、全回参加可能な方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月16日㈮までに☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

運動教室2日間コース
無理なく楽に！働く人のための運動不足解消教室

日時 �12月8日㈯・15日㈯いずれも9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
対象 �20歳～64歳で医師から運動制限のない方20人〈申

込制(先着)。平日仕事をしている方優先〉
申込 �11月5日㈪～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

美しい姿勢を保つ～骨のアンチエイジング
骨密度測定で骨の健康度チェック

日時 �12月11日㈫9時30分～・10時～・10時30分～・11時
～(各1時間程度)

場所 �保健所
対象 �64歳までの方60人〈申込制(先着)。4月以降測定し

ていない方・女性優先〉
申込 �11月5日㈪～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

知って実践！キケンな血圧変動と予防法
隠れ高血圧から身を守る！

日時 �12月14日㈮13時30分～15時(13時開場)
場所 �市役所本庁舎会議室1・2
講師 �大久保孝義さん(帝京大学医学部衛生学公衆衛生

学講座主任教授)
定員 �80人〈申込制(先着)〉

申込 �11月5日㈪～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

文化・歴史
日本文学朗読会①谷崎潤一郎 作「秘密」②夏
目漱石 作「夢十夜」、岡本綺堂 作「落城の譜」

日時 �①11月13日㈫11時～②11月27日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �①すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)②椿野枝さん、

里村由実さん(いずれも朗読サロン「六花」)
ほか �費用500円(200円を市民活動げんき基金に寄付)
問合 �ハスキーズギャラリー☎(88)1811

歌舞伎入門講座
日時 �11月17日㈯13時30分～15時
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
講師 �鈴木治彦さん(フリーキャスター)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～☎または窓口で
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

語りとコントラバスの演奏
ジャズで楽しむ 茅ヶ崎の九代目團十郎

日時 �11月23日(金･祝)11時～12時30分・14時30分～16時
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
講師 �長谷川由美さん(湘南シレーネ)、塩田厚さん(コン

トラバス)
定員 �各30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月5日㈪～☎または窓口で
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

茅ヶ崎市・寒川町広域連携事業
社会教育講座「人と地球に優しい暮らし」

日時 �①11月27日㈫②12月7日㈮いずれも13時30分～15時30分
場所 �①図書館②寒川町民センター(寒川町宮山)
内容 �講演①江戸のシンプルな暮らし②家庭の冷蔵庫か

ら食品ロスをなくす
講師 �①大塚昌利さん(立正大学名誉教授)他②福田かず

みさん(冷蔵庫収納家)
定員 �各50人〈申込制(先着)〉
申込 �①11月26日㈪まで②12月6日㈭までに☎で
問合 �社会教育課社会教育担当

人権フェスタ2018 in かまくら～宮崎緑さん
による講演、ミニコンサート、人権作文朗読

日時 �12月8日㈯13時～16時
場所 �鎌倉芸術館小ホール(鎌倉市大船)
定員 �550人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～☎で(氏名・ふりがな・電話番号、参加

人数を記入し、 (23)8700または jinken-danjo@
city.kamakura.kanagawa.jpも可)

ほか �託児5人〈申込制〉。手話通訳あり
問合 �鎌倉市文化人権課☎0467(61)3870

生活
市営住宅の入居者・補欠者を募集

申込 �11月1日㈭～16日㈮に申込書と必要書類を〒253-
8686茅ヶ崎市役所建築課へ

ほか �詳細は「募集のしおり」(11月1日㈭～市役所建築課・
　　市政情報コーナー、各出張所・公民館などで配布)参照
問合 �建築課市営住宅担当

全国一斉｢女性の人権ホットライン｣
強化週間実施

日時 �11月12日㈪～16日㈮8時30分～19時、11月17日㈯・

18日㈰10時～17時(通常は平日8時30分～17時15分)
ほか �人権擁護委員と法務局職員が対応。秘密厳守
問合 �全国統一ナビダイヤル☎0570(070)810、市民相談

課市民相談担当
活躍の場を広げるパソコンスキル習得！
Wordで初めてのチラシづくり

日時 �12月13日㈭・14日㈮9時30分～12時30分(全2回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �Wordで文書作成・保存ができる方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～☎で(市HPも可)
ほか �費用1500円(テキスト代)。Word2010以上搭載のパ

ソコン持参(パソコン貸し出し1回300円、先着14
台)。託児6か月～未就学児5人〈申込制(先着)。12
月3日㈪まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

税金
税に関する説明会①消費税の軽減税率
制度②年末調整

日時 �11月15日㈭①10時～11時②13時30分～16時
場所 �市民文化会館
対象 �①事業者②源泉徴収義務者
問合 �藤沢税務署☎0466(22)2141

採用・人事
市役所の職員①保育士②保健師③学校
給食調理員

人数 �若干名
対象 �①②1978年4月2日以降に生まれた方(資格必要)③

1972年4月2日～1997年4月1日に生まれた方
採用 �①②2019年4月1日(予定)③2019年2月1日(予定)
申込 �11月12日㈪までにe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験は11月23日(金･祝)。詳細は試験案内(市役所

職員課・市政情報コーナーなどで配布中。市HPで
取得も可)参照

問合 �職員課人財育成担当
教育委員会の非常勤嘱託職員
学校給食調理員

対象 �18歳～54歳の方(定年は60歳、高校生不可)
待遇 �日額5610円(給食が実施される日で、原則週5日(年

間約185日)、原則8時30分～15時に市立小学校、
学校給食共同調理場で勤務)

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員が生じた
場合に連絡・選考して雇用

申込 �随時。申込書(市役所教育総務課・職員課・市政
情報コーナーで配布中。市HPで取得も可)を本人
が持参

問合 �教育総務課総務担当

市立病院の看護職員・任期付職員
職種 �①新規卒業生の助産師②看護師A③看護師(任期付)
人数 �計15人程度
対象 �①2019年3月末に取得見込みの方②③看護師免許

を持つ方
申込 �11月30日㈮(必着)までに簡易書留で申込書(市立病

院病院総務課、市役所職員課で配布中。市立病院
HPで取得も可)を〒253-0042本村5-15-1市立病院病
院総務課へ(持参も可)

ほか �試験日12月15日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

市立小・中学校のふれあい補助員の募集
(学習指導・生活指導の補助、身辺介助など)

職種 �通常級担当・特別支援学級担当・個別支援担当
人数 �50人程度
対象 �2019年4月1日現在で18歳以上の方(通常級担当は

教員免許を持っていることが望ましい)
待遇 �月～金曜日8時30分～15時(年間約150日)
申込 �11月1日㈭～30日㈮に履歴書(A4またはA3判)を本

人が持参
ほか �12月中に面接・筆記試験(小論文)あり
問合 �学校教育指導課指導担当

▷交通事故４4〈412〉�▷交通事故死者０〈2〉�▷交通事故負傷者５１〈490〉�▷犯罪発生78〈840〉いずれも暫定値
▷火災2〈29〉�▷救急車の出動873〈8439〉��火災の問い合わせは、�☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
9月の件数〈2018年（平成30年）の累計〉
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邪険にされても兄ちゃん大好き！
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★2018年2月生まれ（広報ちがさき2019年1月1日号と市 HPに掲載）の市内
在住の赤ちゃんの写真（頭まで写っているもの）を募集します。2018年11月
1日㈭～30日㈮（必着）に市 HP内「広報ちがさき」の「すこやか赤ちゃん」コー
ナー応募フォーム、または郵送（写真の裏に赤ちゃんの住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・電話番号、20字以内の赤ちゃん紹介を記入し、〒253-8686茅ヶ
崎市役所秘書広報課すこやか赤ちゃん係へ）でご応募ください（1人1点の
み）。なお、応募写真は返却致しませんのでご了承ください。今回の応募は27点でした

2017年12月生まれ
HP

いたずら大好き、好奇心のかたまりです！
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いたずらが大好き！わんぱく王子です
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いつもニコニコ元気いっぱい！
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急病のときは
事前に連絡してから受診してください

救急病院
茅 ヶ 崎 市 立 病 院　本村5-15-1� ☎（52）1111
湘 南 東 部 総 合 病 院　西久保500� ☎（83）9111
茅 ヶ 崎 徳 洲 会 病 院　幸町14-1� ☎（58）1311

休日・夜間急患センター
地域医療センター1階　本村5-9-5� ☎（52）1611

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時～24時

看護師などによる電話相談� ☎045（722）8000
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◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111）・
　来庁（来館・来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合

表彰

福祉
2018年ユニバーサル音楽祭開催

日時 �11月10日㈯11時～17時
場所 �茅ケ崎駅前ペデストリアンデッキ、イオン、その

他2～3会場
問合 �社会福祉法人翔の会☎(54)5424

65歳からの栄養教室
「筋肉アップ！たんぱく質を摂ろう」

日時 �11月13日㈫10時～13時(受付9時45分～)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �市内在住で65歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月9日㈮までに☎で
ほか �費用300円
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

尿失禁予防の体操を始めよう～1人で
悩まないで！ちょこっともれを改善しよう

日時 �11月13日㈫14時～16時
場所 �総合体育館
講師 �高垣茂子さん(健康運動指導士)
対象 �市内在住で65歳以上の方50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月12日㈪までに☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

ふれあい交流祭①絵画・写真などの作品展②囲
碁・将棋などの対抗戦③歌・踊りなどの発表

日時 �①11月17日㈯9時～16時、11月18日㈰9時～15時②
11月17日㈯10時～16時③11月18日㈰9時～16時

場所 �老人福祉センター
問合 �老人福祉センター☎(85)3536

つつじ学園祭～学園紹介と作品展示
茅ケ崎高校チアリーディング部の演技など

日時 �11月17日㈯10時30分～14時
場所 �つつじ学園(松が丘2-8-51)
問合 �つつじ学園☎(85)1246

楽しさぐるぐるごちゃまぜ祭り
フィエスタ翔2018(バザー、ステージイベントなど)

日時 �11月17日㈯11時～15時(雨天決行、荒天中止)
場所 �TOTO茅ヶ崎工場
問合 �社会福祉法人翔の会☎(54)5424

子どもを取り巻く環境とその対応
地域のわたしたちができる事

日時 �11月17日㈯14時～・18時～
場所 �萩園いこいの里
内容 �映画「葦牙―あしかび」の上映会
定員 �各50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月16日㈮までに☎で
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513(16時30分まで)

身体障害者ふれあい交流会～氷川神社・
川越(時の鐘・駄菓子屋横丁等)バス旅行

日時 �11月21日㈬7時40分～(茅ヶ崎駐車場集合)
対象 �身体障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方80人
〈申込制(先着)。18歳以上の方の付き添いは1人のみ〉

申込 �11月1日㈭～10日㈯に☎で
ほか �費用1人1000円(申込後に市立病院売店で支払い。

返金不可)
問合 �茅ヶ崎市身体障害者福祉協会☎(51)0373戸井田(19

時～22時)
放課後等デイサービス・日中一時支援
事業所説明会

日時 �11月28日㈬10時～12時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
対象 �子どもの育ちや発達に支援が必要、もしくは不安

がある就学期の子どもの保護者(新小学校1年生～
高校3年生)、成人の保護者、関係者など

問合 �放課後等デイサービスミライオPLUS☎(53)7335
呼吸セラピーを体験しよう～自律神経を
整える呼吸法

日時 �12月11日㈫10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室4・5　
講師 �太田真由美さん(呼吸法インストラクター)
対象 �市内在住で65歳以上の方100人程度〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～12月10日㈪に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

子育て・教育
県立茅ケ崎養護学校 第20回きらめき祭

日時 �①11月22日㈭9時40分～10時50分②11月23日(金･祝)9時

40分～13時30分
場所 �県立茅ケ崎養護学校
内容 �①ステージパフォーマンスと作品展示②各学部催

し、バザーなど
問合 �県立茅ケ崎養護学校総務担当☎(57)5374

ちがさき宇宙教室～金属花火作りとロケット燃料
日時 �12月1日㈯14時～16時
場所 �藤沢土木事務所汐見台庁舎
講師 �東京大学CAST
対象 �小学生以上の方100人〈申込制(抽選)。小学生は保

護者同伴〉
申込 �11月16日㈮までに市HPで(住所・氏名・電話番号・

年齢、参加希望人数を記入し、〒253-8686茅ヶ崎
市役所青少年課へ)

問合 �青少年課育成担当

幼児教育研修会
日時 �12月7日㈮14時30分～16時30分
場所 �市役所本庁舎会議室3・4・5
内容 �講演「子どもの姿が「みえてくる」とき～子どもの

傍らにある大人のまなざしを考える～」
講師 �髙嶋景子さん(聖心女子大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉�
申込 �11月1日㈭～30日㈮に☎で(氏名・電話番号、託児

の有無を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児2歳以上10人〈申込制(先着)。11月27日㈫まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

藤沢市八ヶ岳野外体験教室(長野県南牧村)
みんな集まれ！八ヶ岳キッズスキーキャンプ3日間

日時 �12月25日㈫～27日㈭(2泊3日)
対象 �市内・藤沢市・寒川町に在住・在学の小・中学生

40人〈申込制(先着)。最少催行人員30人〉
申込 �11月4日㈰10時～☎で
ほか �費用3万8200円(兄弟姉妹は2人目から3万6200円)
問合 �八ヶ岳野外体験教室☎0267(98)5156

ひとり親家庭等の医療費助成制度
　市では、ひとり親家庭などの方が病院で受診したと
きに支払う保険診療の自己負担額を助成するための医
療証を交付しています。交付には、所得制限などの条
件があります。詳細はお問い合わせください。また、
すでに医療証をお持ちで該当する方には新年度の医療
証を交付するための現況届を送付しますので、11月30
日㈮までに必ずご提出ください。
問合 �子育て支援課子育て推進担当

産業・雇用
女性のための復職支援～超初級者向け
パソコン講座(Word、 Excel)

日時 �11月8日㈭13時30分～16時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～7日㈬に☎または勤労市民会館HPで
ほか �貸し出し用パソコンは14台あり。託児3歳～未就

学児〈申込制。11月6日㈫まで〉
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

ちがたびウオーキングツアー
文教大学生による大山道ガイドツアー

日時 �12月1日㈯9時～12時30分予定(荒天中止)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月29日㈪～11月19日㈪に観光協会HPまたは☎で�
ほか �JR辻堂駅集合。費用1人500円(お土産、資料、保

険代込)。詳細は観光協会HP参照
問合 �茅ヶ崎市観光協会☎(84)0377

市内をバスで巡る！
冬の農畜水産物買い物ツアー

日時 �12月3日㈪8時30分～13時
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の方20人〈申込

制(抽選)。1グループ3人まで〉
申込 �11月1日㈭～14日㈬に☎で(市HPも可)
ほか �費用1500円(昼食代)
問合 �農業水産課農業担当

まちづくり
11月は公共建築月間
公共建築クイズラリーを開催

　11月1日㈭から30日㈮まで茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・
寒川町・大磯町の公共建築13施設を対象とした公共建

築クイズラリーを開催します。正解者には抽選で記念
品をプレゼントします。
問合 �平塚市建築住宅課☎0463(21)8770

建築なんでも相談(無料耐震相談)
木造住宅の耐震・リフォーム・欠陥住宅

日時 �11月17日㈯13時～16時
場所 �香川公民館
申込 �11月16日㈮までに☎で
ほか �建築確認の副本または間取り図などを持参
問合 �建築指導課建築安全担当

市民参加・市民活動
湘南看護朴

ほ お

の花祭 ステージ、バザー、
お茶席、模擬店、看護体験他

日時 �11月3日(土･祝)10時～15時
場所 �湘南看護専門学校(藤沢市大庭)。駐車場なし
問合 �湘南看護専門学校☎0466(86)5440

神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会
日時 �11月21日㈬13時30分～16時(受付13時～)
場所 �市民文化会館
内容 �「社会教育を効果的に実施するために公民館と他

施設との連携」について研究発表
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭9時～20日㈫17時までに☎で
問合 �社会教育課社会教育担当

西日本豪雨災害チャリティーイベント
勤労市民会館まつり

日時 �11月23日(金･祝)・24日㈯10時～17時(24日は16時まで)
場所 �勤労市民会館
内容 �施設利用サークルの実演発表・作品展示など
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

黒岩知事との「対話の広場」
子どもから大人まで「健康」でスマイル100歳

日時 �11月27日㈫18時30分～20時
場所 �平塚商工会議所(平塚市松風町)
定員 �200人〈申込制(抽選)〉
申込 �11月20日㈫までに☎で(県湘南地域県政総合セン

ターHPも可)
ほか �託児2歳～未就学児〈申込制。2歳未満は要相談〉。

手話・要約筆記あり
問合 �県湘南地域県政総合センター企画調整課☎

0463(22)9186�

かながわハートフルフェスタ2018 in ひらつか
日時 �12月1日㈯13時～16時
場所 �平塚市中央公民館大ホール(平塚市追分)
講師 �渡辺元智さん(横浜高校野球部前監督)
申込 �11月16日㈮(必着)までに行事名、代表者の郵便番

号、住所・氏名・電話番号、参加人数を、保育希
望者は子どもの氏名、ふりがな、年齢、性別を、
手話通訳希望者は手話通訳希望と記入し、〒231-
8588横浜市中区日本大通1神奈川県人権男女共同参
画課または fm0216.s8c@pref.kanagawa.jpで

ほか �託児2歳～6歳6人〈申込制（抽選）〉。手話通訳あり
　　〈申込制〉
問合 �神奈川県人権男女共同参画課☎045(210)3637

健康
医師によるもの忘れ相談

日時 �11月6日㈫14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

タマネギ外皮を食べて健康に「クイズに答えて骨を
丈夫に」「タマネギ外皮で動脈硬化を予防しよう」

日時 �11月10日㈯10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �文教大学健康栄養学部学生、戸田和正さん(文教

大学健康栄養学部准教授)
定員 �25人〈申込制(先着)〉
申込 �11月2日㈮～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

成人糖尿病講演会
「糖尿病と眼の病気」ほか

日時 �11月13日㈫14時15分～16時
場所 �市立病院
講師 �鈴木智親(市立病院眼科医師)他

（6面へ続く）
【果樹持寄品評会（柿の部）～①観覧②生産者による直売③出品物即売】 日時 11月14日㈬①10時～12時②10時～③12時30分～(②③売り切れ次第終了)　場所 さがみ農協茅ヶ崎ビル
 【農業水産課農業担当】
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　茅ヶ崎市の未来を輝かせるため、16歳～29歳の若者が市長の
立場になって政策を考えました。コンテスト形式で、各チームの
政策を発表します。

【企画経営課企画経営担当】

補助額 工事費の2分の1を補助

撤去(上限20万円) �幅4m以上ある道路に面したブロック塀などの撤去、
または道路からの高さを0.6m以下にした場合

設置(上限10万円) 撤去とあわせて、生け垣やフェンスを設置した場合

ブロック塀

【景観みどり課景観担当・みどり担当】

　市では10月1日から、災害の際に倒壊の恐れのある
ブロック塀の撤去や、改修にかかる費用の一部を補助
しています。6月18日～9月30日にすでに改修した場
合も特例措置を設けています。これによりさかのぼっ
て助成を受けられる場合があります。条件や必要書類
など、詳細はお問い合わせ下さい。

みんながつながる ちがさきの 日時　12月2日㈰10時～16時15分 
会場　市民文化会館 

公共交通機関、自転車、徒歩でのご来場にご協力ください

　地域福祉の取り組みを、子どもから大人まで楽しみながら知る
ことができる「みんながつながるちがさきの地域福祉フェスタ」を
開催します。
 【福祉政策課福祉政策担当】

ボランティアまつり  時間　10時～14時 
 場所　展示室、練習室 

内容　バザー(衣料品、日用雑貨、手作り品、花・植木の販売)
　　　ボランティア相談
　　　アトラクション（マッサージ、喫茶、DVD放映、ハンドベルと合唱、マジック

ショー、手話ダンス、福祉体験(点字、手話))

収益金は
ボランティア活動に
活用します

共催　茅ヶ崎市、茅ヶ崎市社会福祉協議会、茅ヶ崎ボランティア連絡会
問合　茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

茅ヶ崎市社会福祉大会
第1部　式典(地域福祉に貢献された方の表彰)
第2部　演劇「トシドンの放課後（文教大学湘南キャンパス篠㟢

ゼミナール有志）」、パネルディスカッション
定員　300人〈当日先着〉
ほか　手話通訳・要約筆記あり
問合　茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

時間　13時15分～16時15分 
場所　小ホール 

　ゲームが好きな方はもちろん、普段あまりゲームをやらない方も大
歓迎！ふらっと来て、気軽に遊びませんか。TVゲームや大人もはまる
カード、テーブルゲームなどを多数用意しています。ご本人、ご家族
からのご相談をNPO法人ぜんしんのスタッフと福祉相談室の相談員が
お受けするコーナーもあります。

　毎年大人気のバザーをはじめ、ボランティア連絡会による
マジックショーなど楽しい企画が盛りだくさんです。

撤去費用の補助に特例措置
6月18日以降の改修も対象に

発表内容（10月15日現在）
チーム名 目指すまちのビジョン 発表時間

(目安)

茅ヶ崎ファーストの会
あなたの故郷選びませんか？
住みやすさという茅ヶ崎の長所をさらに磨き、より魅力的
な街を目指す

13時10分

パブリックリレーションズ HOTな茅ヶ崎
HOT(流行)でHOT(安心)する茅ヶ崎！を目指す 13時25分

O塚K太郎 with Friends 若者と高齢者が出会うまち　茅ヶ崎
茅ヶ崎を若者と高齢者が出会い、共に支え合うまちを目指す 13時40分

こにちゃんず 輝くすべての世代の支え合い、湘南のベッドタウン
茅ヶ崎らしさを活かし、長く住みたい共生社会を目指す 13時55分

神大★オールスターズ
茅ヶ崎文化で未来を創る
“個性、自由、つながり、寛容、挑戦”を引き出して多種多
様な未来を創る

14時20分

まゆちゃんズ みんなで創る街・茅ヶ崎
市民と行政で協力して茅ヶ崎の魅力を伝える！ 14時35分

SHIRASU
シルバー世代が生きがいを持って働けるまち
アクティブシニアが目的・目標を持って自立して仕事をす
るまちを目指す

14時50分

日時　11月11日㈰13時～16時(申込不要・入退場自由)
場所　市役所本庁舎会議室4・5

若者が考える「理想のちがさき」

いま、若者たちはまちづくりをどう考えるのか
　人口減少社会の到来などで社会構造の大きな変化を迎える中、
日々の暮らしとまちづくりについて一人一人が考え、まちに参画
していくことがこれまで以上に求められてきます。
　この機会に、若者たちの大胆な発想が詰まった「理想のちがさ
き」について、耳を傾けてみませんか。気づかなかった未来が見
えてくるかもしれません。�

防火ポスターの部
香川小学校2年　　吉田翔

か い と

音さん
小和田小学校4年　小林愛

な

七
な

さん
浜須賀小学校6年　石井晴

はる

さん
中島中学校3年　　山口承

じょう

太
た

郎
ろう

さん

忘れてない？
サイフにスマホに
火の確認

秋季全国火災予防運動 11月9日㈮～15日㈭
　この季節は空気が乾燥して火災が起こりやすくなって
います。火災によって大切な生命・財産を失わないよう
に、一人一人の防火・防災意識を高めましょう。
� 【予防課予防担当】

平成30年度
統一防火標語

防火ポスター作文コンクール
　市内小中学生を対象とした防火ポスター作文コンクールを実施し、
670点の応募作品の中から市長賞が決まりました。

防火作文の部
香川小学校3年　金子咲

さ

陽
よ

さん
中島中学校3年　篠﨑眞

ま

秀
しゅう

さん

「市長賞」
詳細は市HPで

地域福祉フェスタ

観覧者の投票で1位を決定！

不登校・ひきこもり家族の外出支援

ゲームで遊ぼう！

時間　14時～16時
　　　(事前予約不要、入退場自由)
場所　練習室１
問合　福祉政策課福祉政策担当

入場
無料

未来政策コンテスト観覧者募集

各チームの意気込みと
政策概要がYouTubeで
見られます

　服部信明市長（享年57歳）が10月4日、脳出血により亡くなりました。服部市長は茅ヶ崎
市出身で、市議、神奈川県議を経て2003年4月の市長選で初当選。現在4期目でした。
　服部市長をしのび市役所では10月5日～12日に記帳所と献花台を設置、約1100人の方が
記帳されました。多くのみなさまに記帳や献花をしていただき、厚く御礼申し上げます。

� 【秘書広報課秘書担当】

服部信明市長が急逝

献花台には多くの花が手向けられました

福祉相談室紹介コーナー
時間　10時～14時
場所　展示室
協賛　湘南信用金庫

第39回

政策を検討中
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人　口▶	 242,003人	 （前月比増減なし）

世帯数▶	101,862世帯	（前月比50世帯増）
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