11 月 23 日
（月・勤労感謝の日）
開催

第 28 回大田原マラソン大会

問スポーツ振興課 （２２）８０１７
http://ohtawara-marathon.com/

マラソンの部では 19 名の選手を招待し、大会エントリー総数は 4,952 名となり、盛大に開催されます。
皆さまには沿道からの温かいご声援をお願いします。なお、当日はコース周辺で交通規制が行われますので、ご理
解、ご協力をお願いします。詳細は大会公式ホームページまたは広報 11 月号折り込みチラシをご覧ください。
●コース…日本陸連公認
「大田原市マラソンコースおよび
10km 競走路」
大田原市美原公園陸上競技場発・着
●スタート時間
マラソンの部 10：00 スタート
10km の部
10：40 スタート
■招待選手
（氏名上の数字はナンバーカード）
○マラソン男子
（13 名）
1 黒﨑 拓克
（コニカミノルタ） 2 五十嵐真悟
（城西大学クラブ）
3 坂本 智史
（プレス工業） 4 松本
翔（東京陸協）
5 高田 翔二
（スズキ浜松ＡＣ） 6 齋藤 拓也
（小田原ＮＲ）
7 土田 純
（コモディイイダ）8 松本
淳
9 板垣 辰矢
（ＪＰ日本郵政）10 伊藤 達志（ＪＡなすの）
11 井上 直紀
（茨城陸協）
12 吉田 憲正（SUBARU）
13 渡邊 哲也
（コモディイイダ）

○マラソン女子（6 名）
51 小﨑 まり（ノーリツ）
52 吉冨 博子（First Dream AC 佐賀）
53 石橋早希江
（熊谷市陸協） 54 井野 光子
（久宝寺ＲＣ）
55 田村 幸江（葛西ランナーズ）
56 永田 幸栄（ﾗﾌｨﾈﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾀｲﾙ）

むだにしないであなたの大切な一票

11 月 15 日（日）は大田原市議会議員選挙投票日です
■投票時間は午前７時～午後８時■
●投票できる方
▶平成７年 11 月 16 日以前に生まれた方で、選挙人名簿
に登録されている方。
▶平成 27 年８月７日以前から（転入者については、同日
までに転入届をした方）大田原市に引き続き住所（住民登
録）
があり、選挙人名簿に登録されている方。
ただし、11 月 15 日までに他の市町村へ転出した方は、
投票所入場券が郵送されていても投票できません。
●投票所入場券は２人で１枚の圧着式葉書
入場券が届きましたら、圧着部をはがし、切取り線に従っ
て個人ごとに切り離して、投票所へお持ちください。
世帯の人数が３人以上の場合は、複数枚入場券が届きます。
●投票所の変更について
○大田原小学校
（第１投票所）
校舎建て替え工事のため、仮設校舎内へ投票所が変更に
なります。仮設校舎前が駐車場になりますので、南門を
ご利用ください。
【大田原小学校校舎等配置図】

●期日前投票
▶期日前投票期間・時間：11 月９日（月）～ 14 日（土）
午前８時 30 分～午後８時
３カ所いずれの場所でも投票ができます。
①総合文化会館第１会議室
②湯津上庁舎１０２会議室
③社会福祉協議会黒羽支所会議室
※投票所入場券裏面の期日前投票宣誓書（兼請求書）に
必要事項をご記入の上、お出かけください。
※投票所入場券は、11 月 ９日（月）から順次発送しま
す。入場券がお手元に届く前でも、期日前投票所に
備えてある宣誓書を利用して投票ができます。
●選挙公報の配布…候補者の人物や政見を知っていた
だくため、選挙公報を配布します。
新聞折り込みのほか、各支所、各出張所、各地区公
民館などで配布予定ですのでご利用ください。
また、音声版の選挙公報も作成する予定です。必要
な方は下記へお問い合わせください。
●滞在地での不在者投票…住所が本市にあって、出張
や在学などで長期間他の市町村に滞在している方
は、本市選挙管理委員会に投票用紙などの交付を請
求し、滞在地の選挙管理委員会で投票を行うことが
できます。詳しくは、下記へお問い合わせください。
問選挙管理委員会事務局 湯 （９８）３７６７
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男女共同参画推進事業者表彰

問政策推進課

Ａ２階

（２３）８７１５

本市では、男女がその性別にかかわりなく、個性と能力を発揮できる働きやすい職場づくりを積極的に取り組んで
いる事業者を表彰しています。
●対象事業者…次のいずれかの取り組みを行っている市
内の事業者
①性別にとらわれない能力活用や女性の職域拡大のため
の取組を積極的に行っている。
②仕事と家庭生活、その他の活動との両立を支援するた
めの取組を積極的に行っている。
③男女の人権に配慮し、男女がともに働きやすい職場の
環境づくりを積極的に行っている。
④その他、男女がともに参画できる社会づくりに向けて
取組を積極的に行っている。

●応募期間…11 月２日（月）～ 30 日（月）
●応募方法…応募用紙と事業者の概要の分かる資料を添
え、上記へ提出。応募用紙は、市ホームページからダ
ウンロードできます。
▶応募から表彰まで：ご応募いただいた内容について、
大田原市男女共同参画推進事業者表彰選考委員会の審
査を経て、表彰者を決定します。被表彰者には、市長
から賞状を授与します。
●表彰日程…平成 28 年１月 23 日（土）午後１時～

公募による認可保育園等設置運営法人の決定
大田原市子ども・子育て支援事業計画に基づき公募を行い、認可保育園等設置運営法人が決定しました。
●応募法人…３法人
●審査…大田原市教育・保育施設等設置及び運営法人選考委員会による審査
ほうゆうかい
たかぎ
くにのり
●決定法人…大田原市北金丸２６００―７ 社会福祉法人 邦友会 理事長 高木 邦格
●整備計画地…大田原市北金丸
●整備内容…定員 60 名の幼保連携型認定こども園（２号・３号認定こどものみの定員設定）
●整備年度…平成 28 年度整備 平成 29 年４月開所
問子ども幸福課 東１階
（２３）８７６９

平成 26 年度における

大田原市教育委員会の点検評価

問教育総務課

湯

（９８）７１１１

市教育委員会では、
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、平成 26 年度の主な事務事業などにつ
いて、毎年点検および評価を実施し、報告書を作成しています。その概要についてお知らせします。
●目的…毎年、主要な施策や事務事業の取り組みについ
て、点検および評価を行い、課題や取り組みの方向性
を明らかにすることにより、教育行政を効率的に進め
るとともに市民への責任を果たし、市民に信頼される
教育行政を推進することを目的とします。
●点検・評価の方法…新大田原レインボープランの基本
政策に基づき実施されている主要施策を対象とし、点
検・評価を行いました。
点検・評価の客観性を確保するため、教育に関して識
見を有する方から、ご意見をいただく評価委員会を設
置しています。
なお、評価委員会の委員は 次のとおりです。
髙信 洋一 氏
（元中学校長）／中澤 千明 氏
（元市職員）
室井 祐之 氏
（市区長会長）
●点検・評価の構成
①事務事業の基本事項 ②事務事業の目的・内容
③実施目標と実績
④事務事業の評価
（評価委員の事業に対する意見および
今後の事業の方向性）
●点検・評価
（抜粋）…図書館管理運営事業
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【課題・評価】
◦開館時間を午前９時から午後７時までとしサービス向
上を図った。また、黒羽図書館・湯津上図書室に新刊
本を多く購入するなど利用者の増加に努めたい。
【評価委員意見】
◦開館閉館時間の改善は利用者の利便性に配慮してお
り、高く評価できる。蔵書増加への対策として、文庫
本の利用や古い本のリサイクルなど書架の有効利用に
努められたい。
※今年度は以下の事業に関する点検評価を行いました
が、詳細は市のホームページをご覧ください。
●事務事業執行状況の点検および評価
１ 生涯学習の充実
◦市民憲章推進事業 ◦図書館管理運営事業
２ 学校教育の充実
◦学校給食センター運営事業
◦ＩＣＴ支援員派遣業務委託事業
３ 文化・芸術の振興
◦那須与一伝承館管理運営事業
４ スポーツ・レクリエーションの振興
◦美原公園管理事業

