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11 月 15日（日）は大田原市議会議員選挙投票日です
～むだにしないであなたの大切な一票～

●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、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。

●投票所入場券は 11月９日（月）から順次発送
　投票所の場所は、投票所入場券に記載してあります。
ご確認の上、お出かけください。
　入場券が届かない場合や紛失してしまった場合でも、
本人と確認できればその場で入場券を再発行し投票す
ることができます。投票所係員にお申し出ください。

●投票所の変更について
○大田原小学校（第１投票所）
　仮設校舎内へ投
票所が変更にな
ります。
　南門をご利用く
ださい。

●期日前投票は 11月９日（月）から
○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
　期日前投票は、以下の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階会議室
②湯津上庁舎１０１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。
※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。

●投票の諸制度をご利用ください
▶点字投票：目が不自由な方は、「点字投票」をご利用く
ださい。各投票所には、点字器が備えてあります。
▶代理投票：身体が不自由などにより自分で候補者の氏
名を書くことができない方は、投票所の係員による「代
理投票」をご利用ください。（ただし、本人が投票所ま
でおいでいただくことが必要です）

●郵便などによる不在者投票
　歩行が困難な方のうち、次の要件に該当する方は、事
前に選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受
け、自宅で投票することができます。
①身体障害者手帳をお持ちで、次の表の障害名について、
その等級に該当する方

②介護保険の要介護者で要介護５の方
※なお、この郵便などによる不在者投票は事前に「郵便等
投票証明書」の交付申請が必要です。すでに、「郵便等
投票証明書」をお持ちの方の投票用紙の請求は、11月
11日（水）までになります。詳しくは、下記へお早めに
お問い合わせください。

●代理記載制度
　郵便等投票証明書の交付を受けている方で、次の要件
に該当する方は、代理記載により投票をしてもらうこ
とができます。
○利用できる方
・身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者
手帳に上肢または視覚の障害の程度が「１級」と記載さ
れている方

・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳
に上肢または視覚の障害の程度が「特別項症から第２
項症まで」と記載されている方

●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
用紙等の交付を請求し、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、選挙管理委員会
までお問い合わせください。

●「三ない運動」
　みんなで守ろう「三ない運動」
　贈らない！求めない！受け取らない！
　政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。ルー
ルを守って明るい選挙を実現しましょう。

問選挙管理委員会事務局　　　（９８）３７６７

　大田原市議会議員選挙は、11月 15日（日）に市内 40の投票所で午前７時から午後８時まで投票が行われます。

障害名 等級

両下肢・体幹機能・移動機能などの障害 １級
２級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸
などの機能障害

１級
３級

免疫・肝臓の障害
１級
２級
３級
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平成 26年度取組結果について
大田原市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）

問生活環境課　A １階　　（２３）８７０６

　現在、地球温暖化により、海面水位の上昇、異常気象の増加、農業生産への影響や感染症の発生数の増加など、私
たちの生活へ甚大な被害が及ぶ可能性が指摘されており、その防止対策が世界的に進められているところです。
　本市においても、「大田原市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）」を策定し、地球温暖化防止対策に率先して
取り組むこととしており、基準年度を平成 24 年度とし、平成 26 年度から平成 30 年度までの５年間を計画期間と
しています。平成 26 年度の取組結果については、以下のとおりです。

【二酸化炭素排出量の内訳】
　基準年度に比べ各使用量は減少していますが、火力発電量の大幅な増加に伴い、電力における排出係数が高くなり、
結果として全体の二酸化炭素排出量が増えています。

※ 1　平成 30 年度に達成を目標としている。　　※ 2　リサイクル率 ＝ 資源ごみの量 ÷ ごみ全体量
※ 3　「大田原市役所グリーン購入基本方針」で定める物品（環境への負荷ができるだけ少ないもの）などの購入割合
　　　グリーン購入率 ＝ 環境配慮物品調達額 ÷ 年間総調達額

項目 基準年度値 (a) 目標　※ 1 結果
増減率 目標値 H26 実績値 (b) 比較 (b/a）

二酸化炭素排出量 5,804t -8% 5,339t 6,062t 4.4 %
電力使用量 9,804,322kWh -7% 9,118,019kWh 9,388,288kWh -4.2 %

庁舎燃料使用量（原油換算値） 400,339L -8% 368,312L 384,350L -4.0 %
車両燃料使用量（原油換算値） 94,449L -9% 85,949L 88,435L -6.4 %

用紙使用量 14,760,055 枚 -20% 11,808,044 枚 15,567,600 枚 5.5 %
水道使用量 164,468㎥ 基準年度以下にする 164,468㎥ 155,286㎥ -5.6 %
廃棄物量 平成 27 年度中に目標値を定める 142,798kg

リサイクル率　※ 2 32% 基準年度以上にする 32% 22% -31.3 %
グリーン購入率　※ 3 100% 60%

区分 基準年度（平成 24 年度） 平成 26 年度実績
使用量 排出係数 CO2 排出量 使用量 排出係数 CO2 排出量

電力

東京電力㈱ 9,804,322 kWh 0.000464 t-CO2/kwh 4,549t 8,380,740 kWh 0.000530 t-CO2/kwh 4,442t
日本ロジテック

協同組合 - - - 923,085 kWh 0.000405 t-CO2/kwh 374t

リエスパワー㈱ - - - 84,463 kWh 0.000553 t-CO2/kwh 47t
計 9,804,322 kWh 4,549t 9,388,288 kWh 4,862t

庁舎
燃料

灯油 205,298 L 0.00249 t-CO2/L 511t 195,051 L 0.00249 t-CO2/L 486t
A 重油 66,250 L 0.00271 t-CO2/L 180t 64,798 L 0.00271 t-CO2/L 176t
LPG 106,145 Kg 0.003 t-CO2/kg 318t 102,466 Kg 0.003 t-CO2/L 307t

車両
燃料

ガソリン 88,883 L 0.00232 t-CO2/L 206t 84,739 L 0.00232 t-CO2/L 197t
軽油 15,530 L 0.00258 t-CO2/L 40t 13,150 L 0.00258 t-CO2/L 34t

合計 5,804t 6,062t

第13回大田原市文学サロン

　2002 年「第 18 回平和の日・那須のつどい」が大田原市
で開催されました。それから早 13 年、2003 年「大田原
市文学セミナー」から数えて第 13 回目。2015 年 第 13
回 大田原市文学サロンを今、豪華に開演します。
●第一部●講演
　「なぜ書くのか、何を書くのか～文筆生活を語る」出久

根 達郎
●第二部●座談会
　「文士と言われた作家たちの素顔とエピソードを語る」

植村 鞆音（直木三十五 甥）、菊池 夏樹（菊池寛 孫）、吉
川 英明（吉川英治 子）、高橋 千劔破（司会進行）

2015 年大田原市・日本ペンクラブ
共催 15 回記念、
日本ペンクラブ創立 80 周年記念

●司会…高橋　千劔破（ちはや）
●構成・演出…日本ペンクラブ企画事業委員会
●制作…日本ペンクラブ企画事業委員会
●主催…大田原市・日本ペンクラブ
●日時…10 月 24 日（土）　午後１時 30 分～４時（午後

０時 30 分開場、パイプオルガンオープニングコンサー
ト　午後１時～１時 30 分）

●場所…那須野が原ハーモニーホール　大ホール
●入場料…無料（混雑が予想されますので早めにお出か

けください。）
問文化振興課　　　　（９８）３７６８

出久根 達郎
植村 鞆音 菊池 夏樹

吉川 英明
高橋 千劔破
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