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二宮名産“落花生”の復活をめざして
復活の１歩は５００㎡から
（６月２日農業委員会主催種まき）

平成21年６月定例会
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◆議会で決まったこと
臨時会で期末手当の減額条例改正…………………… ２Ｐ
◆補正予算 緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金ほか…… ４Ｐ
◆議員提案で北朝鮮の核実験に抗議する決議………… ４Ｐ
◆一般質問に11人もの議員が登壇… ……………… ５～10Ｐ
◆この人紹介・湘南レッドの生みの親………………… 12Ｐ
９月定例会のお知らせ

９月４日（金）から開会の予定
本会議・委員会の傍聴できます−お気軽にどうぞ−

議会 議 員 の 議 員 報 酬

５月28日開催

関する条例

及び費用弁償に


▼専決処分の承認を求めることについて

専決処分とは？

平成

年度土地改良事業

20

（中里地内）
農道改良工事
請負契約

19

全会一致・賛成多数で可決
国民健康保険条例の

型自動車に対応できるか。
答 通行は小型か軽自動
車を想定しているが、構
造上 トン車にも対応で
きる。
問 この設計で大雨に対
応できるか。
答 雨量一時間 ミリを
想定した設計となってい
る。最終的に２・ ×２・
ｍのボックスにつなげ
ている。

10

税条例の一部を

21

緑が丘工業団地から桜
国会等で、３月末に地 美園までの農道を、全体
方税法や政令の改正が行 計画１０１５ｍのうち、
われ、４月１日から実施 ３００ｍの長さを現状の
する場合など、町長が議 幅１・８ｍを４・５ｍに
会の議決なしに施行（処 拡幅整備する。
分）できる。ただし、処
すでに 、 年で４７
分後、最初の議会で承認 ６ｍ施工している。入札
を求めなければならない。 は７社が入札書を提出、
㈲横坂建設が５千５３３
万５千円（税込）で落札。
問 路盤の層の厚さは大

改正する条例

25

一部を改正する条例



関する条例の一部を

特別職の職員の給与に

地方税法の一部を改正
する法律が施行された。
保険税は医療分・支援金
分・介護分から構成され
ているが、介護分の上限
が９万円から 万円に
なったことにより、町の
条例改正が必要になった。
対 の賛成多数で可
決された。
2

改正する条例
地方税法の一部を改正
する法律が施行された。
用途変更宅地等及び類似
用途変更宅地等に対して
課する固定資産税の経過
措置について、平成 年
度以降も継続し適用でき
ることとなったので、条
例改正が必要になった。
全会一致で可決された。

職員の給与に関する条例

10

６月に支給される期末
手当の支給率を「１００
分の２１５」から「１０
０分の１９５」に改めら
れた。
全会一致で可決された。

47

25

中里農道で利便向上する

受益農家は41戸

臨時会

期末手当の支給額が変
更となり、支給率は
「 １ ０ ０ 分 の ２ ３ ０」 か
ら「１００分の２１０」
に改められた。
一般的な賞与で、社会
情勢に合わせて減額する。
全会一致で可決された。

11

（２）
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国家公務員に対し行わ
れた人事院の特別措置に
準じ町職員の期末勤勉手
当の支給割合を改正する。
対１の賛成多数で可
決された。
12

第１回

新学校給食センターの完成イメージ

22

80

都市計画道路
３・５・５

条例の一部を改正する条例

体育施設の設置、管理等
に関する条例の一部を
改正する条例
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分」に改正するもの。
「役場開設時間は？」
「変わらない」
「職員の健康管理に問
題ないか」
「特に問題はない」
などの質疑があり、全会
一致で可決された。

緑が丘及びラディアン
のテニスコートの利用時
間は、年間を通じて午前
９時から午後４時だが、
夏期の日照時間を考慮
し、５月１日より９月
日までの期間は、午前９
時から午後５時までとす
る利用時間の変更に伴う
条例改正。
全会一致で可決された。

30

▃ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

45

関連事業に伴う

20

▃ 職員育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

40

土地交換について

いずれも、平成 年の
人事院勧告において、国
の一般職員の勤務時間、
休暇等に関する法律の一
部改正に準じたもので、
主な改正点は、職員の勤
務時間を「週 時間」を
「週 時間」に、
「１日８
時間」を「１日７時間

緑が丘とラディアン横のテニスコート
夏期の利用時間を延長

の理由は調査していない。
問 最低制限価格 ％は
なぜか。
答 町では施工管理に対
し技術者がいないのでそ
のあたりが妥当と判断し
ている。
問 設計変更があった場
合誰が負担するのか。
答 不測の事態で変更す
る場合、軽微な変更は業
者側の責任となる。
都市計画道路の関連事
業に伴い左記の土地を交
換する。
対象の町財産は二宮字
勝負前９３５番５にあ
り、面積は２０３・２５
㎡で評価金額は２千９２
６万８千円。対象私有財
産は二宮字上川窪７８９
番１２にあり、面積は１
２３・３３㎡で評価金額
は、１千５９６万７２１
０円。減額後の交換差金
は１千３３０万７９０円
で相手方から支払われる。
問 取得した土地の活用
はどうなるのか。
答 当面は更地にしてお
く。
問 ３・５・５が広がる
わけでなく、町にメリッ
トがない。
答 将来的には県道への
アクセスに活用したい。

38

（仮称）
二宮町新学校給食センター
建設工事請負契約
入札は 社の申込みが
あったが最終的には 社
の入札があり、匠建設㈱
が７億８９６万円
（税込）
で落札。
問 建物の会社と調理器
具の会社と分離発注をな
ぜしないのか。
答 検討したが、価格が
違わない。
問 ８社が辞退した理由
はなにか。
答 電子入札なので辞退
30

議員提出議案

予算総額に歳入・歳出
それぞれに２千１６５万
８千円を追加。主なもの
は県支出金で妊婦検診、
住宅用太陽光発電、緊急
雇用創出臨時特例基金補
助金など。
主な質疑は次の通り
問 衆議院議員総選挙・
最高裁判所裁判官国民審
査経費はなぜ当初予算に

組まないのか。
答 平成 年度内に解散
が予想されたため。
問 妊婦健康診査の増額
の理由は。
答 当初予算は、 回×
１６０名を予定したが、
国の補助金がついたた
め、２１０名とした。
問 住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助金申請の
14

妊婦検診は7千円×1回、3千円×13回の
計４万６千円の補助額

朝鮮民主主義人民共和国
（北朝鮮）
の核実験に抗議する決議
今回、北朝鮮が行ったミ
サイルの発射や核実験は、
世界平和に対して脅威であ
り、断じて容認できない。
世界で唯一の被爆国であ
り、戦争を放棄した我が国
は全世界に向って核兵器の
廃絶を訴えてきた。わが二
宮町は
「ガラスのうさぎ像」
を平和のシンボルとし、そ
の精神のもと世界平和と人
類の幸福を願い昭和 年に
平和都市宣言を行っている。
よって二宮町議会は、北
朝鮮に対して断固たる措置
をとるとともに、
拉致問題、
核、ミサイルなどの諸懸案
を解決すべく、外交努力を
倍加することを政府に要請
する決議が提案され、 対
１の、賛成多数で採択され
た。

見通しは。
答 当初は５件を予算化
したが、申請が多く、県・
町からの補助金が適用さ
れるので 件分を増額し
た。
問 駅北口自転車駐輪場
拡張工事は補修工事とな
ぜ一緒にやらないのか。

答 この工事は、勝負前
の無料駐輪場の閉鎖を受
けて拡張するものだが、
駐輪場補修工事はこれか
ら設計し入札するので、
時期的に間に合わないた
め。
採決の結果、全会一致
で可決された。

会一致で同意した。
田辺氏は、同委員を３
期目の選任。二宮在住で
歳。任期は３年。

固定資産評価審査委員会
委員に田辺邦良氏が再任

駅北口自転車駐輪場は東側に
25台〜30台置けるスペースを増築

補
予 正
算
20

（４）
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固定資産評価審査委員
会委員に田辺邦良氏を選
任するため、議会の同意
を求めるもの。議会は全

60

57

12

良光議員

二宮ブランドの実現性は
町民の認知が必要だが？
井上

7

は児童数が減少しても管
理運営費は増加していく
ことが予想される。柔軟
に対応できる民営も視野
に入れて検討すべきだと
思うが、町の方針は。

減少する児童数に対応

町長 町の施設の中で大
きな予算を必要とするも
のは給食センター・温水
プール・吾妻山公園とあ
りそれぞれに 千万円か
ら 億円近い税金で賄わ
れている。今後もこれま
で通り負担できるかと言
うことが目下のテーマだ。
給食センターについては
経費の削減が先行し内容
に影響するようでは困る。
完成するまでに 年半あ
り、その間に明確な結論
を出さなければならない。

4

1

教育長 全体管理費は大
井町の例を参考に試算す
ると人件費・光熱水費は
増加する。だからと言っ
て単純に人員を削減した
り、設備を学校給食以外
に使用して行く事が学校
給食の目的としてはどう
かと考える。十分な検討・
協議をして決定していく。

経費節減と内容の充実

1

メージとともにインター
ネットにより全国へ発信
したい。今後は二宮ブラ
ンド推進協議会を充実さ
せ、
民間に移行していく。
井上 二宮ブランドの名
称を商標登録するには出
願資格が必要だが
経済課長 事業協同組合
の設立も視野に入れ、必
要な時点で申請を取る。

22

で民間に移譲していくか。 東京ビッグサイトで開催
されるが、それにも出展
す る。 併 せ て 二 宮 の イ

原 平成 年度以来検討
を続けてきた新給食セン
ターの建設工事は 年
月の完成を予定し着手し
たが、完成後の運営をど
のような方法で行うの
か、これまでのような直
営で行うのか、民営とす
るのか、又は一部委託の
ような方法を選択するの
か、現在２千３３１名の
児童数は今後も減少して
いくことが推測され、こ
れまで通りの運営方法で

18

本年度に試作品を選定

冨士德議員
原

ふるさとまつりで試食

町長 今年が勝負の年だ
と認識している。最終的
には期限はなく今後、継
続的にすすめていく。
都市経済部長 ブランド
の開発事業はイメージ
アップ部会、観光交流部
会、ものづくり部会の３
部会で取り組んでいく。
特にものづくり部会はミ
カン、シイタケ、タマネ
ギ、落花生の農産物を利
用した加工品や、農産物
と水産物を加工品とした
健康増進弁当の開発を町
内の色々な事業所に参画
して頂き試作品の開発を
進める。町のふるさとま
つりなどで展示・試食を
行い、モニターテストを
実施したり、全国各地の
特産品を展示する催しが

給食センター完成後の管理方法は
直営か民営か町の選択を問う
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井上 町長の選挙公約で
ある二宮ブランドの創造
であるが、現在三つのグ
ループにわけて検討され
ているようだが選定はい
つ頃でき、町民の認知の
方法や全国への発信はど
う行い、行政はどの時点
6月10・11日の本会議では、
傍聴者が見守る中、11名の議
員が町民の身近な問題12件を
行政側に質問した。
ここでは各人の質問要旨を
掲載する。この記事は本人の
原稿提出に基づいて掲載した
もの。

Co2削減に公共施設で
自然エネルギーの活用を

神保 近年、地球温暖化
による自然災害が多発す
る中、二宮町は２００２
年に二宮町環境基本計画
を策定、翌年に実践行動
計画を作成した。その中
には「公共施設に対しで
きるだけ電気、ガス、ガ
ソリンの使用を減らし、

新エネルギーの活用を勧 置をするつもりはない。
める、
と位置付けている。 教育長 費用対効果の面
しかし現在、町の中で活 からメリットがない。
用しているのは、ＩＴふ 神保 大井町の給食セン
れあい館と防災備蓄倉庫 ターをモデルにして設計
８ヶ所の照明、ラディア されたようだが、大井町
ン屋外の外灯３本のみで は１年稼動した中で電気
ある。今後新学校給食セ 料金が４倍になった。
オー
ンターが建設されるが、 ル電化設備を導入しなが
オール電化設備でありな ら太陽光パネルを設置し
がら太陽光パネルの設置 ないのは、ますます環境
は予定されていない。町 に負荷をかけることにな
の環境対策をどのように る。原発問題も解決して
お考えか。
いない中で、これ以上原
子力発電所を作ることは
新学校給食センター は
子どもたちの未来に負の
遺産を残すことにつなが
太陽光パネル設置な し
る。壊した環境を取り戻
すためにも町は率先して
取り組むべきと考える。
町長 国の補助金がない
ところでは町単独での設

の判断基準は。
教育次長 町内・近隣地
域で、感染者と児童生徒
の接触が限られる場合、
該当校のみ、それ以外は
中学校区単位で休校、期
間は原則 日間。休校解
除の判断は、 日経過後
に、学校医・県教委等指
導のもと、学校・教育委
員会と協議で決定。
二見 修学旅行の見学
地、京都（下京区・中京
区）の小中学校が、感染
者発生のため 日から休
校しているが、危険を冒
してまで決行することは
なかったと思うが。

泰弘議員

新型インフルエンザが発生、
町の行動計画と対策は

二見

二見 本年 月定例会の 意識をもち、町長を本部
一般質問で、新型インフ 長とし対策本部を設け取
ルエンザの危機を感じ、 り組んだ。
町の考えや対策を質問し、 町民生活部長 県の新型
町行動計画を 年度中に インフルエンザ対策行動
作成する回答があった。 計画標準例をもとに対応
今どこまで進んでいるか。 した。また中郡医師会の
医師と今後の行動計画に
対策本部を設置した
ついて説明をし、連携を
図ることを確認した。
二見 学校の休校や解除
町長 町もこの新型イン
フルエンザに非常な危機

新型インフルエンザかな？と思ったら
平塚保健所へ電話を

7

教育長 二宮西中で修学
旅行の 日目に、見学地
の京都で感染者が発生し
たため、当日の自由行動
は取りやめ、
バスで感染地
を避けて見学した。旅行
後の発熱等の情報はない。

慎重に検討して実施

22

3

21

順子議員
神保

（６）
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2

一般質問

宏議員

仕事は両立できるか」の
中で介護離職者 万 千
百人。介護が貧困を生
む時代であると報道。二
宮でも同じような状況の
世帯があるのではないか。
行政が光をあてることは
できないのか。

8

町長 知人にも突然母親
が認知症になり、共働き
の夫婦で仕事との両立が
困難になった人がいる。
町としてどんなサポート
が可能か、以前打ち切っ
た同居奨励金的な施策が
必要と思う。
鳥海 町長答弁の同居奨
励金の復活を強く望む。

同居奨励金復活したい

4

池田
タ―制度により、２名の 回実施。年間通して行う
方が遊休農地を活用中だ。 と、作付け種類、生産量
ＪＡの直売所は 箇所 の問題、不足時にどう対
で開設し、 軒の農家が 応するかなどの対策が必
参加。今後は、直売所の 要だ。
充実を図る必要がある
経済課長 ＪＡ湘南管内
に「湘南地域担い手育成
必要農産物の生産が 鍵
総合支援協議会」が設置
された。この協議会を通
し１市２町が連携して農
業の支援対策に取り組む。
他、
鳥獣被害の質問あり。

新認定は希望にそって

高齢障がい課長 介護度
が上った 名、下がった
名、 名を従前に直した。
鳥海 ＮＨＫ「クローズ
アップ現代」で「介護と

介護保険施設の
小規模多機能もとまちの家

14

2

教育次長 地産地消の学
校給食の実現は、商工会
の協力を得て現在、タマ
ネギとミカンを年に計４

が下がり、サービスが受
けられず全国から批判が
ある。厚労省は要介護度
が変わった人が希望すれ
ば従前の介護度継続がで
きる措置を通達。町は通
知を受けどう対処したか。
健康福祉部長 町の要介
護認定者は、昨年 月末
で 千 人高齢者 ・４％。
認知症の早期発見・治療
は医療機関と連携を図っ
ていく。

9

13

遊休農地を活用し
町の活性化を急げ

池田 ①二宮町に於ける
遊休農地の実態、②就農
者の受入れ、③地産地消
の直売所、④食の安全・
安心、地産地消の学校給
食の実現等について問う。
町長 町の農業は衰退の
一途だ。農家等の協力と
遊休農地を活用して落花
生を再興したい。直売所
は農協駅前支店と二宮町
支所にあるが、規模・品
揃えで民間に負けてい
る。小さな直売所であっ
ても、ある程度の内装と
か展示の仕方など検討が
必要だ。

25

31

恭子議員
鳥海
70

鳥海 ３年毎の見直しで
第４期計画が示され、介
護サービス利用は在宅
％、施設 ％。町の実態
調査では介護者が困って
いるが１位「心身の負担
が大きい」 ・ ％、
又認知
症予防知識など求めてる。
新介護認定により介護度

22
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72

26

26
ha
25

1

4

遊休 農 地 は ・

20

介護保険第4期高齢者
介護保険計画の充実を

50
5

22

都市経済部長 これは平
成 年の農業委員会の調
査結果だ。農振興地と農
用地区域内の集計で ％
に当たる。活用は落花生
等を奨励作物として、町
の活性化を図りたい。
就農者は県農業サポ―

一般質問

学校のエコ改修と情報通信
技術の環境整備を問う

三橋 国が示すスクー
ル・ニューディール構想
（学校に必要な環境整備
を集中的に行い経済効果
を生み出す政策）に対す
る町の取り組みを伺う。
エコ改修となる太陽光発
電取り付けと、校庭の芝
生化はどう進めるのか。

二宮小で芝生化の検 討

教育長 校庭の芝生化は
ＰＴＡの要望がある二宮
小学校内で、スポーツ振
興くじ助成金の活用等で
検討している。太陽光発
電の設置は校舎構造の安
全性から課題が多いが、
二宮小のリフレッシュ工
事の際、
検討していきたい。
三橋 太陽光発電を取り
付けることで、
児童・生徒
への環境教育につながる
効果もある。
芝生化ではコ
ストが安くて環境にも安
全な
「鳥取方式」
が注目を
浴びている。
町としてもぜ
ひ研究していただきたい。
外国語教育等に効果を

現在の二宮小学校グランドは
雨が降ると大きな水たまりが

町長 次年度予算編成に
合わせ各地域の地区長か
ら要望を受けている。今
年も各地域の「町長との

カメラ設置考える

防犯灯・カーブミラー・

うな働きかけをしている
か。また、公共施設の防
犯上の管理にカメラの設
置など考えているか。

松木

ふれあいトーク」でも要
望がある。電話も含めて
出来るものは、即対応し
実施している。予算化す
るものは担当課に依頼し
ている。公共施設である
川勾神社広場のトイレ、
梅沢海岸のトイレが荒ら
されたのでカメラ設置を
考えている。地区長連絡
会議の席上地域でやれる
ことなど防犯意識高揚の
面からも各家庭の門灯の
点灯の呼びかけもしたい。
町民生活部長 地区要望
は重く受け止めている。
要望の多いのは、
防犯灯、
カーブミラー等の設置、
そして道路改修が多くを
占めている。児童館の修
繕、小中学校等各課にわ
たる要望も出されてい
る。日常生活に密着した
要望が多い。出来ないも
のは文書で回答している。

義明議員

次年度予算編成に地域要望を
どう取り組むのか

松木 毎年次年度の予算
編成にあたり、
海岸地域、
山並地域を含め各地域の
地区長から要望事項が提
出される。どのような項
目が多いのか。即実現で
きるもの、予算に組まな
発揮する電子黒板などの いと出来ないもの、項目
ごとに区分して担当課と
普及はどう考えるか。
調整されると考えるが、
地デジ化は学校と連携
自助・互助・公助の三原
教育長 デジタルテレビ 則も考えられる、どのよ
や電子黒板などＩＣＴ
（情報通信技術）
の整備は
各 学 校 と 連 携 を と り、そ
の必要性と機器の取り入
れがどこまで可能か検討
している。
三橋 今回のＩＣＴ整備
には、国の補助金や交付
金が使えるので積極的に
取り組んでいただきたい。
同時に最新技術を有効に
使いこなせるように、教
育現場への情報提供も十
分に行っていただくよう
要望する。

夜道も安心、お宅の門灯の明かりに感謝

智子議員
三橋

（８）
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一般質問

根岸
しく激動の時期だ。連絡
会議とパンフレット作成
には研究を進めたい。必
要性は理解する。
根岸 連絡会による情報
共有が施策に反映できる
仕組み作りを。また窓口
相談をためらう方がいな
いよう積極的な町からの
サービス情報提供を形に
してほしい。

ゆき子議員

ス提供や事業を行う。パ
ンフレットは ページに
及ぶ冊子からサービスや
制度提供について説明を
している。窓口における
意志疎通が大切だ。

研究を進めたい
高齢障がい課長 介護保
険制度に比べサービスも
複雑で法改正も目まぐる

国の交付金は少子高齢化対策に
駅南北にエレベーターを！

城所 国の補正予算とし
て
「地域活性化・経済危機
対策臨時交付金」（以下交
付金）が町に１億１千７
百万円が交付されるが、
活用方法を検討している
のか。少子高齢化対策な
ど、住民本位の事業が望
まれるが、町の見解は。

学童保育の拡張や公
園遊具の整備等検討

町長 国の制約もあるが
各課からの要望をまとめ
ている。例えば、公園遊
具の整備、南北駅自由通
路へのエレベーター設置
への具体化、山西小の学
童保育教室の拡張など、
精査しながら進めていく。
城所 山西の学童保育は
人に増加しており、交
付金での対応を求めた
い。今問題になっている
母子加算をこの交付金で
復活できないか。
町長 福祉関係も検討し
ているが、継続性の事業
59

80

努議員
城所

障がいを持つ方にとって
使いやすい福祉の提供を

根岸 第２期障害福祉計
画を作成中だが、現在の
障害者福祉計画とは今後
具体的にどう整合性を
持って進められるのか。
当事者が窓口へ相談に行
きやすいように、
障がい者
施策についてわかりやす
いパンフレットの作成が
必要だ。
町の考えを問う。
支援者側の立場でいる
人々は自立支援協議会メ
ンバー以外にもいるため
その連絡会を設けては。
相談窓口は役場１階です
必要により個室対応もしています

10

07

自由通路にエレベーター設置を‼

は難しいと思う。
城所 町長は 年９月議
会で私の総括質疑に「駅
自由通路へのエレベータ
―設置は 年度を完成目
途にすすめる」と前向き
な答弁をしたが、それに
伴う予算化がされなかっ
た。高齢者や障がい者か
ら要望の強い事業だが、
改めて町長の見解を求め
る。
町長 補正予算で基本設
計などの準備を進める。
都市経済部長 ＪＲと設
置場所、施工を町とＪＲ
どちらにするかなど協議
し、具体化に向けて積極
的に取り組む。

平成21年（2009年）７月24日発行
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知恵を絞り対策考える

町長 障がいを持つ方々
と家族が高齢化している
問題を切実に感じる。行
政で支えるのは大きな
テーマで、考えを新たに
して対策を打つのは大切。
健康福祉部長 障害者福
祉計画の目指す「共に生
きる社会」を進めるため
第２期障害福祉計画にお
いてデータを元にサービ

一般質問

ケートによると町民は、
町からの情報提供につい
て約 ％が満足している
が、まちづくりへの町民
意見の反映についての満
足度は ・ ％だ。
「私が
主役の協働のまち」宣言
事業や（仮称）まちづく
り協議会の設立、ボラン
ティア表彰制度の創設等
計画が実行されていない。
職員の意識を改革す る

政策担当参事 時代の速
い流れや、状況に応じ仕
組みを見直し検証が必要。
真の協働のために町職
員の意識の改革、また町
民の方々の意識の高揚を
図り、
プランに取り組む。

表彰は現在葛川に特化
して感謝状を出している。
町民課長 表彰は、なぜ
自分の団体が認められな
いかという不満が起こら
ないように基準が必要。
小笠原 協働まちづくり
補助金は評価するが、そ
の他の補助金の公平性な
ど細かい精査が必要だ。

適正な補助金制度に

30

平成 年度の義務教育費
国庫負担制度の堅持を求
める陳情

②学級編成の標準を 人
とする、教職員定数改善
計画の策定。

★中地区教職員組合より提出された陳情は
教育福祉常任委員会、本会議とも全会一
致で採択され、国へ意見書を提出した。

豊かな教育を実現するた
め、平成 年度の教育予
算増額を求める陳情

個に応じた教育を実現す
るための学級規模の縮
小・弾力化、 人以下学
級実現を求める陳情

未来を担う子どもたち
の豊かな教育のため、教
育予算の拡充と教育諸条
件の整備、就学援助、奨
学金制度などの抜本的な
拡充など、教育予算増額
を求めるもの。

22

教育への様々なニーズ
に対し、すべての子ども
達の支援・指導の充実を
図るための陳情
①学級編成基準の段階的
な見直しを含めた、教育
環境の抜本的改善

国の義務教育費国庫負
担割合が３分の１に縮小
された。
教育水準の確保や地方
財政への圧迫をなくすた
めのもの。
①平成 年度も教育の機
会均等・水準維持・無償
制度の維持のため義務教
育費国庫負担制度を堅持
する。
②義務教育費国庫負担制
度の、国庫負担率を２分
の１に復元する。

22

22

協働まちづくり補助金のプレゼンテーション
熱心に質問する委員に答える申請団体

町長 もっと正確で精密
な判断を下す補助金制度
を作り上げる。徐々にそ
の方向に変えていく。
小笠原 各審議会や委員
会に公募を ％入れると
いう目標は忘れないで欲
しい。

30

50

20
6

陶子議員
小笠原

（10）
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長期プランにある協働の
まちづくりの計画実施を

小笠原 今年度はにのみ
や総合長期プラン後期計
画の見直しの年だ。
進行管理は行政評価と
して二宮町まちづくり評
価委員によるチェックが
ある。昨年度はアンケー
ト調査をして、町民４０
０人の回答を得た。アン

30

一般質問

平成 年度への繰越金は
４億９４３８万８千円

8,808,705

1,754,618,802

51,508,602

下水道事業特別会計

1,263,923,963

1,252,127,750

11,796,213

14,558,963,128

14,064,575,085

494,388,043

（単位：円）

平成２１年度への繰越金は４億９千４３８万８千円

7,524,903,343

7,197,653,471

327,249,872

国民健康保険特別会計

3,178,405,939

3,099,098,201

79,307,738

老人保健医療特別会計

287,952,605

272,235,692

15,716,913

１３１号７ページ
予算に対する討論
池田宏議員本文 行目

誤 地域環境に配慮した新
ゴミ積替施設整備事業に
も着手する。

正 新ゴミ積替施設整備事
業 に も 着 手 す る。 近 隣 住
民への配慮を望む。

計

を行っているが、法制化
の必要がある」などの意
見があり、全会一致で採
択し、意見書を国に提出
した。

488,841,169

1,806,127,404

合

「肝炎対策のための基本法の制定を
求める意見書」
の採択を求める陳情
て、医療費の助成を始め
たが法律の裏づけがない
ので、肝炎対策に係る基
本法の制定を国に求める
意見書の提出を求めるも
の。
「国で財政的な措置

町土地開発公社の
事業報告と決算報告

一般会計

18

提出者は神奈川県肝臓
病患者会協議会等４団体
内容は、わが国は多く
の肝炎患者が苦しんでお
り、
国では平成 年度
「新
しい肝炎総合対策」とし

21

５月末の出納閉鎖に伴い、平成
年度からの繰越金は総額４億９４３
８万８千円で、前年度より１２９５
万７千円
（２・６％）
の減額になった。
なお、繰越金を見込んで、 年度
当初予算に次の金額が計上されてい
る。
一般会計２億２千万円、国保特別
会計３５００万円、老人医療特別会
計２０３万円、後期高齢者医療特別
会計１００万円、介護保険特別会計
１００万円、下水道特別会計２００
０万円。
詳細は９月議会で審議される予定。

20

訂正のお知らせ

497,649,874

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

２１年度への繰越額

出

支

入

収

称

名

計

神奈川県最低賃金

暑中お見舞い申し上げます
暑さは
これからが本格的
くれぐれもお体を大切に

72

等についての陳情

提出者は連合神奈川
西湘地域連合
内 容 は、
「同一価値労
働、同一賃金」の観点に
立ち、一般労働者の賃金
水準への改定、及び最低
賃金以下の労働者をなく
すこと。生活保護を下回
らない「生活できる最低
賃金」となるよう適切な
対応をすることなどを国
に求めるもの。全会一致
で採択し、意見書を国に
提出した。

年度の主な事業とし
ては、先行取得した公共
用地は（仮称）多目的広
場取得用地で面積５万５
６２・ ㎡を 億円で購
入、二宮町に売却した土
地 は、
（仮称）新学校給
食センター用地として、
面積１千７００・ ㎡の
土地を１億４０５５万４
１９９円で売却した。
その他、財産目録や貸
借対照表の報告がされた。
20

会

21

52
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肝炎ウイルスの無料検査など、国は
2008年度から７ヵ年の総合対策を実施
二宮町議会一同

20

20

現在サラダ材料など
で多く食されている赤
いタマネギ「湘南レッ
ド」は、板木氏が、国
内外多くの品種の中か
ら選抜し改良の結果、
昭和 年に、わが国初
めての生食専用品種と
して二宮にあった県園
芸試験場で誕生した。
「湘南レッド」は辛
味や刺激臭が少なく、
甘味、水分が多く食感
も良く、色どりも鮮や
かで、健康効果の高い
と言われるアントシア
ニンを多く含むことな
どが評価されて誕生以
来 年、根強い人気を
保ち続けている。
二宮・大磯・橘の一
帯は、関東圏では稀に
36

48

員

城所

松木

神保

良光

努

義明

順子

冨士德

小笠原陶子

員

井上

原

委

員

委 員 長

委

員

副委員長

委

中郡二宮町二宮961

〒259-0196

編集室だより

６月議会が閉会し、この
号が皆さまのお手もとに届
く頃には 年ぶりの皆既日
食 を 見 る こ と が で き、 夏
真っ盛りかと存じます。
今議会中は、北朝鮮問題
への連携を強化するため、
日豪防衛・外交担当閣僚に
よる安全保障協議委員会が
開かれました。
二宮町議会に於いても
「北朝鮮の核実験に抗議す
る決議」が提案され、賛成
多数で採択されました。
また、今議会で 名の議
員が一般質問し、活発な質
疑が交わされました。今後
も町民の生活をよりよいも
のとするため町へ働きかけ
ていきます。
９月議会は４日より開会
する予定です。ぜひ傍聴に
おでかけ下さい。

11

議会だより編集委員会

46

委

gikai@town.ninomiya.kanagawa.jp

メールアドレス

FAX 0463-72-6691

TEL 0463-71-3311

板木利隆さん（80歳）
（山西342）

栽培され、
収穫の終わる
７月末までに約 ㌧の
出荷が見込まれている。
赤タマネギの人気上
昇で、現在では多数の
類似品も出回るように
なってきたが、品質で
は他の追随を全く許さ
な い「 湘 南 レ ッ ド 」
、
いつまでも大事にした
い二宮ブランドです。
湘南レッド誕生時のポスター

印刷／神奈川新聞社

編集／議会だより編集委員会

発行／神奈川県二宮町議会

県農業総合研究所長を経
て、現在も技術士事務所の
所長として施設園芸・種苗
生産のコンサルタントとし
て活躍中です。
30

湘南レッドの生みの親
見るタマネギ生産に好適
な地質であることから、
他に先駆けて黄色の切り
タマネギや吊るしタマネ
ギ、葉タマネギが特産物
として京浜市場を賑わせ
ていたが、
その風土が
「湘
南レッド」を生み出すも
とになったともいえよう。
今年もＪＡ湘南大磯支
所管内では 戸の農家で
17

料理講習に最適な
一色防災コミュニティーセンター
そば作りに初挑戦、一色オレンジ会の皆さん

飯盛山
（会津若松市）の動く歩道
吾妻山公園に導入可能性調査のため
議員有志・町長・職員6月15日視察

