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おじいちゃん おばあちゃん ガンバッタよ！

（二宮愛児園の園児・敬老のつどいより）

平成21年９月定例会
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◆決算に対する総括質疑に４議員………………… ２～４Ｐ
◆５億９千万円の大型補正予算………………………… ８Ｐ
◆一般質問で５議員が町政をただす……………… ９～１１Ｐ
◆２０年度の予算審査意見を追跡…………………………… 12Ｐ
◆この人紹介……………………………………………… 14Ｐ
12月定例会のお知らせ

12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−

総括質疑

決算から町の政策を問う
４名の議員が登壇

総括質疑
根岸 ふれあいトークな
どで意見交換の場が増え
てきているものの、総合
長期プランの「私が主役
の協働まちづくり」に示
されているパブリックコ
メント制度の充実が必要
と考えるがどうか。
ラディアン裏の土地活
用について、
法務局小田原
支局の移転用地として貸
出すが、町長が何をもっ
て決定を下したのかとい
う説明が町民にされてい
ないと感じるがその決定
理由を問う。
財政計画の
年間の見通しが示された
が、施設改修費の確保の
仕方も含めて町民にわか
りやすく公開してほしい。

10

根岸

ゆき子議員

まちづくりにも良い材料
だと思った。財政計画は
検証して広く開示する形
態に整えたい。また施設
の老朽化対策は急務であ
り税外収入も必要。
ラディ
アンなどの使用料は現在
の使われ方を参考にして
広い視野から見直しの検
討が必要と考える。

根岸 法務局に特化され
ず駅前計画のビジョンを
示したうえでの説明をし
て、住民合意を高めてほ
しい。町長発信の情報公
開は総合長期プランとい
う骨格と首長の独自策と、
緊急施策を整理したうえ
での発信を要望する。

園試跡地の活用や 年
財政計画で活気ある町に！

一方、使用料の徴収に
より町民活動の低下も懸
念されるため見直しを計
るべきだが如何か。
法務局は町活性に必要
財政計画を見易く公開

町長 今年は子育てふれ
あいトークにも発展して
非常に有益な提案もいた
だいているところ。パブ
コメ制度は利用の仕方に
よってはマイナスになる。
情報発信を沢山増やして
いきたい。法務局につい
ては、国の施設があるこ
とが存在感を示せ、町と
して大切と感じている。
北口商店街に影響を与え、

ラディアン裏のふれあい広場に
法務局が来る

（２）
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18

10

出があると基金で対応す 斎場の利用は 年度 件
るのでその見極めが難し が、 年度は 件と半減
い。個人負担を少なくす し、
町の支出も減少した。
ることは賛成だが、新政
一部の住民だけに自己
府も後期高齢者医療の廃 負担を強いることは、行
止 を 打 ち 出 し て い る の 政が格差と差別を強いて
で、その方向も見ながら いることになる。人生最
対応したい。
後の福祉施策として５万
城所 基金を活用しての 円の限度額撤廃を求める。
引下げを強く求める。
町長 撤廃すると平塚斎
次の質問だが、町長に 場 で の 利 用 が 懸 念 さ れ
就任した平成 年度から る。利用料の引き下げを
火葬料５万円の限度額を 平塚市長と交渉するので
導入し、平塚市の斎場を 少し待って欲しい。
利用すると４万５千円の （ 他 に、 町 遊 休 地 の 売 却
住民負担が生じるように 状況を質問）
また、 歳から 歳まで なった。その結果、平塚
の人に介護納付金約２万
６千円が課せられる。
この結果、滞納世帯は
前年度より２倍の６４５
世帯（ ．６％）に及び、
未納額も 年度だけで８
千万円に達する。
現在、国保会計には１
億４千万円の基金があ
る。この内、５千５百万
円程度を活用すれば、１
世帯１万円の引下げは可
能だ。
負担軽減には賛成だ が
高額医療費の対応必 要

長期プラン最終期は努力目
標だけではなく実施計画を

原 現在進行中の長期プ
ランは来年度から最終期
３年となる、７年間実行
して来て、廃止・変更・
新規に加えるものが在る
と思うが対象となる事業
は在るのか。長期計画は
年毎に更新されている

が計画当初より解決され
ていない問題もある。
農業問題ではこれまで
農道整備を始め多くの予
算を投入してきたが現状
では投資効果を確認する
には至っていない。今後
はどのような農業政策を
持って行くのか。
町長 二宮の農業を発展
させるためには農業の担

い手を確保することが必
要だ。認定農業者制度を
導入し現在 名の方が認
定され一定の農業収入を
目指し５年後の農業経営
目標を立て、二宮ブラン
ドに取上げる特産物を中
心に栽培面積の拡大を考
える。
原 議会放映に関し本年
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74

町長 高額な医療費の支

17

冨士德議員
原
10

40

11

20

96

引き下げて…

高い国保税

基金活用し国保税軽減せよ
火葬料の住民負担撤廃を！
20

努議員
城所
城所 国保税が高くなり
滞納世帯が増えている。
その要因は、 年度から
導入された後期高齢者支
援分が上乗せされ、１世
帯あたり約 万円に、１
人あたりでも 万２千円
を超える負担になった。

総括質疑

19

20

53 18

「ＴＶ放映したい」と町長の答弁があった

50

74

井上

良光議員

きるような体制づくりを
する。
井上 町の農地は丘陵地
がほとんどで、その作業
には大変苦労している。
農業振興をどのように進
めていくのか、
また今後、
農道整備を推進していく

建設に伴う専門職の配置を
今後どう進める農業施策

の採用や部署などの設置
を考えているか。
専門職の配置を考える

町長 落札できなかった
理由はわからない。原材
料も急上昇したが、建設
材料費を正確に積算でき
なかった。今後は広域行
政による専門職の派遣な
どを視野に入れ、専門知
識を持った人材の確保を
考える。
来年度には公共施設を
相対的に管理する部署を
設置し、その中に技術系
職員を配置して、設計か
ら契約、検査まで管理で

考えはあるのか。

関係機関で施策の検討

町長 農業の抱える問題
点を生産者と農業関係団
体や県・町の行政間で懇
話会的な機関を作り、そ
の中で農業施策の検討、
充実をはかり、農業の再
生を目指したい。農道整
備については、国、県の
補助を活用し、今後も検
討 を 進 め る。
（他に財政
問題・健康づくり・駅周
辺の整備について質問）

（４）
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塾通いは本人の選択 で

20

43

教育長 多くの児童が塾
に通うことについては全
国的な傾向と思う。

19

井上 一色防災コミュニ
ティーセンターの建設工
事に当って、３回の入札
を行っても落札業者が決
まらず、平成 年度で設
計変更し一般競争入札で
ようやく業者が決まった。
平成 年度は原材料が
高騰したのは推測できる
が、それだけなのか。他
に要因はないか。この入
札不調をどう検証し、ど
のように生かしていくの
か。町でも内容を精査、
検討していると思うが建
設に伴う設計や積算、工
事、監督などを行う技術
者が必要と思う。専門職

明るく使いやすい一色コミュニティーセンター

１月に議長名で議会の総 原 現在の小・中学生の
意として要望書を町長に 学習塾に通う生徒は小学
提出したが、
町の考えは。 ６年生では約 ％、中学
校３年生では約 ％の児
放映は補正で検討する
童が学習塾に通い小学生
で年間 万円、中学生で
は 万円前後の負担をし
ている。義務教育課程の
子供達の多くがなぜ塾に
行くのか。

町長 議会の要望はイン
ターネットだが、一定の
年齢層の方々にはテレビ
による放映が身近な手段
ではないかと考え議会側
の結論とは違うがご理解
をいただき、テレビでの
公開を考えたい。時期は
本年度中の補正予算での
措置を検討する。

総括質疑

１１対２で認定
国民健康保険特別会計

３１億７, ８４０万６千円

３０億９, ９０９万８千円

１１対２で認定
老人保健医療特別会計

２億８, ７９５万３千円

２億７, ２２３万６千円

全会一致で認定
後期高齢者医療特別会計

４億９, ７６５万０千円

４億８, ８８４万１千円

１１対２で認定
介 護 保 険 特 別 会 計

１８億０, ６１２万７千円

１７億５, ４６１万９千円

全会一致で認定
下水道事業特別会計

１２億６, ３９２万４千円

１２億５, ２１２万８千円

１１対２で認定
計

１４５億５, ８９６万３千円

１４０億６, ４５７万５千円

平成20年度決算に係る早期健全化判断結果

審査意見

該当なし

14.74%

② 連結実質赤字比率

該当なし

19.74%

25%

④ 将来負担比率

123.4%

350%

⑤ 資金不足比率

該当なし

20%

①計画
 した事業が未執
行の理由を検証し、
翌年度予算に反映さ
れたい。
②地方
 交付税は不確定
な要素もあるが、積
極的な予算計上に努
められたい。
③国民
 健康保険税の滞
納増加が見られるの
で、収納率向上にな
お一層の努力をされ
たい。

① 実質赤字比率

29

決算審査特別委員会は、
７議員で構成され、
決算書、決算説明資料、監査審査意見書等を
もとに４日間の審議と西湘バイパス崩落後の
工事進捗の状況の視察を行った。
委員会の構成は次の通り。
☆委員長
杉崎俊雄
☆副委員長 二見泰弘
☆委員
神保順子 三橋智子 城所努
池田 宏 井上良光
◆討論・表決
決算審査の結果は、城所委員が一般会計、
国保会計、後期高齢者医療会計に反対討論、
池田、
神保委員が６会計の賛成討論を行った。
日の本会議で、城所努、松木義明、
神保順子、原冨士德の各議員がそれぞれの立
場から討論を行い、
上記の採決結果になった。

5.8%

③ 実質公債費比率

29

新学校給食センター起工式

④在宅
 介護の金銭的、
精神的ケアの充実を
図られたい。
⑤在宅
 障害者援護事業
及び在宅生活支援事
業の更なる充実を図
られたい。
⑥下水
 道使用料や繰越
金を適切に積算し、
健全な運営に努めら
れたい。
⑦ラデ
 ィアンの利用率
向上を図るため、魅
力ある企画を実施さ
れたい。
⑧学校
 給食は、地元農
産物の活用を図られ
たい。
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平成20年度 早期健全化
結果
基準
健全化判断項目

財政健全化判断
比率による町の
財政指標は健全

平成 年度から議会に
報告等公表することが義
務付けられている健全化
判断比率の指標が、早期
健全化の基準を下回り、
財政は「健全」と示され
た。

20

９月定例議会は、平成 年度決算審議を中心に９月４日から９月 日まで開かれた。
議案は平成 年度一般会計と特別会計の補正予算、条例改正４件、陳情１件、
人事案件３件を審議した。

７１億９, ７６５万３千円

20

７５億２, ４９０万３千円

21

計
会
般
一

本会議採決結果
出
歳
入
歳
名
計
会

一色防災コミュニティーセンターの建設は評価

住民税の確保に努力、一方、国保税滞納に懸念

決算審査

（千円未満四捨五入）

平成２０年度各会計別決算総括表及び本会議採決結果


ごみの減量化の推進、

平成20年度

20年度決算・無駄を省き
 効率よく実施された事を確認
原 冨士德
議員

決算
平成 年度一般会計及
び５特別会計に賛成する。
町監査委員の報告によ
れば町財政の全般は財政
健全化計画に基づき実施
され各事業は健全性を保っ
ており何の問題もない。
一部不用額を精査する
と、予算策定時に不要不
急なものを削減すること

により避けられたのでは
ないかと感じた。
工事関係では、町道
号線（二宮小学校前）と
連続する町道２７２号線
では拡張改良工事（８１
４８万円）が行われ歩道
が整備され歩行者の安全
性と美観が向上した。
１億１千７１７万円が

地権者の協力で
新しくなった第１分団車庫


支出され農業関連事業は
土地改良と農道整備が主
だが農地の利用効率と農
業振興を目指した事業の
効果は認めるが、今後は
後継者育成も課題となる。
消防関係では、山西地
区長年の懸案であった第
一分団詰所立替工事は地
域防災力の充実には不可
欠なもので地権者の理解
と地域住民・消防団員の
協力で、従来の場所に完
成した事は元消防団に関
係した一員として高く評
価する。
教育関係では山西小学
校の非常階段や体育館の
改修工事が行われ学習環
境と安全性が向上した。
国民健康保険について
は、医療給付費の過年度
清算分を併せ１億円から
の積立があるので活用の
検討も願いたい。

道路改良で交通安全を
農道整備で農業振興を

討論

に対する

はなかったのか。又一般
会計、下水道会計合計の
町債残高が１３０億円余
りとなり徐々に増え、次
年度以降は園試跡地買取
り、給食センター建設な
どが予定され、町債残高
が増えることは公債費負
担率も増えることを意味
し経常経費率が増加すれ
ば現在でも少ない投資的
経費を更に削減する結果
となる。
限られた財源の中でも
一色防災コミュニティー
センター建設、中里地区
を中心に行われた農道整
備事業などは今後のブラ
ンドづくりなどと連携し
新たな展開も期待できる
事業として評価する。
特別会計では後期高齢
者医療特別会計は、政権
が変わり制度廃止の声が
聞こえるが、制度の求め
るものは正当だ。各連合
に委ねられている運用方
法に問題がありその点を
改善すれば妥当な制度だ。

９／29
本会議

27

松木 義明
議員
20
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注目が集まる

ブランドづくりワークショップ

平成 年度決算は歳入
総額１４５億５千８９６
万円、歳出総額１４０億
６千４５７万円余りで決
算を行い、行政の財政力
を示す財政力指数は県下
では低いが０・８６と極め
て健全な運営が行われた
と判断する。しかし執行
の段階で改善が出来た事
業も在ったのではないか。
一般会計では３億２千
７５０万円余りを余剰金
として次年度に繰越した
が、あと１億円を町民の
日常に使うことも可能で
20

この決算においては町
民参加や協働の町づくり、
また公開性に視点をおき
審議した。予算額が緊縮
していく中でのラディア
ン裏用地の買取り、一色
コミセン、第一分団詰所
建設は費用を抑えての執
行となったことを評価す
る。今後ラディアン裏用
地の活用については、町
民参加のもと多くの町民
が望む活用のされ方を願

う。
総合計画策定事業の、
にのみや総合長期プラン
は町民参加のもとで作成
された。協働のまちづく
りのため形骸化させるこ
となく着実に町民の意思
を反映し、進めよ。
協働まちづくり補助金
は年々改良・充実が図ら
れている。またごみ減量
も町民の協力と職員の努
力により削減が進み、経
費削減がなされている。
町民参加のもと、今後更
なる工夫を重ね、継続さ
れていくことを願う。

者から１割負担の導入や
基本検診の値上げで執行
率は ・ ％と低く受診
抑制につながった。
以上の点を指摘して一
般会計決算に反対する。
国保特別会計も反対。
この年度から、後期高齢
者支援分の負担や所得割
や均等割も引き上げられ
一層の重税になった。結
82

25

果、発足１年目の後期高
齢者支援分は１千４７３
万円も未納になり、全体
で８千万円の滞納額に増
加した。軽減に１億４千
万円の基金活用を求める。
後期高齢者医療も１人
平均９万円を超える高負
担であり、下水道特別会
計は、繰越金や使用料確
保の甘さを指摘し反対。

議会に報告なく百合が丘保育園の
延長保育が保護者負担に

高齢者や社会的弱者に冷たい
決算 国保税も負担増大

園試跡地取得のため、
町開発公社に 億４千５
百万円の損失補償を設定
したが、町長施政方針で
はこの件には何もふれず、
財政問題などの方針を示
さなかった。跡地取得こ
そ、この年度の最重要事
業という認識の欠如をま
ず指摘する。
町独自の施策として評
価されていた「老人同居
奨励金」の廃止や「敬老
祝金」の減額は、高齢者
を対象にした経費削減で
容認できない。
在宅障害者援護事業及
び在宅生活支援事業は、
社会的弱者への支援が主
だが執行率を高めるよう
求める。百合が丘保育園
の延長保育の有料化、
又、
特定検診も 歳～ 歳の
高齢者、非課税、障がい
74
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23

城所 努
議員
70

少子高齢化が進む中
で、民生費の増加が懸念
される。子育て支援は今
後の検討課題とし、介護
予防の充実は必要不可
欠。
介護事業者との連携、
地域福祉の充実、また施
設介護から在宅介護へ移
行していく中での家族介
護の負担軽減の措置は重
要と考える。
教育では子ども達の安
全確保を最優先して頂き
たいと要望し、以上一般
会計決算と特別会計５会
計に対し賛成する。

子ども達のために
防犯カメラの次なる安全対策を！

協働のまちづくり推進・
ごみ減量への努力を評価
神保 順子
議員

議会で
決まった
こと

二宮町公文書公開

国民健康保険条例
を改正

自転車駐車場条例
の改正

役場の情報はすべて公開
２階総務課に窓口あり



10

一般会計

栄通り駐輪場が子育て
支援施設の用地となるた
め駐輪場廃止に伴う条例
改正。
全会一致で可決。
総額５億９千４６６万
１千円の大型補正。歳入
で主なものは臨時財政対
策債１億５千５３０万円、
経済危機対策臨時交付金
１億１千７３１万３千円、
子育て応援特別手当交付
金２千４１２万円、緊急
雇用創出事業臨時特例基
金市町村補助金増１千４
０８万３千円、普通交付
税５千６５８万２千円等。
歳出の主なものは、ラ
ディアン裏用地の一部を
南口駅前広場駐車場
法務局に貸与のため、町
土地開発公社から１億３
条例の改正
千４７４万６千円で町が
買い戻した。また、経済
利用率向上と利用者負 危機対策臨時交付金で山
担を合理的にするために、 西学童保育所増設工事、
午後 時から翌朝７時ま 駅自由通路へのエレベー
での駐車料金の上限を５ ター詳細設計委託、公園
の遊具更新など 事業に
００円とした。
充当した。その他財政調
全会一致で可決。
整基金積立金１億１千万

予補
算正
11

老人保健医療特別会計

財政調整基金に１億２
千万円を積み立て、一般
会計に１８０万７千円を
戻し、予備費に４０４万
９千円を増額した内容。
全会一致で可決。

等返還金９９３万２千円、
一般会計に３００万円を
戻す内容。
全会一致で可決。

後期高齢者医療特別会計

前年度繰越金の増７８
０万８千円を一般会計へ
円、子育て応援特別手当 ６９２万１千円戻し、予
給付事業２千５９４万２ 備費に８８万７千円を増
千円、健康診査事業８１ 額するもの。
３万１千円など。
全会一致で可決。
反対討論として「法務
局土地購入費は町の政策
介護保険特別会計
決定過程での町民への説
明が不十分である」
歳入は、前年度繰越金
賛成討論として「町に ５千 万８千円、介護給
とって大きな補正。広く 付費負担金８７９万円な
行き渡るよう配慮された」 ど。歳出は介護給付費準
対３で可決。
備基金積立金へ４千２８
万４千円、国庫支出金等
返還金１千６８万２千
国民健康保険特別会計
円、一般会計に繰出金８
３３万２千円を戻す内容。
全会一致で可決。
10

前年度繰越金１千３６
８万４千円を国庫支出金

下水道事業特別会計

前年度繰越金の不足を
一般会計からの繰入金８
２０万４千円で補った内
容で「繰越金の積算が甘
い」という指摘があった
が、 対２で可決された。
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42

条
 例の全部改正
公文書公開制度の一層
の充実を図るため、公文
書公開条例の全文改正を
要するために提案された。
公文書公開条例を情報
公開条例とするもので改
正の主な点は情報請求者
の制限を無くし何人でも
請求できるとした。又、
電磁式記録の扱い、指定
管理者が管理する情報の
取り扱いなどが明記され
た。
全会一致で可決。
23

緊急少子化対策の一環
として出産費用の軽減を
図るため、平成 年３月
までの出産育児一時金の
支給額を 万円から 万
円とするもの。
全会一致で可決。
38

人権擁護委員の推薦に同意

条廃止の意見書を

小笠原

めでオートバイをとめる
ところがない。大磯町は
１２５㏄までは１日３０
０円でとめられる。施設
整備をのぞむ。
防災安全課長 ①の二宮
交差点バイク置き場は、
現 在、 県 道 の バ リ ア フ
リー工事が進行中、交差
点の車線の修正に絡ん
で、見直し中で、もし変
更があれば、協議する。

陶子議員

削減に自転車やバイクを
駅前整備で駐輪しやすく

25

人権擁護委員の推薦につき意見を求められ
（再）百 合 が 丘 増田壽美江氏（ ）
（再）富士見が丘 飯島 貴夫氏（ ）
（再）富士見が丘 要
司 氏（ ）
の３氏を全会一致で同意した。
任期は３年。

所得税法第
国に提出す る こ と に つ い て の 陳 情

①二宮交差点バイク置き
場は維持されるか町の方
針と計画を聞く。
②現在、公民館裏の臨時
無料駐輪場は駅北口を利
用する町民に残されてい
る最後の無料駐輪場で、
臨時ではなく、恒久的に
使用できるよう位置づけ
してほしい。
③二宮町の駅周辺に日極

無料駐輪場いずれ撤廃

町長 公民館裏のような
無料駐輪場は町の方向と
して、いつまでも無料を
残し続ける考えはない。

バイク日極め整備無理

町民生活部長 大磯町の
ような大型バイク置き場
整備は守備範囲を超える。
小笠原 国は扶養控除が
廃止の方向だ。町に企業
が少なく町外勤務増える。
駅周辺の整備を充実せよ。
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56

CO2
小笠原 鳩山総理が、２
０２０年までに１９９０
年比で ％の二酸化炭素
排出量削減を目指すと表
明した。これからは自動
車ではなく、自転車やバ
イクを使う時代だ。国も
地方自治体も自転車やバ
イクが安心して乗れるま
ちづくりをバックアップ
してほしい。

250台収納可能で便利な
公民館裏の無料駐輪場

66 67 72

陳情 はどうなった？

56

提出者は平塚民主商工 議では８対５で不採択と
なった。
会婦人部。
陳情内容は白色申告事
業所にも青色申告と同等
の措置を求め所得税法第
条の廃止を求めるもの。
賛成意見「青色か白色
かで差別があることはお
かしな法律だ。廃止して
平等にすべきだ」
反対意見「どの申告制
度を選ぶかは事業者の意
思に委ねられその事業規
模、内容で多くの選択肢
がある」の討論があり、
委員会では４対２、本会

一般質問

９月16日の本会議では、傍
聴者が見守る中、５名の議員
が町民の身近な問題６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。

災害に強いまちづくり目指して、
町の防災対策を問う

三橋 新設置の防災安全
課のもと災害発生時に住
民を受け入れる避難所の、
安全対策や運営方針はど
のように図られているの
か伺う。
町民生活部長 避難所開
設にあたっての安全確認
は、配備職員および応急

危険度判定士が行うこと
になっている。その後は
町・学校・自主防災組織
それぞれの役割分担によ
り、運営を円滑に図って
いく。
三橋 今後発行される洪
水ハザードマップの活用
方法と、西宮市が作成し
国から配布された被災者
支援システムの導入を考
えているか伺う。
ハザードマップで減 災
知識の啓発を図りた い

町民生活部長 ハザード
マップは現在作成方針の
検討をしている。
配布後は減災につなが

1月24日の二宮町防災講演
ハザードマップをグループでチェック

るような知識啓発に努め
たい。被災者支援システ
ムは課題を考慮し、情報
を得ながら検討したい。
三橋 マップは配布後に
地域の住民に共通意識を
持ってもらうことが大切
なので、その対策をお願
いしたい。
５月に百合が丘で行っ
た避難拠点基地運営会議
は運営内容が具体的でわ
かりやすい。他地域でも
開催はするのか。
町民生活部長 積極的な
働きかけをしたい。
健康福祉部長 災害等緊
急時の備えとして、わが
部では緊急医療情報キッ
トの導入を検討している。

都市経済部長 現行の条
例では、生活保護法の規
定による扶助を受けてい
る人か、災害等特別な理

減免規定は今後の課題

少しでも町負担を軽くし
なければならない。中小
零細企業の大量水使用者
の接続率が悪いが、使用
料の減免はできないか。

二見

泰弘議員

町公共下水道事業に
おける諸問題を問う！

二見 二宮町は平成元年
に、酒匂川流域関連二宮
公共下水道として事業を
開始した。そして事業費
は毎年多額の予算を強い
られ、平成 年度末まで
町債（借金） 億８千３
百万になる。この多額の
事業費が掛かる公共下水
道は、効率的な整備の見
直し、接続率のアップで

由がある場合のみ使用料
が減免される。現時点で
は条例を改定して減免規
定を設ける予定はない。
一般町民との公平を保つ
ため今後の課題とする。
二見 県は「かながわ下
水道 」の見直しの取り
組みとして、整備につい
ては、人口減少などの動
向を考慮した上で、合併
浄化槽との経済性比較や、
地域特性などを総合的に
判断し、下水道区域の見
直しを行う。町もより効
率的な整備計画の見直し
は行わないのか。

下水道課長 今後も基本
方針に沿って整備を進め
る予定。市街化調整区域
のなかには、費用対効果
を検討すると、一部見直
しが必要と思われる箇所
が見受けられる。今後検
討する。

必要な箇所は今後検討

21

20

70

智子議員
三橋
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一般質問

松木
消防課長 ４月に地区長
全体説明会を実施。また
百合が丘や中里地区では
火災警報器の住民説明
会。６月に地区の見積り
合せを実施し、業者を決
定。７月に入り業者によ
る火災警報器の取扱い説
明と費用負担の説明。８
月になり火災警報器の納
品。の手順で実施した。

義明議員

町の防災訓練や各地区の
自主防災訓練等で啓発用
チラシの配布や地区での
共同購入の方法など、こ
とあるごとに出前訓練な
ど機会を捕らえ、設置件
数を伸ばしたい。
それには継続した啓発
活動が必要だ。百合が丘
地区では共同購入し、取
付けされた。

子育て支援ふれあい

トークでの意見参考に

町長 若い世代の定住、
流入、住民税の確保の観
点から子育てしやすい環
境づくりを進めるための
施策は重要と認識してい
る。
神保
年度に町内児童
公園の遊具が老朽化に
伴って撤去された。今後
の設置計画と公園全体の
見直しについて伺う。ま
た 年７月に道路交通法
が改正となり、親子３人
乗り自転車への規制が強
化された。３回開催され
20

順子議員
神保

住宅用火災警報器の
設置をどう進めるか

松木 住宅火災による犠
牲者は建物火災の９割を
占める。特に 才以上の
高齢者が６割、時間帯で
は 時から翌朝６時、睡
眠時間帯が ・９％を占
めると言われている。そ
こで消防庁では消防法を
改正し、平成 年６月
日から新築住宅に火災警
報器の設置を義務づけ
た。既存住宅では平成
年５月 日までに火災警
報器等の設置が義務化さ
れる。そこで住民への周
知、
設置義務化への対応、
高齢者への対応をどのよ
うに考えているか。
広報にのみや、地区長

31

会議を通して広報する

消防法により設置が義務化

子ども・保護者の声を生かした
子育て支援策を！
神保 超高齢化が進んで
いる中で、その高齢者を
支える若い世帯が減少し
ている。今、取り組むべ
き課題は子育て支援の充
実と考えるが、町はその
必要性をどこまで理解し
ているのか。また今後の
方向性を尋ねる。

20

1

23

65

44

18

31

公園遊具を補正予算で更新
速やかな設置を切望する

た子育て支援ふれあい
トークの中でも、３人乗
り専用自転車レンタル制
度の導入について、保護
者から要望があったが、
今後の導入への可能性は。
都市経済部長 公園につ
いては国補正予算を使っ
て 箇所に遊具を設置。
また地区役員の方と相談
して、現在３箇所の公園
をボール遊びが出来る公
園として検討中。今後は
子育てサロンや小児医療
費助成の拡充を先行する。
また交通安全確保の観
点から親子３人乗り自転
車の導入は今後の検討課題。
神保 ニーズを受け止め
反映させることが必要。

平成21年（2009年）10月23日発行
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22

消防長 悪質な訪問販売
の注意喚起と共に「広報
にのみや」
、諸会議の折
に住宅用火災警報器の取
付けを広報したい。特に

一般質問

新ごみ積替施設の建設
理由及び今後の方向性を
明確に！

年９月から４回、地
元説明会が行われた。ま
た、地元住民を対象に調
布市の積替施設の見学会
を２回実施。今後、実施
計画策定にあたり 月に
再度、説明会を開催する
とのこと。なお、積替施
設の完成は 年度の予定。

22

10

じん芥焼却場の停止に
伴い、
新たに
「環境整備基
金」
に名称変更を行った。
今後は環境整備事業の資
金に充てることになる。

じん芥焼却場整備基金
の効果的運用を図れ！

20

多目的広場用地
（ラディアン裏）の取得
にかかわる財政計画を
早急に示せ！

平成 年５月末に提示さ
れたが、この９月定例議
会に、より詳細な財政計
画が提出された。財政面
や利活用など、議会との
本格的議論は今後になる。
町の中心地でもあり誰も
が納得する形になればと
願うが…。

どうな た？
っ

20

町活性化のため
商工振興対策に最善
の努力を！

提出した
「予算審査意見」
を、
その後
どのように対処したのか、
追跡してみた。

プレミアム商品券を求め長蛇の列
（百合が丘町民サービスプラザ）

査意見
審
の
算
は
予

追跡

年度に地域活性化・
生活支援臨時交付金を活
用し、町商工会のプレミ
アム商品券を発行した。
また、 年度から二宮
ブランドの推進を継続的
に行っているが、成果ま
でには時間を要する。

21

19

平成20年の3月議会で、
議会が町に
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図書館運営は人員配置・
図書資料の購入など、
効率的な運用を図れ！

年度に一階カウン
ターの人員配置を見直し
た。資料購入も厳選し、
県内図書館からの借用を
増やした。 年度に図書
館基金を設立したが、今
後、効果的運用が求めら
れる。
21

21

より厳格になった安全
基準を満たした遊具を
設置の予定である。約
八割が新規に更新され
ることになり、各公園
での子ども達の明るく
元気な声が蘇ってくる
と思われる。

いつ戻る？
子どもの元気な声

平成 年度に専門的に
点検を実施し、危険と判
断された遊具は撤去また
は使用禁止になった。遊
具は子どもの成長過程で
は重要であるという観点
から、急遽、平成 年度
の国の交付金を活用し、

21

海岸復興のため関係機関
と協議・連携し海岸再生
に努力を！

国土交通省、水産庁、
県内国会議員等への要望
活動も行ってきた。今後
も海岸の現状を関係機関
に訴え、要請行動を強化
し一日も早い再生を目指
しているが…。

20

トラポットはその後、他
の現場に移動するとの
事、テトラポットの隙間
から僅かに砂浜が帰って
きている。砂浜復旧工事
は、その後になるが総工
費は約３１４億円といわ
れている。
新政権になって八ッ場
ダムのようにならぬよう
祈るばかりである。

いつ戻る？
二宮の砂浜

西湘バイパスの復旧
工事を全議員で視察。
二宮インターを境に東
側が国土交通省、西側
を中日本高速道路が工
事を担当、急ピッチで
進められている。東側
は平成 年秋に、西側
は平成 年秋には工事
が完了するそうだ。
海中の約７千個のテ
24 22

下水道事業は
加入率の向上、促進に
努めよ！

年度に水洗化資金
あっせん及び水洗化改造
等奨励金制度を拡充し、
接続工事費の負担軽減を
実施し接続促進を図った
が、使用料の増収がみら
れない。一層の努力が必
要と思われる。
21

健康診査事業は、
特定検診などの充実を
求める！

年度が初年度となる
特定検診の受診率は県内
でも高かったが目標に達
せず、
受診率向上のため、
年度は自己負担分３千
円から２千円に引き下
げ、
診査項目も拡大した。
なお、検診実施期間は
月 日まで。

10
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復旧工事の進捗を聞く議員たち

木幡氏は、長く二宮
漁港関係者と交流があ
り、朝市の提案者でも
ある。氏の説では、わ
が国の食料問題は日本
人の食生活の変化によ
る。昭和 年代前半ま
での日常食はアジ・サ
バ・イワシなどの多産
種であり、タイやヒラ
メなどの少産種は特別
な日の御馳走であっ
た。これが世界の食事
文化の基本型であり、
け
前者を褻の食事、後者
はれ
を晴の食事という。
だが昭和 年代後半
以降、先進国の中で日
本のみが食事の基本型
を放棄してしまった。
高度経済成長期に
入った日本は、昭和

つとむ

市場と鮮魚小売店が危
機に陥っている問題は、
関連業界にとどまら
ず、国民全体に及ぶ。
あらゆる手段を講
け
じ、褻食が復活するま
で「輸入量を減少させ
ることが緊急な国際政
治の課題である」と木
幡氏は警告している。

相模湾から発信し続け
る漁業問題の研究者
年代半ば頃からエビに代
表される国産の高級品の
代用として輸入を急増さ
せた。このため、国産魚
の大半を占める量産種は
食品流通からはみ出し、
エサや肥料で処理され、
産地価格は大暴落した。
一部の例外を除き、全国
の漁業は自然消滅を余儀
なくされ、同時に、産地

木幡 孜さん（74歳）
（富士見が丘二丁目）

こばた
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編集室だより

８月 日、衆議院議員選
挙が執行されました。
皆様も夜遅くまでテレビの
開票速報に目が離せなかっ
た こ と で し ょ う。 私 共 も
それぞれの立場で選挙結果
を心に刻みました。
９月は平成 年度の事業
を審査する議会です。
歳入歳出の収支決算に加
え、自治体の財政の健全性
を測る財政４指標の公表が
義務化されています。結果
は健全な運営がなされてい
ると監査委員から報告され
ました。
委員会では活発な質疑応
答があり閉会しました。
現編集委員会委員は今回
の便りで改選になります。
月議会は４日開会予定
です。ぜひ傍聴を。

12

議会だより編集委員会

20

中郡二宮町二宮961

〒259-0196

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

畠山みどりの熱唱に喜ぶ参加者
のみなさん（敬老のつどい）

火災警報器をレンジャー姿で
PRする消防職員（町民体育祭）

漁業資源が専門の農学博士。
相模湾を起点に日本漁業の
危機を現場研究者として著
書で警告する。
たくさんの著書には
身近な海の話題が満載
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FAX 0463-72-6691

TEL 0463-71-3311
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農業委員会が6月に種まきをした
落花生、試し堀りの結果は上々

