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樹齢300年を越す見事な “臥龍梅”
―徳富蘇峰ゆかりの蘇峰堂にて―

平成21年12月定例会

12／４〜12／11

◆臨時会 議会放映はテレビで
職員の期末手当減額条例����������２Ｐ
◆補正予算 新型インフルエンザ対策ほか�����４Ｐ
◆常任委員会の視察報告�������������６Ｐ
◆一般質問で9名が町政をただす�������� ７～１１P
◆２０１０年 私の抱負��������������１２・１３Ｐ
３月定例会のお知らせ

２月26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−

一般会計 補正予算
月に開始予定！

どのように検討されたか。
答 町三役をはじめ幹部
で随時審議し、テレビ放
映に至った。
問 平 塚・ 大 磯 も 湘 南
ケーブルテレビを使って
いる。回線が二本で議会
開催時期が同じになると
考えられる。二宮と競合
しないか。
答 放映内容も含め湘南
ケーブルテレビと協議

し、合わせて近隣市町と
調整しながら進める。
反対討論として「議会放
映が反対ではないが議会
としてインターネットで
の放映を要望した」
賛成討論として「議会
の要望とは異なるが、議
会放映することに意義が
あり、テレビ放映に賛成
する」があり、 対 で
可決した。

条例の一部を改正

職員の給与に
 関する条例

特別職の職員の
給与に関する条例

職員と同様に期末手当
の年間支給率を１００分
の 減額するもので、全
会一致で可決した。

（２）
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議会中継は

人事院の勧告に基づき
国家公務員の期末手当の
支給率が変更になり、町
も国に準じて改正するも
ので、年間支給率１００
分の４５０を１００分の
４１５とするもの。
「民間の給与も下がっ
ているが、この改正は職
員の生活権を脅かす減額
だ。反対する」
「職員の給与は県下で
も低いが、人事院勧告に
準じたほうが町民の理解
も得やすい。やむを得な
いが賛成する」等の討論
があり、委員会では５対
１、本会議では 対 で
可決した。

35

11月25日開催

15

議会テレビ放映準備経 けばネット放映に変える
費として平成 年３月議 のはいつでも可能だ。
会でケーブルテレビの試 問 テ レ ビ と イ ン タ ー
験放送を二日間行う委託 ネットとの経費の比較は。
料８万４千円と、議場照 答 年間の放映日数を
明改修工事費２３０万円 日とした場合、テレビ放
を予備費で対応するもの。 映だと１２６万円で、イ
ンターネットは３６８万
円になる。
・・主な質疑・・
問 インターネットに移
行の考えは。
答 試験的な運用をしな
がら、社会情勢など検証
し考えていきたい。
問 議会の要望に対し、

2

6

問 議会ではインター
ネットで放映と要望した
が。
答 経費の面でテレビの
方が安い。設備をしてお

11

臨時会
22

1
本格放映は６月議会からご期待下さい！

第２回

12

議会で決まったこと

職員の公益的法人等への
派遣等に関する条例制定
職員の公益的法人等へ
の派遣を条例化するもの
で、これまでは、公益的
法人（二宮町では社会福
祉協議会のみ）とは職員
交流の形で行われ、この
条例の適用外であった
が、
社協内部充実のため、
福祉に精通した職員を交
流形態に係らず派遣でき
るようにするために条例
の制定が必要になったも
の。
全会一致で可決。

おける建築物の制限

地区計画の区域内に
行政財産の目的外使

に関する条例改正

職員定数条例の
一部を改正
新たに施設等を集中管
理する部署を設置するた
め、職員定数を変更する
条例改正だが、部署の定
数を変更するもので、総
定数は変わらない内容。
全会一致で可決。

平成 年度土地改良事業
（中里地内）農道改良工事
変更請負契約

人事

教育委員会委員に 
井出真理子氏

町公共施設の一括管理が
計画されているが？

教育委員会委員、能島
榮之助氏の任期満了によ
り、井出真理子氏を任命
するために議会の同意を
求めるもので、全会一致
で同意した。
二宮在住で 歳。任期は
４年。

平成22年（2010年）１月25日発行

第134号

（３）

用に係る使用料に関

役場周辺を、市街化調
整区域から市街化区域に
都市計画を変更したこと
に伴い、３つのエリアに
区分設定し、地区計画を
定めるもの。
全会一致で可決。

答 勾配が強い区間に
なっているため。
問 補助金を返さないこ
とで国との関係はどうな
るか。
答 満額を執行すること
で了解がとれた。
問 設計金額は何を基準
にしているか。
答 設計単価はそのまま
請負率を計算して金額を
出した。
全会一致で可決した。

61

する条例制定
行政財産の目的外使用
に対し使用料を徴収する
もので、公共の土地や建
物を、広告・自動販売機
その他等で使用する場合
の未整備だった使用料に
ついて、算定基準を明確
化したもの。
全会一致で可決。

農道整備による営農環
境を改善し、生産性の向
上と農業経営の安定化を
図る目的で行う。
工業団地内から桜美園
までの農道３００ｍ区間
を施行中だが、更に ｍ
延長することで、
（有）
横
坂建設と変更請負随意契
約するもの。
主な質疑は次のとおり。
問 単純計算で単価が上
がっているのはなぜか。
25

21

57

カットは影響が大きすぎ
る」
、
「給与の減額は心が
痛むが、人事院の勧告も
あり、やむを得ない措置
だ」という賛成討論が行
われ、 対２で可決され
た。

国民健康保険 
特別会計

れるもので、県下で８
名の議員が対象となっ
た。
月議会定例会初日
の冒頭に議長より伝達
された。城所議員は昭
和 年 月に初当選以
来８期連続当選を果た
し、今年で議員活動が
年 目 と な り、 今 後
益々の活躍が期待され
る。

城所議員が特別表彰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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11

11

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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60

一般会計
「剪定枝委託料増額の
理由は」
「通所サービス
補助金の対象はコスタ二
宮だけか」などの質疑が
あった。
反対討論は「職員の期
末手当が平均約 万円の

高額療養費が約３千万
円増額になり、それに伴
い国庫負担金、県補助金
がそれぞれの負担割合で
歳入された内容。
その他、後期高齢者医
療特別会計、介護保険特
別会計、下水道事業特別
会計の補正予算も、職員
の期末勤勉手当の減額に
よる調整が主なもので、
一般会計補正予算と同様
に、特別４会計も 対２
で可決された。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

平成 年 月 日に
ＮＨＫホールで開催さ
れた全国町村議会議長
会創立 周年記念、第
回町村議会議長会全
国大会記念式典におい
て、城所議員が「特別
表彰」を受けた。
この表彰は多年に亘
り議会議員として、地
方自治の発展に寄与さ
れた功績に対して贈ら

12

53

32

11

11

町も一生懸命取り組んでいる
新型インフルエンザ対策

11

補正予算

95

今回の補正予算は特別
職、職員の期末勤勉手当
の減額による調整が主な
内容で、全体では６８５
万５千円の増額補正。
歳出の主な事業は、接
種者の増により、高齢者
インフルエンザ予防接種
委託料 万５千円、町内
予防接種委託料と医薬材
料費の増で５０１万円、
新型インフルエンザワク
チン接種補助金４３８万
千円は非課税者、生活
保護世帯への予算で対象
者は約８１２人、剪定枝
処理委託料２４０万円の
増、
「よるべ会コスタ二
宮」の送迎補助に３百万
円、母子保健事業 万３
千円が主な内容で、
一方、
予備費に１千６１７万８
千円増額された。
1

陳情は
どうなった？

神奈川県への食品表示制度
の改正を目指す意見書提出
を求める陳情


かな表示が必要である」
。
趣旨採択討論として
「国は違法表示者に対し
て厳しい対処をしてい
る。国際的に表示統一も
考慮している過渡期なの
で、対応を見るべき」
。
委員会で４対２、本会
議では８対５で趣旨採択
となった。

趣旨採択
提出者は湘南生活クラ
ブ生協コモンズなかぐん。
内容は消費者が食品の
安全を知る権利を守るた
めに、原料のトレーサビ
リティと原産地表示の義
務化を求めるもの。
賛成討論として「消費
者が責任を持って食べる
ものを選ぶためには、確

細菌性髄膜炎を予防する
ワクチンの早期定期予防接種化を
求める国への意見書を求める陳情

早期診断が困難な細菌性髄膜
炎の予防接種を

るために、公的補助が早
急に必要」
。
趣旨採択として「親の
費用負担軽減は考えるべ
きだが、日本における接
種症例数が少ないため、
定期接種化は慎重にすべ
き」という討論があり、
委員会で４対２、本会議
では 対３で趣旨採択と
なった。

趣旨採択

提出者は神奈川県保健
医協会。
内容は罹患しても早期
診断が難しく死亡や後遺
症が残る細菌性髄膜炎を
予防するために、ヒブワ
クチンや肺炎球菌ワクチ
ンの定期接種化を早期に
求めるもの。
賛成討論として「多く
の子どもに公平に接種さ
せ、救済制度も確立させ
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元町八幡 神 社 か ら 富 士 見 が 丘
一丁目に至る道の町道認定と、
早急に整 備 に 向 け て の 陳 情

く受け止めるが、町道規
定に照らすと急斜面等の
理由で町道認定は厳し
い。しかし町は安全・安
心の確保第一に整備は進
めていくべきだ」
「町も
危険回避のために防護壁
等の措置は実施するとの
前向きな姿勢が見られ
る」等の意見があり、全
会一致で趣旨採択とした。

10

趣旨採択
提出者は富士見が丘一
丁目、二丁目の地区長と
７５３名の方。
内容は該当道路の利用
者が多いにもかかわら
ず、落石や土砂崩落の危
険が頻繁に見られる。町
道認定をして、安全確保
のために早急に整備を求
めるもの。
「地域住民の願いは強

危険な元町八幡神社横の坂
早急な安全対策が求められる

10

21

26

応援カード」の実施を商
工会との協働事業で始め
た。子育て世帯への財政
的支援がおもな目的。出
生後に民生委員が自宅を
訪問し、応援カードを手
渡しすることで相談しや
すい環境を作ったりする
など、きめ細やかな支援
体制に関心した。
また子育て支援セン
ターも見学し、ブックス
タートやファミリーサ

ポート事業について説明
を受けた。今後、
町でも、
ぜひ参考にしたい。
少子高齢化が進む町に
とっては子育て支援は重
要な課題だ。南口駅前に
子育てサロンを建設中だ
が、商店街の中にサロン
を作ることで、子育て世
代への支援と同時に商店
街の活性化も期待したい。

よって市全体の事業の見
直しを迫まられた。主に
市民と行政の協働による
政策形成や、民間経営手
法の導入などを行ってお
り、目標を定め着実に行
政改革に取り組んだこと
が、成果へとつながって
いることが話の中から伺
えた。つねに市民へ情報
を公開し、
声を受け止め、
また職員の意識改革に努
めてきたところは今後の
二宮町でも取入れていく

6

86

必要があるだろう。
また中央市の「道の駅
とよとみ」に寄り視察。
平成 年に国の補助金を
得て農産物直売所を建設
し、現在１８７の農家が
登録して委員会を組織し
運営している。現在、年
間バス千台、約 万人の
利用があり、農産物の売
上げは年間２億３千万
円。うち ％が農家へ支
払われており、農業の活
性化へとつながっていた。

（６）
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市民と協働で
行政改革

翌、 日は山梨県甲州
市へ移動し、市の担当者
より行政改革の取組みに
ついて話しを聞いた。
甲州市もまた人口減、少
子高齢化での税収減と地
方交付税の減額などに
22

最重点に
子育て支援
事業

月 日に長野県下諏
訪町を訪問。下諏訪町は
高齢化率 ・７％とほぼ
二宮町と同様の状況であ
り、町長の考えで「子ど
もは地域全体で育てよ
う」と子育て支援を重要
施策と位置付け「子育て

子育て応援に協賛している店舗には
このステッカーが貼ってある

甲州市で行政改革の成果を

真剣に学ぶ

4

教育福祉
総務建設経済

常任委員会合同の視察報告
常任委員会合同の視察報告

12月9日・10日の本会議では、
傍聴者が見守る中、9名の議
員が町民の身近な問題10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。

25

原

冨士德議員

都市経済部長 二宮町で
も観光協会に検討委員会
を設置し報告書が出され
ている。報告書を指針に
行動に移して行きたい。

現状は県の計画を見て

が、町長は観光について 年型・日帰り観光による
どの様な考えを持つのか。 消費の拡大をめざす。
原 二宮町でもそれなり
多くの効果を期待する
の観光事業を行って来た
町長 観光とは新たな産 が、その多くは一過性の
業の創造、雇用の創出、 イベント事業に近いもの
地域経済の活性化などが で、長期展望を持った観
期待でき、現在のような 光施策とはほど遠いもの
菜の花の開花時期だけの と思われる。観光事業と
吾 妻 山 で は な く、 四 季 はインフラの整備により
折々の観光が楽しめる通 住民には利便性の向上、
観光客には滞在時間と行
動範囲を広げることによ
り消費の拡大を促すこと
につながる。周辺の整備
と産業の再編を行うなら
ば多くの施策を視野に入
れた観光基本計画を持つ
べきではないか。

吾妻山公園は
大事な観光資源のひとつ

平成22年（2010年）1月25日発行

第134号

（７）

住宅都市から
観光先進都市へ

原 二宮町の人口は多少
の増減は在るものの確実
に減少し高齢化率も高ま
ることが予想されてい
る。定住人口を増やすこ
とは出来ないが交流人口
を増やすことが可能だ。
年後に人口が２万４千
人台、高齢化率が ％と
なっても持続繁栄するに
は観光政策は重要と思う
25

Co2削減、低炭素社会の
実現に向けた取組みは

松木 社会は文明の発展
とともに、その恩恵にあ
ずかっている。電気・ガ
ス・水道、外出には電車・
バス・自動車、
どれをとっ
ても地球温暖化対策に関
係する。
そこで町は環境に優し
い事業として平成 年度

にどう取り組むのか。
電気自動車用充電器 の

地震発生に備えて、早
急に要支援者避難支援リ
スト及びマニュアルを作
成すべきではないか。ま
た、非難拠点基地につい
ても、要援護者は福祉避
難所が必要ではないのか。
町の対策を問う。
町長 兵庫県南部地震
は、行政や防災関係機関
の力に頼っては、自らの

池田

地区間温度差も解消

共有方式を導入し、

命と財産は守れないと言
う教訓を与えてくれた。
これを基に、一人の犠牲
者も出さない様にしたい。

宏議員

町は大地震災害発生時の
防災対策の確立を急げ

池田 地震災害発生時の
地区自主防災間に温度差
がある。その原因は①安
否確認に必要な要援護者
のリストの作成が遅れて
いる。国や日赤は関係機
関共有方式を推奨してい
る。②要援護者の支援マ
ニュアルも自主防災にま
かせているが、他の市町
では行政が作成している。

町民生活部長 要援護者
の情報は共有方式を前提
に機密保持の厳守方法を
研究し実施する。支援マ
ニュアルの作成は 年度
を目途に行政が作成。
温度差の解消は、地区
長連絡協議会の協力のも
と、 自 主 防 災 と 連 絡 を
取って進めたい。収容施
設もメゾン二宮など一燈
会と協定を結んでいる。
池田 地震は突然起こる
もので、自主防災の温度
差解消に力を注いで欲し
い。要援護者を円滑に収
容できるよう環境整備を
更にすすめ、安全なまち
づくりの推進を要望する。

２２

Ｃo₂を減らそう！
電気自動車と充電設備の導入を

26

台の電気自動車の普及を
目指しているが、町では
財政状況等から来年度の
購入は無理だ。しかし電
気自動車の使用者が緊急
充電を必要なときのため
に町外からの人を含め役
場に急速充電器を設置し
たい。県では東京電力の
事業所、自治体に平成
年までに急速充電器を
百ヵ所程度、千基２００
／１００ボルトの充電
ネットワークを構築をす
る取組みをしている。
グリーン電力基金の活
用については自然エネル
ギーの電気設備の普及を
願う市民と電力会社の寄
付で基金の活用を考える。

要援護者の福祉避難所対策が
早急に求められます

設置と太陽光発電補 助

町長 住宅用太陽光発電
補助については、財政が
きびしい中であるが将来
の地球のために普及を県
と一緒に来年度も継続し
ていきたい。
環境部長 エコキュート
については、国の補助は
あるが県に補助制度がな
いので現段階では、町と
しての補助制度は難しい。
電気自動車について
は、神奈川電気自動車普
及推進策を県は策定し平
成 年度までに県内３千
26

義明議員

松木
２２

（８）

第134号

平成22年（2010年）1月25日発行

一般質問

策となるのか理解できな
い。またいくら土地・建
物が寄付であってもその
後の維持管理費や人件費
を考えれば、今の町の財
政力では必要な事業とは
考えられない。教育にお
いてはこの 年間で学校
教育費や図書費が約４億
円近く減額されたにも係
わらず、ホールが出来れ
ばさらに負担がかかり、

神保
現在の教育にも影響を及
ぼすと予想される。今あ
るものを充実させること
が重要かつ最優先課題。
又、近い将来独居高齢者
世帯が増えていくことが
予想される中で、今後は
土地の寄付受入れについ
ては行政判断だけではな
く、町民や議会に図るこ
とが必要と考え要望する。

順子議員

ふたみ記念ホールは必要か
教育予算への影響を懸念

神保 平成 年度予算編
成方針案の資料が示され
た。個別の重点施策事業
の教育・文化に「ふたみ
記念ホール運営」とある
が、具体的な内容につい
て担当課では把握してい
ない。詳細を求める。
町直営は決定ではない
財団委託の可能性も

と し と き

議長室に飾ってある
二見利節画伯の絵画

3

智子議員

三橋 生物多様性の調査
を踏まえて、その保全に
対する町の取り組みは。
環境部長 平成 年制定
の環境基本条例に基づ
き、
基礎調査を実施した。
専門家 名による研究会
の調査結果では、予想外
の多くの種が現存してお

三橋
14

り、学術的にまとめてい
る段階である。町の自然
の特徴を理解し、今後の
環境施策に役立てたいと
思っている。
三橋 ビオトープネット
ワーク（生物の生息地を
連携保全する）に対する
考えはあるか。

環境保護は広域で連携

町長 さまざまな努力で
町に自然が戻りつつある
のは観光施策の観点から
も喜ばしいが、反面気候
変動の影響もあり有害鳥
獣が増え、農家が困って
いる例もある。環境保護
やビオトープ保存も広域
的に進めなければならな

「自然が売り」の町へ

いと考えるので近隣市町
と連携をとりたい。
都市経済部長 せせらぎ
公園で消毒を使わないと
か、吾妻山の除草は手で
行い生態系を壊さない等
ビオトープ保存は意識的
に心がけている。
三橋 町民や関係者が連
携できる調整機関を作る
べきだと考えるがどうか。

豊かな自然の恵みを
後世に残す努力に期待

町長 町内全部がビオ
トープという意識で、行
政の方向性が決まってい
れば、自ずと町全体に高
まっていくと思う。自然
が売りのまちづくりを今
後もしていきたい。

平成22年（2010年）1月25日発行
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生物多様性の調査生かし
自然と共生する町づくりを！
20

２２

町長 町外在住の親族か
ら相続した土地の町への
寄付申し出があり、建物
も建てて頂くことで受入
れを決定し、二宮町寄付
取扱要項に則って行っ
た。そこには町出身の画
家である二見氏の遺作を
展示、保存し後世に残す
為のホールにする。今は
まだ不透明な部分が多
く、明確には答えられな
い。
神 保 具 体 的 に 説. 明 で
きない事業が町の重要施

一般質問

内臓、下肢に障害の男性
は「一票投じ政治に参加
したい、障害者自立支援
法をなくしたい！そんな
思いを一票に託し初めて
投票できた。この制度を
知らせる努力を町に求め
たい」と訴えていた。広
く周知すべきだ。

年目途に検討する

こちらから出向くことは
可能。点字投票は郵便投
票にはなく代理記載制度
がある。
鳥海 公園に子どもたち
の大好きなブランコが整
備されるが、お年よりの
健康遊具を設置できない
か。健康維持は勿論、医
療費の削減にもなる。狛
江市ではお年よりが毎日
楽しんで利用している。
Ｈ

陶子議員

梅沢海岸へ延長 ｍの防潮堤
景観破壊だ、必要な計画か

小笠原

町長 海の近くだが、法
にそって建築し住んでい
る。その人が災害に遭う
可能性がある。景観も大
事だが、命を守るほうが
先である。
小笠原 計画完成後に地
域住民に知らせるだけで
なく、町民一万世帯に政
策形成過程から伝えよ。

住民を守るため必要

防潮提は海岸近くの

担当課の口頭説明だと、 ③町はサラリーマンが多
小笠原
月の議会全員
協議会にて、
平成 年度予 現在トイレのある地面の 数で財源が厳しい中、漁
算編成方針が提示された。 高さから１・２ｍから１・ 場を使う数軒の事業者に、
重点項目に梅沢海岸の整 ５ｍぐらいの堤防を梅沢 億単位の予算をつぎ込む
備
（防潮堤の整備）
がある。 海岸線沿いに設置する。 のは公平な税金運用か。
二宮漁港整備基本設計を ①大波の防御になるのか。 都市経済部長 防潮堤の
作ったが 年９月の台風 また景観が台無しになる 強度等は今後基本設計を
国の補助事業として
どう考える。
②防潮堤 行い、
被害で一変し、南防波堤 が、
を作る計画は停止した。
代 整備を条件として駐車場 採択される基準で検討する。
駐車場だけの費用対効
わりに町は海岸背後地の の整備をすることは費用
整備と防潮堤計画を作る。 対効果が見込めるのか。 果は難しい。併設施設整
備で機能を高め、総合的
に管理しやすくなる。
22

90

防潮堤設置で津波対策ＯＫ？
景観はどうなる？

健康遊具の利用で

医療費削減につなげよう！

町長 高齢化に向けた対
応策として検討する。
都市経済部長 国の補助
メニューで都市公園安全
安心対策緊急総合対策支
援事業を活用する予定。

10

19

恭子議員
鳥海
10

（10）
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今後は周知に努力

総務部長 認定されると
選挙管理委員会から証明
書を発行し、次回の選挙
からも自宅投票ができる。
証明書所持者 名、投票
者は８名だった。今後、
周知には努力する。
選管書記長 一人暮らし
で役場に来られない人は

25

郵便投票を広く周知せよ

公園に健康遊具の設置を

鳥海 今年は８月と 月
に２回の国政選挙があ
り、町広報の８月号に郵
便投票ができるとある。
視覚障がい１級、要介護
度５などの方が該当する
が、周知の方法はどうし
ているのか。
視覚障がい者１級で、

18

一般質問

ゆき子議員

吾妻山の整備は、現在の姿を
残し、将来につなげて
根岸
トや傾斜など課題もある。
根岸 吾妻山憲章をつ
くってはどうか。
都市整備課長
年作成
の、みどりの基本計画の
基本理念に明記されてい
ることで充分と思う。
根岸 自然を守る、とい
う認識は確認できた。動
く歩道は大開発になる。
違う検討をすべき。

60

課税人数の推計

１, ４７８

－１９５人

３０～３９歳

２, ５５２

２, ３０９

－２４３人

４０～４９歳

２, ６３１

２, ９１９

＋２８８人

５０～５９歳

２, ４７９

２, ０７４

－４０５人

６０～６９歳

２, ６９２

３, ００９

＋３１７人

課税人数

１４, ２６０

１４, ２１４

住みたい町を目指す

町長 指摘どおりで緊張
した取り組みが必要だ。
若い世代のお母さん方と
の「ふれあいトーク」の
中でも積極的な提案が出
されるのでこれらも参考
に し た い。 今 後、
「住ん
でよかった、
住みたい町」
を目指し努力する。
城所
～ 歳代の減少

政策担当参事 この問題
は「行政改革」の議論の
中で委員から指摘を受け
ている。提案のあったア
ンケートも実施し諸計画
に結びつけていきたい。
城所 町の将来がかかっ
ている。問題意識をもっ
た取り組みを強く求める。

アンケートを実施する

は、 今 後 の 町 づ く り に
とって深刻だという問題
意識を我々を含め職員全
体で持つ必要がある。
子育て支援は勿論だ
が、若い世代の定住に対
しての要求や意識調査な
どを実施する必要がある。

１, ６７３

歳代と 歳代が減少し、
歳代が大幅に増加し
て、納税の主役が 歳代
に移ったことを示してい
る。今後を考えると若い
人達が定住する魅力ある
町づくりが求められてい
るが、
町の認識はどうか。

２０～２９歳

60
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年代別

人

数

人

数

21年度と
24年度の比較

平成２１年度 平成２４年度

30

根岸 吾妻山は、町のシ 視察に行きふれあいトー
ンボルとして町民に愛さ クで町民に話題提供して
れてきた。観光地として いるがその進捗状況は。
も注目されつつあるが、
環境は法的に最大規 制
自然を残し今の姿で保全
されるべきである。
まず、 町長 地代と相続の関係
今年度事業である公園部 で現状が維持されるだろ
分 ・２ の再整備基本 う。環境は風致地区と市
計画について聞く。
街化調整区域によって守
られる。動く歩道は調査
段階で、ランニングコス

30

バリアフリーで整備

50

城所 決算資料による年
代別比較の町民税額の平
均は 歳代 万８千円、
歳代 万４千円、 歳
代 万２千円、 歳代は
万円を収めていると報
告されている。また、住
民税を納める年代別人数
は表の通りだが、 ～
11

努議員
城所
60

20

30

18

50

20

２０～３０歳代が減少
町の将来からも対策が急務
40

21

14

ha

62

17

平成22～25年度で
リニューアルされる吾妻山公園

11

町長 今の姿のまま、管
理棟・トイレ・園路・遊
具・小動物公園エリアの
既存施設をリニューアル
する。日帰り観光の拠点
を目指して小動物園エリ
アは多機能性を持たせた
休憩施設としたい。
根岸 吾妻山全体の環境
保全はどうするのか。ほ
とんどが民地である。公
園だけでも 人と借地契
約し、１００人以上いる
地主の世代交代による影
響等はないのか。また町
長は、動く歩道について

一般質問

11月は二宮選挙

任期まで悔いのないよう
全力で行動します
教育福祉常任委員

44

て「安全で安心して暮らせる
魅力ある町づくり」に取り組
んでまいります。
国では平成 年度、第２次
補正予算に経済対策として
月８日、７兆２０００億円が
閣議決定されましたが、国債
発行総額が過去最大の 兆円
となり、税収を大きく上回っ
たのが気掛かりですが、
地方、
町の経済効果を期待するとこ
ろです。
猛威を振った新型インフル
エンザが終止することを願う
ものです。
最後に町の繁栄と、
皆さま方のご健勝と、ご多幸
を祈念申し上げ、挨拶といた
します。

総務建設経済常任委員

杉崎俊雄
副議長

総務建設経済常任委員長

（無所属）二宮八三二

不況による景気後退により
副議長の責務を残された任
町財政は困窮しております。
期に自らの持ち得る限りの力
活力ある二宮を創造するた
を注ぎ、風通しの良い円滑な
め、町の歴史・文化・豊かな
議会運営、議会活性化に力を
自然を活用し、また行政評価
注いで行きたい。
の取り組みを通じ、効率的な
ここ数年思うことは、議員
行政の確保をしなければなら
個人の活動が強くなり議会全
ないと思います。
体の調整力が弱くなったよう
そして安全・安心・豊かな
に感ずる。勿論、議員は町民
地域づくりに頑張ります。
に付託されそれに基づき議員
活動を行っているのは言うま
でもないが、もっと町の為、
町民の為に高所、
大所に立ち、
議会一体となり、執行者と大
いに議論し町民に理解しやす
い議会運営を心がけたい。
総務建設経済常任副委員長
経済が低迷し、二宮町にも
（無所属）二宮一二一一
この波紋が拡がり財政状況の
厳しい中、一層の行政執行手
腕が求められるが、なりより
も「暮らし易い町づくり」の
為、これまでに培ってきた経
験を糧に、再考するべき点は
早急に改善し、功を成したも
のは更に成果が産まれるよう
取り組んでゆきたい。

（無所属）山西六五

12

早いもので、無我夢中の内
に三年経ちました。人口の更
なる減少も予測されるなか、
町は広い視野で総合的に、若
い世代などの定住性に焦点を
置いて、取り組む必要がある
と思います。
住み良いまち、安心・安全
のまちづくりのため、誠心・
誠意、力を尽くします。

（12）
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（無所属）中里一三一二
皆さまにおかれましては、
輝かしい新春をご家族お揃い
で、ご健勝にてお迎えのこと
と心からお喜び申し上げま
す。
本年も皆さま方のご指導、
ご協力をいただき重責を全う
していく決意です。少子高齢
化が進み財政厳しい年度に
なっても、将来の町づくりの
ため、
議員一同一丸となって、
平塚市、大磯町とのゴミ適正
処理のための広域化復帰、教
育、福祉、少子高齢化、環境、
商工農業等に取り組んでいき
ます。また、
議員各位の活動、
活躍できる環境づくりに尽力
していきます。本年十一月に
は、
議会議員の改選ですので、
残された任期を皆様方のご指
導の下、全力で現状を把握し

私の抱負

21

二見泰弘
議員

池田 宏
議員

二宮町議会
議長
西山幹男議長

総務建 設 経 済 常 任 委 員
一〇

総務建設経済常任委員

（日本共産党）山西二六
（ネット・市民）緑が丘三 一四 四

教育福祉常任委員長

（ネット・市民）富士見が丘二

教育福祉常任委員

一〇

二八

教育福祉常任委員

教育福祉常任委員

（無所属）一色六六七

年後二宮町の人口は２万
４４６４人、 歳以上の高齢
者数は全体の ％を占める事
が予想されています。農地・
里山を生かした新産業の創
造、相模湾沿岸９市４町に呼
びかけ漁業資源の復活など為
すべき事は山積している。
「 住んでよかった二宮 」を
目指します。

（無所属）二宮四八八

教育福祉常任委員

世界的な不況を引きずった
まま新しい年を迎えることと
なってしまいました。
国はもとより地方自治体も
厳しい財政運営を強いられる
年になると推測される。
町や住民にとって、どれが
大切か、優先順位をしっかり
と見極め、町政に参画してい
く覚悟です。

教育福祉常任副委員長

任期満了まであと数か月と
なりました。これまで子育て
支援・教育・福祉・環境政策
等、調査・研究を重ねてさま
ざまな問題提起や提案を町へ
としてきました。
町への働きかけを引き続き
行い、町民の意志を反映して
いけるよう精一杯頑張ってい
きます。

総務建設経済常任委員

今年で２期目の最終年度を
迎えます。必要とする人に福
祉が行き届く町であって欲し
いと切に願います。
福 祉 と い っ て も 幅 広 く、
個々で違うケースへの対応も
欠かせません。温かくて元気
な二宮町のつながりを生かし
て、まちづくりに取り組んで
参ります。

総務建 設 経 済 常 任 委 員

政権交代、事業仕分けによ
る扶養控除廃止の影響は 項
目の負担増。
国民健康保険料、
後期高齢者医療、障害者自立
支援費、保育料など庶民への
負担増は町の財政にも、町民
生活にとっても大影響である。
二宮町の自然を活かす町政
へと、町民と共に歩みたい。

（日本共産党）二宮五〇三 九

政権交代の熱風が吹き荒れ
てから５ヶ月が過ぎようとし
ています。しかし明確な政治
力も感じられずパフォーマン
スばかりが報道され、国民は
不安を隠しきれません。その
閉塞感を断ち切るためにも、
今二宮町に必要なのは何かを
見極めて、全力でまちづくり
に挑戦します。

44 60

（無所属）山西五六二
与党、野党逆転、新政権が
動いた。地方財政に大きな影
響が出ることが必至。百年に
一度と言われる不況。この時
期だからこそ行政、議会、町
民が町の将来像を見据え、ス
クラムを組んで頑張りたい。
町民の声を真摯に受け止
め、行政、議会改革に全力で
取り組みたい。
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（無所属）川匂一七 三
早いもので本年 月は町
長・町議の改選期になります。
皆様から見た議員の活動はい
かがだったでしょうか。私も
付託に答える努力をしたつも
りです。残された ヶ月を全
力疾走で町の課題に取り組み
ます。皆さまからのご要望を
お寄せ下さい。本年も頑張り
ます。

23

（公明党）百合が丘三 一〇 七 四二

長い不況を脱しきれず、国
保税も一年間で約８千万円の
滞納や生活保護世帯の増な
ど、どの指標でも格差と貧困
が広がっている。このような
状況を改善するために更なる
努力をしたい。
今年は７月の参院選、 月
の二宮選挙もあり、この勝利
のために全力を尽くす。

一〇

井上良光
議員

昨年は政権交代のために努
力しましたが、世界的な不況
の中で、デフレにあえぎ、暮
らしは変わらず、厳しさが募
ります。
子ども・年配者・障害者等
弱い人へのしわ寄せをなくす
ための仕組みを作っていきた
い。今年は改選、若い世代へ
とチェンジに頑張ります。

︲

︲

原冨士德
議員

（ネット・市民）百合が丘二

神保順子
議員
︲

鳥海恭子
議員
︲
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根岸ゆき子
議員
︲

︲

三橋智子
議員
︲

11

︲

城所 努
議員
西山宗一
議員

︲

小笠原陶子
議員
︲

松木義明
議員

11

11

丹沢連峰の眺望も人気のひとつ

新年早々、
菜の花とパノラマを楽しむ（1/6）

編集室だより

2

閉 会 後 に 寒 さ が 到 来、
やっと冬らしくなってきた。
吾妻山山頂にいるとＣＯ
％削減はどこ吹く風か、
と感じられるほど二宮町は
穏やかだ。
月議会は予算編成が煮
詰まってくる時期。９人の
議員が一般質問。機構改革
を見据えた条例改正も行わ
れた。
政権は交代したが、確実
に地球温暖化も財政難も地
方自治へ荒波として押し寄
せている。
議会だより委員はメン
バーが２人交代し、新委員
長となりました。実感伴う
紙面作りに励みます。３月
はケーブルテレビの試験放
送を予定。傍聴もお待ちし
てます。

委

委

員

員

員

員

副委員長

委 員 長

三橋

根岸ゆき子

松木

神保

城所

井上

義明

順子

努

良光

議会だより編集委員会

委

智子

委

gikai@town.ninomiya.kanagawa.jp

メールアドレス

FAX 0463-72-6691

TEL 0463-71-3311

25

12

中郡二宮町二宮961

〒259-0196
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新春の葛川で優雅にたたずむ白鷺

「新春のつどい」で楽しく演奏する
二宮ジョイフルハーモニカの皆さん

カメラ
ルポ

秦野市・中井町と広域連携を
深めるための議員交流会（11/2）

見事な出来栄えの正月飾りで笑顔満面

