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平成23年6月定例会 6/3 ～ 6/10
▶議会で決まったこと
水槽付消防ポンプ車購入………………………… ２〜４Ｐ
▶特別委員会報告……………………………………………… ４Ｐ
▶一般質問で１１議員が登壇…………………………………… 4〜9Ｐ
▶町を彩る団体紹介…………………………………………… 10Ｐ

9月定例会のお知らせ

９月２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−

氏

議会で決まったこと

条例の改正
■二宮町議会
委員会条例の改正

百合が丘第２公会堂移
設のため、現在の施設を
廃止することに伴い同条
例から名称及び住所を削
るもの。
問 廃止から新公会堂設
置まで間が空くが住民に

■二宮町公会堂
条例の改正

12

不便はないか。
答 地区長と相談し、老
人憩いの家や児童館を代
用するという事で話がで
きている。

専決処分

国民健康保険税条例の

 一部を改正する条例

地方税法の改正に伴
い、医療費分、後期高齢
者支援金、介護納付金の
賦課限度額引き上げを行
なうもの。
４月１日より施行。
対１で可決。

老人保健医療特別会計

老人保健医療特別会計
の閉鎖に伴い本３月議会
で補正したが、その後過
年度の国庫補助金や返納
金の収入があったため、
補正措置を行なったもの。
全会一致で可決。

などの質疑があり、委員
会では全員賛成。本会議
では 名賛成
（１名欠席）
で可決された。

これからが本格的

暑さは

暑中お見舞い
申し上げます

神奈川県市町村職員退
職手当組合に情報システ
ム共同事業組合が加入
し、組合を組織する地方
公共団体数の増に伴う規
約変更の協議及び議決に
ついて、地方自治法第２
８６条第１項・第２９０
条の規定により提案され
た。
全会一致で可決。

神奈川県市町村職員退職
手当組合の規約変更につ
いて

12

二宮町議会一同

くれぐれもお体を大切に
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災害対応特殊水槽付消防
ポンプ自動車を購入

大震災に備え
ポンプ車をグレードアップ
（写真は同仕様車）

平成８年度に購入した しか入れないのでは。
水槽付ポンプ車が自動車 答 主に、道幅のある幹
４月１日、機構改革に
ＮＯＸ法で車検が更新で 線道路で使われる。
より「企画室」を「政策
きず、新たに災害対応特 問 水害時に低床車両で 部」に変更したほか、「生
殊水槽付消防ポンプ車を 大丈夫か。
活環境課が町民生活部に
購入することになった。 答 低床車両の方が使い 編入」されたことから各
購入契約金額は４千５６ やすい。
常任委員会の所管を変更
７万５千円。国の緊急消 問 オートマチックが使 するもの。
防援助隊設備整備費補助 いやすいのでは。
全会一致で可決。
答 性能を考慮してマ
金を利用する。
■特別 職 員 報 酬 費 用
問 補助金はいくらか。 ニュアルシフトにした。
弁償の額並びに支給
答 総額９６７万８千円。 問 車両に表示される文
方法条例の改正
問 水槽付ポンプ車の稼 字の目的は。
答 安全管理上、夜間で
働率は。
各種審議会・委員会に
答 稼働率 ％で高い。 も目立つようにした。
議員が充て職で任命され
全会一致で可決。
問 大型車では狭い道に
る場合に報酬を支給しな
い事を明文化したもの。
（ 監 査 委 員、 農 業 委 員 を
除く）
対１で可決された。
80

25

広域の枠組みの中での判
断なのか。施設の全容も
明らかでない中での用地
購入は拙速ではないのか。
答 広域の判断ではなく

大磯町・平塚市に二宮の
意気込みを示す必要があ
る。今後補助金などを検
討していく。
対２で可決された。

平成 年度二宮町土地開発公社
事業報告及び決算報告
日売却した。その他の
平成 年度は、
（仮称）
多目的広場用地（旧園試 用地取得事業はなく、財
跡地・面積４４．６７３ 産目録や、貸借対照表の
㎡）売却事業として二宮 報告がされた。
４月１日より施行。
町に、 億４８１万８千
対１で可決。
２７３円で平成 年３月

円・中里第２架道橋補修
工事１千６５０万円・せ
せらぎ公園木道改修工事
８００万円などが繰越と
なった。

６月までに５回の特別
委員会を開催した。主に
本条例全容を表わす前文
と目的の内容について議
論し、委員全員の合意に
至った。
過日、既に議会基本条
例が制定されている開成

町の前町長である露木順
一 氏 を 招 き、
「地方分権
と地方自治」と題し、開
成町での本条例の制定過
程と、その後の町政運営
や町民の町政への意識変
化について講演をいただ
いた。議員や町内外から
の多数の傍聴者との活発
な質疑応答がなされた。
今後は、さまざまな自
治体で議会基本条例策定
に携っている法政大学廣
瀬克哉教授に助言を受け
ながら、個別条例内容の
作成に向け議論していく。
また、町民の皆様の理
解を得るために、町民と
の意見交換会を町内３か
所で開催する予定。

♦基調講演 廣瀬克哉氏

（法政大学教授）
♦開催日 平成23年10月30日
（日曜日）
♦時 間 午後１時
開場
午後１時30分 開演
♦場 所 町民センター（大ホール）

平成 年度一般会計予算繰越
明許費繰越計算書の報告
平成 年度一般会計に
ついては 件の繰越があ
り、主に、ごみ積替施設
建設工事管理委託料９４
７万５千円・ごみ積替施
設工事１億３千６９１万

平成 年度一般会計予算
継続費繰越計算書の報告
が使っている複式簿記の
形式を取り入れ、４種類
の財務書類を作成してい
る。①貸借対照表②行政
コスト計算書③純資産変
動計算書④資金収支計算
書。二宮町は平成 年度
決算から作成・公表して
いる。
20

23

新地方公会計制度対策
事業（財産台帳等作成委
託料）の総額１億９千７
５４万円が繰越となった。
新公会計制度とは
従来の決算は、現金主
義の単式簿記で家計簿の
ようなものだったが、新
しい公会計では民間企業

町民の皆さまとともに二宮町の議会
基本条例を策定して参りたいと考えま
す。ぜひご参加下さい。

22

22

22

議会基本条例制定
特別委員会報告

議会基本条例講演会開催の
お知らせ

11

31

12
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更に 件を予定する。
財源は県２分の１と町２
分の１で実行する。
問 剪定枝資源化施設用
地を工業団地内に２億２
千万円で求めることに関
して債務負担行為を行う
が、施設建設用地を他に
も検討したのか。
答 工業団地内は道路事
情・上下水道も既に整備
されており、町としては
初期投資も少なく有利な
判断と思う。
問 広域の枠組みの中で
行うのならば「平成 年
から検討する」となって
いるが、この用地購入は

脚光を浴びる太陽光発電

18

一般会計 補正予算
予算総額に歳入・歳出
それぞれ３千５９５万２
千円を追加。主なものは
議員年金廃止に伴う負担
分３千３８２万７千円。
太陽光発電設置補助金増
２６０万円など。
問 議員年金廃止に伴う
公費負担分は全額、町の
負担になるのか。
答 国との対応の中で全
額交付税対象となる予定。
問 太陽光発電補助金は
当初予算で 件分見込み
予算化されているが現状
と今後の見込みは。
答 当初予算分は既に全
額交付済みで補正予算で
25

25

議会テレビ放映運営委員会報告

90

に、一問一答方式へと変
更することが委員会の中
で検討された。
平成 年９月議会より
試験的に実施していく。
一問一答方式を取り入
れることにより、時間制
限を設ける。質問一件に
つき 分。二件以上は
分とする。

〜一般質 問 を わ か り や す く 〜
平成 年６月議会より
テレビ放映が実施され、
これまでに視聴者から
「一般質問の内容が不明
瞭」などの意見が寄せら
れた。現在、一般質問の
形式は三問一括方式と
なっているが、論点や争
点をテレビを観ている人
に分かりやすくするため

杉崎議長が

31

24

教育長 通学路はＰＴＡ
の校外委員を中心に保護
者と学校で決定する。現
ルートも一番安全性が高
いと考え指定した。二宮
小学校児童の約６割以上
がこの歩道を通学路とし
ており、対策が必要だと
思う。
都市経済部長 今後２年
間で地域公共交通計画を

策定し、駅広場と駅周辺
道路課題を整理・検討す
る。通学時間はバスの停
車を他の場所に移すよう
に当該企業に交渉してい
く。
桑原 このままでは混雑
解消できない。児童の危
険回避には駅北口広場再
整備が必要だ。地域公共
交通計画策定に期待する。

桑原英俊議員

二宮駅北口駅舎周辺と、
通
 学路の安全性について
桑原 駅北口の東西出入
り口では、朝の２時間だ
けでも３千人もの通勤・
通学者が通り、また駅北
口広場のロータリーでは
送迎用の乗用車と多数の
バス・タクシー等が停車
し、危険度が上がってい
る。新原田橋から線路際
の歩道区間では、特に雨
の日は傘がぶつかり合
い、児童が歩道からはみ
出しており危険だ。この
ような場所をなぜ通学路
としているのか。この状
況を教育委員会は把握し
ているか。駅北口広場の
整備計画は。
地域公共交通計画で
課題整理
町長 本歩道が通学に危
険であることは認識して
いる。北口広場整備は懸
案であり、暫定整備のま
まであるが、整備が急務
と考える。

（２）
（４）
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60

神奈川県町村議会議長会会長に

議会議長・杉崎俊雄氏
は去る５月 日に開催さ
れた神奈川県町村議会議
長会臨時総会において、
県町村議会議長会会長に
選任され６月９日就任し
た。
任期は平成 年６月８
日までの１年間。
また、７月１日より関
東町村議会議長会理事に
も就任した。

子供達の通学路の現状を
パネルで表現する

22

6月8・9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17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。

界の確定も行われていな
い。今後、境界の確定に
伴い更に面積が減ること
が懸念される。担当者は
購入土地面積が契約面積
より少なく確定した場
合、町民にどのように説
明するのか。過去に同様
の事例はあるのか。
町民生活部長 土地購入
を登記簿面積で行う場合
にはやむをえない。
原 購入した農地から約
１１０㌧のコンクリート
廃材が出てきた。農地に
あるはずのない廃材の処
分は廃掃法でも定められ
ているように元の地主の
責任で行うべきと思う。
町は処分費 万円を元の

地主に請求すべきだ。
支障物は町が処分

町民生活部長 造成工事
にあたり、支障物は町の
責任で撤去した。
原 工業団地内に剪定枝
のチップ化施設を予定し
ているが、工業団地は企
業や事業者の誘致を優先
すべきで、町の施設は投
資・波及効果の期待でき
る場所を選定し、用地の
確保は全体計画ができて
からでも遅くはない。
諸条件を考慮し決定

近藤

町長 この跡地の土地利
用ができれば、町の発展
に大いに寄与するものと
私も確信しており、現在
議論を深めているところ
だ。できれば跡地の購入

東大へ回答する

一、二か月のうちに

か。

行宏議員

東京大学果樹園跡地の
活用について問う


近藤 東大果樹園跡地の
活用から伺う。町の中心
部に位置する、この跡地
を活用することは、将来
の町の発展に大いに寄与
すると考えるが、取得の
意思はあるのか、また活
用方法についてどのよう
に考えるのか。取得する
とした場合、その時期及
び財源措置をどうするの

をしたい。現在、東大側
と交渉中であり、なるべ
く早い時期に一定の方向
を示したい。財源につい
ては、将来負担をできる
だけ縮小する観点での手
法を検討中だ。
近藤 財政的に厳しい現
状は町民も認識されてい
ると思う。あえてお聞き
したのは、購入の意思を
はっきり示してほしかっ
たからで、念の為伺うが
先方での、土壌検査は実
施済みか。
町長 最初は 億円だっ
たが、東大側で鑑定をし
直した結果、約半額とい
う数字が提示されてい
る。薬害のことも、きち
んと向こうで調べた後で
値段が決まると思う。
近藤 跡地購入を強く求
める。
（ 他 に 妙 見 地 区、 町 道 の
安全対策について）

10

用地問題など未解決のまま
進む建設工事

町長 他の候補地も検討
したが道路、上・下水道
などの条件から決定した。

多様な利活用が図れる
唯一、残された土地

冨士德議員
原

40
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契約面積と実測面積の違いを
町民に説明できるか
原 積替え施設建設用と
して調整区域内農地を平
方㍍あたり２万３千円、
総額約４千万円で購入し
た。土地の契約面積は１
千９９３平方㍍だが、契
約面積より約 平方㍍少
ないと報告された。しか
も、未だに近隣地主と境

一般質問

86

防災安全課・福祉課の連携で
災害時要援護者の対応充実を

根岸 障がい児者の被災
軽減として今準備すべき
いくつかのことを質問す
る。 ① 要 支 援 者 防 災 マ
ニュアルを作成し、要援
護者リストの位置づけを
明確にすることで全町的
に事前整備が進むと考え
るが如何か。②防災訓練
への参加状況は。③福祉

避難所の存在を周知する
べきだが町の考えは。
防災安全課長 要援護者
リストの整備は ％。福
祉部と協議し、高齢障が
い課が進めている要援護
者登録名簿を本人同意に
限り地区長に提供できる
要綱を検討中。防災訓練
については事故等を懸念
し遠慮いただいていたが、
今年度の防災訓練では実
践的な内容にする予定。
健康福祉部長 今回の大
震災で障がい者の特性
別、自閉症・発達障害、
視覚障害等の皆さんに対
応する文書が国から届い
ているので要支援者マ
ニュアルとして生かして

いく。

祉避難所は公表しない

１次避難所が優先、福

昨年、民生委員主導で行なった
避難所運営ゲーム「ＤＩＧ」

町長 福祉避難所は２次
的避難所だ。もし公表し
て希望を持った人が最初
にそこに行ってしまった
らどうなるのか、誰もい
ないのだ。障がい者だけ
が人間でなく健常者も人
間、初期動作で全員が一
緒に第１次避難所に行く
ことが理想。そのため地
域活動が大事になる。
根岸 車中泊等不安の声
がある。福祉避難所は、
他避難所と同等に町民へ
情報周知すべきだ。

教育長 小中４校が集団
下校。反省点もあるが、
小中学校の対応は適切で
あったと思う。 日の臨
時校長会で今後の対応を
協議した。
脇 意識改革や早急な対

適切な対応が集団下校

ついては子どもたちの安
全が第一と考えている。

脇

脇 未だ小学校での地震
発生時の対応説明がな
い。把握されていないの
か。避難訓練に反省は生
かされたのか。大人の願
いは子どもたちの成長と
安全。安心して暮らせる
まちづくりを願う。
（他に剪定枝処理施設の
今後について。東京大学
果樹園跡地の利活用につ
いて質問。
）

子どもの命は誰が守る

応見直しを指導したのか。
教育長 意識改革は十分
校内で話し合って出来て
いる。良い所悪い所を検
証するよう指示した。
教育次長 ４月に震度５
以上若しくは津波警報発
令時は児童引き取りと保
護者に通知。子どもたち
の安全を守るには、学校
長中心に先生方が一丸と
なるよう指導。
各校は４・
５月で避難訓練を実施。

正文議員

学校の災害安全対策を問う

脇 東日本大震災が起き
たが、地震発生時から児
童帰宅迄の各校の対応、
地震発生以降６月９日迄
の学校に対する教育委員
会の対応、学校がとった
防災対策、今後、災害に
おける学校の防災対策に
対し委員会はどう指導し
ていくのかお聞きしたい。
町長 学校の災害対策に

14

「備えあれば」

ゆき子議員
根岸

（６）
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一般質問

55

児、成長期の子どもたち
の健康を守る義務がある。
町は放射能汚染対策の
情報を一元化し、一つの
課で対応すべきだ。
また、
食品による体内被ばくを
しないために、正しい産
地表示を国に求め、正し
い情報を収集し、提供す
べきだ。
町独自の放射線量測定
器を購入し、保育園、幼
稚園、小・中学校、公園、
町立運動場、農地、住宅
地等の環境放射線量の測
定調査せよ。
また、
学校給食での水、
食材、牛乳の被ばく量を
明示すべきと考えるがど
うか。

県へ放射線測定や国

庁舎、町民センター

補助を実施しているが、
診断費用の１万５千円が
自己負担となり、耐震工
事への補助制度もない。
耐震化を進めることが、
震災での被害を最小限に
抑えることになる。耐震
診断の補助を拡充し、耐
震工事への補助制度をつ
くるべきではないか。

順子議員

町公共施設の耐震化を
早急に進めよ

67



90

神保

ついては耐震化が済んで
いない施設が相当数あ
る。震災への危機感が高
まっているこの時期に、
耐震工事の済んでいない
施設を町民に公表し、早
急に改修工事を進める必
要がある。また一般住宅
では全戸数の ・８％し
か耐震化されていない。
現在町では耐震診断への

から耐震化を進めたい

町長 一般住宅のリフォ
ーム助成と組み合わせて
耐震化を進めたい。
神保 長期に渡る避難所
暮らしになった場合、学
校給食センターを災害時
の炊き出し場所として防
災計画に位置づけること
が重要と考えるが。
防災安全課長 教育委員
会等とも調整して、今後
地域防災計画に取り入れ
るよう見直しをしていく。

平成23年（2011年）７月25日発行
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に対する補償の要望

17

神保 阪神・淡路大震災
を教訓にして平成 年よ
り耐震改修促進法が改正
された。それに伴い町も
年までの耐震化率を町
公共施設１００％、一般
住宅 ％を目標に掲げ
た。新耐震基準以前（昭
和 年５月）に建築され
た建物が基準となり、町
公共施設（学校含む）に

給食センターを災害時の
炊き出し拠点に

27

56

６月22日放射線量測定（RDS ‐ 30災害
現場用簡易測定器使用）を実施

町長 ５月 日に県町村
会から知事宛てに緊急要
望を出した。素人が自分
たちで測って、安心だと
言っているほうが心配
だ。今、懸命な収束に向
かっての作業が続いてい
る。
ただ、
それを早く願っ
て、祈って待つだけとい
う部分もある。食べ物で
も、そんなことを言った
ら食べるものはない。逆
に生きていけなくなる。
副町長 窓口の一元化は
生活環境部の防災安全課
で対応する。
30

陶子議員
小笠原

11

福島第一原発は危機的状況
環境放射線量測定調査せよ
小笠原 ３・ の地震と
津 波 被 害 は 甚 大 だ が、
もっと厄介な大災害は福
島第一原発崩壊だ。国は
国の責任で、東電は東電
の責任で努力すべきだ
が、我々地方自治体も精
いっぱいの努力で人々の
健康、とりわけ妊婦や乳

一般質問

13

19

防潮堤が計画されている梅沢海岸

一伸議員

町民生活部長 「自らの
命は自ら守る」と考え、
自主防災組織の育成強化
に努める。津波対策は県
に津波規模の再検証を求
める緊急要望書を提出し
た。標高表示は か所設
置したが増設の予定。総
合防災訓練に力を置く。

自主防災組織の育成
強化で対応していく

えず、二宮でも風評被害 は国や県の情報を重視し
が出ている。そこで、
１． て対策を図る。町村会で
町として施設や農作物等 県に放射能測定緊急要望
の放射能測定を求める。 書を提出した。
２．その値の意味や人体 浅 賀 梅 沢 海 岸 や エ ク
への影響など正確な情報 レールの辺りは海抜が低
の公開を求める。３．風 く 津 波 時 に は 大 変 危 険
評被害をどの程度把握し だ。１．これらの地域の
ているか。またその補償 避難の仕方は周知されて
を国や東電に求めるべき。 いるか。２．今後どのよ
町民生活部長 町として うに改善を図るか。３．
全町的規模で地域掲示板
や電柱等に現在地や避難
経路を記すことを求む。

浅賀

町の放射能測定及び
防災安全対策を問う


11

浅賀 ３・ 東日本大震
災は天災の地震、津波に
加え、人災の福島第一原
発事故を引き起こした。
撒き散らされた放射能に
対し、未だ収束のメドが
立たない。「日本では事故
ｍを整備した。残事業は 整備には防潮堤は必要だ は有り得ない」とする国
年度から次期計画で対 が、大波を防波堤でやわ や東電の安全神話の為、
応を考えたが、 年定置 らげないと防潮堤だけで 対策を怠ってきたからだ。
網が急潮で壊れ、 年再 は無理と思う。大災害の その為に住民は不安を拭
開された。 年には漁港 事 を 考 え れ ば 積 極 的 に
整備基本設計で取り組ん 国・県に働きかけ、二宮
だが９月に台風９号で西 の漁港整備には必要だと
湘バイパスの崩壊など甚 認識し取り組んでほしい。
大な被害を受けた。漁港
南防波堤なくして
整備懇話会を設置し、海
域部整備から、背後地を
漁港機能は保てない
含めた陸域部整備に変
更。背後地整備計画に必 町長 二宮漁港整備は、
要な土地として五ツ浦漁 南防波堤をなくして漁港
業から購入した。背後地 機能が保てない状態では
を含め国立小児病院跡地 放置できない。機能が発
へ接続道路整備等土地利 揮できる整備が必要。
用を考えている。
（他に給食センター隣に
西山 毎年台風で５ｍ以 計画している剪定枝資源
上の大波が来る。陸部の 化施設の安全対策を質問）

津波時に１人も犠牲者を出さない対策を！

13

15

宗一議員
西山

（８）
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梅沢海岸防潮堤は必要だが

南防波堤計画を進めるべき
15

西山 梅沢海岸背後地整
備計画（防潮堤）に至る
までの経緯とその為に取
得した五ッ浦漁場用地と
隣接地とのアクセスの考
えはどうか。
町長 国の第９次漁港整
備計画があり、平成元年
着手、９年度南防波堤

39

一般質問

には綿密な計画と大規模
な予算が必要で、具体的
な計画に踏み込めない。
添田 長期的な町づくり
では、まだ基盤整備が必
要であり、無電柱化はメ
リットが大きい。
まずは、
町の財政負担のない国道
と県道の無電柱化を推進
すべく、積極的に国と県
に要望を出すべきだ。

孝司議員

二宮町の
無電柱化推進計画を問う
添田
がありつぶれた。町道の
電線地中化は優先順位が
低い。住民からの要望も
ほとんどなく次期総合計
画で議論したらどうか。
都市経済部長 国道１号
に関しては、藤田電機付
近と二宮斎場付近で共同
溝は施行済みだが、無電
柱化には２，３年かかる
と聞いている。無電柱化

智子議員
三橋

三橋 東日本大震災を受
けて、従来の防災対策の
見直しが急がれている。
災害を「想定外」としな
いために、町はその基準
をどこに置くのか。
町民生活部長 神奈川県
が平成 年度に公表した
被害想定を基準として、

３・１１大震災の教訓を生かした

防災対策強化を問う
21



添田 家々の周りでは、
多くの電線類がはりめぐ
らされて、年々景観が損
なわれている。無電柱化
は、市街地や住宅地の景
観を向上するだけでなく、
多くのメリットが指摘さ
れている。バリアフリー
で快適な通行空間の確保。
台風や地震等の災害時に、
倒れた電柱や電線類によ
る危険の回避や緊急車両
の通行確保。また、情報
通信回線への被害軽減で
情報ネットワークの確保
などだ。国土交通省は電
線共同溝事業で無電柱化
を推進しており、大磯町
や国府津の国道１号は既
に無電柱化された。二宮
町の無電柱化計画を問う。
地震や台風で電柱が倒れたら

どうなるの？

6

21

8

21

全ての経験を生かせる対策を！

ハザードマップや避難の に
「被災者支援システム」
心得などを作成している。 を平常時から整備してお
三橋 他の自治体は、こ く必要があるが町の見解
の 月議会で防災強化の はどうか。
ために補正予算を組むな 防災安全課長 県の町村
ど 早 急 な 対 応 を し て い 議会が進めている「情報
る。二宮町の動きが全く システムの共同化」で導
見えないが。
入が可能だと思われる。
今後は積極的に働きかけ
８月 日の防災訓練を
をしていきたい。
三橋 防災行政無線の難
焦点に様々検討重ねる
聴地域に、電話で放送内
町長 今年の 月 日に 容が確認できる「音声自
行う町の防災訓練に向け 動応答サービス」が有効
て、避難所や津波規模の だと考えるがどうか。
設定の見直しなどを図っ 町民生活部長 情報伝達
ている。危機感を持ち、 の一つのツールとして検
討はしていく。
対策にあたっている。
三橋 被災後すぐに、必 （ 他 に Ｈ Ｔ Ｌ Ｖ ︱ １ の 母
要事業を継続できるよう 子感染予防対策を質問）
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国道 や 県 道 は 国 と 県
へ積 極 的 に 要 望 す る

町長 県道で以前そうい
う話があったが、反対者

一般質問

当会の活動は毎週１回
中町囃子保存会
の練習日と３月の平塚太
 （鎌倉囃子） 鼓フェスティバルをはじ
保存会会長
め、四社祭迎え太鼓、八
小泉孝之

坂祭礼、中、上町納涼祭、
中町祭り囃子は昭和
そして 月の川勾神社例
年青年会指導のもと、子 大祭迎え太鼓、
町体育祭、
ども会中心に夏祭りにむ 民俗芸能のつどいなどの
けて太鼓の練習を始めま 各行事に参加し、会員と
したが、祭りを盛り上げ その家族との親睦会を行
るには、笛がなければと うなど、保存会への理解
の思いから、下町地区の を深めています。７月に
協力を得て平成 年より 行われる八坂祭礼時の子
笛の練習も始めました。 ども会の太鼓練習には、
地域役員の方々が発起人 中・高校生が中心になっ
となり、平成 年に中町 て 指 導 す る こ と に よ り、
囃子保存会として正式に お 互 い の コ ミ ュ ニ ケ ー
発足しました。会員は中 ションがとれ、そのため
学生以上とし、
学生 名、 狭い町内ながら、毎年保
社会人５名、役員６名の 存会への入会希望者があ
計 名です。
ります。
今後も鎌倉囃子を継承
していかなくては、との
思いです。

上町祭囃子保存会
保存会会長
杉野俊夫

21

22

て 地 域 の コ ミ ュ ニ ケ ー 祭、二宮町民俗芸能の集
ション作りを目指してい いなど町内の行事に参加
ます。 ・ 年度の２年 しています。曲目は「四
間、公益財団法人「伝統 丁目」
「宮昇殿」
「冶昇殿」
文化活性化国民協会」に 「きざみ」
「屋台」を基本
応募し、地区に継承され として、祭りなどに備え
る 大 山 囃 子 の 実 技 の 指 ています。近年、少子化
導、また礼儀作法の基本 が進んできていますが、
を身に付け、豊かな人間 親子で参加し太鼓を楽し
性を養い、健全な精神が みながら、絆も深まって
育まれる事を目的とした いるように感じます。地
「伝統文化こども教室」
と 域の皆さまのご支援、ご
して開催し、その補助金 協力を今後とも宜しくお
で大太鼓・小太鼓の皮や 願い致します。
バチ、篠笛などを購入す
訂正とお詫び
ることが出来ました。小
１３９号の 面「町を
学生から大人まで幅広い 彩る団体紹介」
の記事中、
年齢層で、春の浅間神社 「 元 町 囃 子 保 存 会 」 は、
祭、夏の八坂神社祭、上・ 正しくは「元町祭囃子保
中町合同納涼カラオケ大 存会」です。訂正し、お
会、秋の川勾神社みそぎ 詫び申し上げます。

お祭りだけでなく
カラオケ大会でも活躍！！

14

編集室だより

３・ の大震災以降、
日本中で防災、また環境
に対する関心や危機感が
高まっています。
わが町でもこの６月議
会では、 名の質問者の
うち７名から防災や放射
能に関する質問がでるな
ど、防災に対する認識を
あらためて確認すること
ができました。震災が起
こる前に議会としてなす
べきこと。また震災が起
こった場合の議会の役割
りをそれぞれが考える機
会となりました。
そして議会だよりにつ
いてご意見を頂き、委員
一同たいへん感謝申し上
げます。皆さまからのご
意見を真摯に受け止め、
これからも関心をもって
お読み頂ける紙面づくり
を心がけて参ります。

委

委

員

員

員

添田

神保

孝司

順子

泰弘

行宏

冨士德

一伸

二見

近藤

原

浅賀

議会だより編集委員会

委 員 長

委

員

副委員長

委

gikai@town.ninomiya.kanagawa.jp

11

11

中郡二宮町二宮961

〒259-0196
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14
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カッコいいでしょ！！

雄壮な姿

10

昭和 年に大山囃子の
系列である、中里祭囃子
の指導を受けて保存会を
発足しました。
地域文化としての祭囃
子を継承し、太鼓を通じ
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町を彩る団体紹介
民俗芸能団体をシリーズで
紹介します！
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