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10年ぶりに二宮町で花火大会
１月28日（土）、梅沢海岸で二宮町商工会青
年部創立50周年記念花火大会が行われ、ス
ターマインや水中花火など約500発の花火が
二宮町の夜空を彩りました。

「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画」

策定方針をまとめています

町では、本格的な人口減少社会を迎えた今、将来的な公共施設の適正配置
や、現在は利用されていない町有地の有効活用を着実に進めるため、「公共
施設再配置・町有地有効活用実施計画」の策定を進めていきます。
平成28年度中に策定方針をまとめ、平成29年度には、策定方針に基づく具
体的な検討を行い、実施計画を策定する予定です。
実施計画策定方針とは、50年先を見据え公共施設を計画的に縮減・

実施計画策定方針の概要

複合化していくために定める実施計画の方向性を示すもので、次のよ
うな事項について定めていきます。

○実行性のある実施計画の策定に向けた方針
・行政サービスを維持・向上させるための実施計画とします
・実施計画は町民参加により策定します
・公共施設再配置の着実な推進に向けた目標設定と目標達成手法を検討します

○総延床面積の削減目標

・各公共施設の用途などにより分類した66施設と３町有地を対象とします
≪公共施設の施設分類と対象とする町有地≫
66 施 設

→

庁舎、貸館、福祉施設、スポーツ施設、文化施設、教育施設、子育て関連施設、
消防施設、地域集会施設、その他のいずれかに分類します

３町有地

→

東京大学果樹園跡地、国立小児病院跡地、正泉寺跡地を対象とします

・現状の公共施設の総延床面積に対し35％の削減を目指します
→延床面積の削減により、更新・改修にかかる財政負担の40％削減を目指します
≪計画期間別の削減目標≫
計画期間

短期
（10年後まで）

中期
（40年後まで）

長期
（40年後以降）

２％削減

30％削減

35％削減

延床面積の削減目標
更新・改修費の削減効果

40％削減

≪公共施設の削減目標達成イメージ≫

35％削減

70,000

延床面積

（㎡）

消防施設

50,000

子育て関連施設

40,000

教育施設
文化施設
スポーツ施設
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福祉施設
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地域集会施設
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その他

貸館
H28（現況） H30-39

平成29年３月号

H40-49

H50-59

年 度

町役場の電話番号

H60-69

H72

☎0463−７１−３３１１

庁舎

○実効性の高い「シンボル事業」を位置付け

・公共施設再配置・町有地有効活用事業のうち、３つの観点から事業全体を象徴して方向性を示せるような事
業をシンボル事業として位置付け、先行実施します
≪シンボル事業を選定する３つの観点≫
☆町民サービス・利便性の向上が期待できること
☆民間のノウハウや資金の活用が可能であること
☆比較的短期間で事業効果をアピールできること

≪シンボル事業≫

①東京大学果樹園跡地の交流拠点としての有効活用
子どもたちを中心とした「交流の場」としての活用に
ついて、民間事業者などとの連携を含む検討を行います。

②スポーツ施設の管理運営の効率化

公民連携による管理運営方法や施設の統廃合、施設間で

の統一的な予約方法について検討を行います。また、３つ
の町営プール（町民温水プール、山西プール、袖が浦プール）
についても統廃合の検討を行います。

③老朽化した施設の統廃合・複合化

駅前町民会館など早急に対処が必要な老朽化した施設

については、他施設への機能移転も含め、利用者の活動
場所を確保できる方策を検討します。

実施計画の策定に先立ち、平成29年度にアンケートや町民
ワークショップなどを行います。

策定方針（案）に関する意見を募集します
募集期間：２月28日(火)～３月14日(火)
③メール：senryaku@town.ninomiya.kanagawa.jp
④企画政策課へ持参（平日８：30～17：15）
閲覧場所：企画政策課窓口、ホームページ、町政資料
閲覧コーナー（役場２階）、ラディアン、図 対
象：町内在住または在勤・在学の方
書館、町民サービスプラザ、町民活動サ そ の 他：・記入いただいた個人情報は、提出された
ポートセンター
意見の内容を確認する場合に利用し、二
提出方法：任意様式に必要事項(意見募集名称、氏名、
宮町個人情報保護条例に基づき、厳重に
住所、意見)を記入のうえ、次のいずれか
保護・管理します。
の方法で提出
・意見は簡潔に記入してください。
①郵便：〒259-0196(住所不要)
・意見募集終了後、いただいた意見に対す
企画政策課戦略推進班あて
る考え方をホームページで公表します。
②ＦＡＸ：73-0134
（個別回答はしません。）
問
平成29年３月号

企画政策課戦略推進班
広報にのみや
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みんなで地域づくりに取り組もう

近年、自治会に加入しない方が増えている傾向にありますが、東日本大震災、熊本地

震などの経験により、地域における支え合いの大切さがあらためて見直されています。
災害時や非常時には、自分の身は自分で守る「自助」はもとより、「共助」としての
自治会単位での助け合い、支え合いも重要です。
隣近所での助け合いや思いやりの気持ちが、将来にわたって住みよい地域づくりにつ
ながります。
自治会に加入し、町民みんなで地域づくりを進めましょう。自治会への加入方法が分
からない方は、お問い合わせください。

地区長連絡協議会 自主研究会報告書が完成
「地区長連絡協議会」は、地区のまとめ役となる地区長20名で構成
され、情報の共有や地域の活性化に努めています。
地域課題解決に向けた取り組みとして、毎年、自主研究を行い、今
年度は「地域包括ケアシステム」「地区割りの広域化」「地域防災」
について研究しました。

自主研究発表時の様子

利用しよう！

にのみや町民活動サポートセンター
町民センター１階にある「にのみや町民活動サポートセンター」
は、町内で社会的課題に主体的、自主的に取り組む町民活動（営利
を目的としない公益性のある活動）をしている、またはしようと計
画している団体を支援する施設です。

交流コーナー利用時の様子

開館時間：９:00～17:00（年末年始は休館）
電

話：71-0141（町民センター）

そ の 他：町民活動についての相談を毎週月・木曜日にまちづくり
推進員が行っています。

サポートセンター設備のご案内

●交流コーナー（16人程度まで利用可能）

使用料無料。使用日の属する月の２か月前の初日から、電話
またはサポートセンター窓口で予約できます。
※事前に使用登録が必要
●展示コーナー
使用料無料。イベントの開催案内などを展示できます。

町民活動団体PR情報シート
ができました！
町に登録している町民活動団体の情
報を掲載した「町民活動団体ＰＲ情報
シート」ができました。町民活動サ
ポートセンター、ラディアン、ホーム
ページにて閲覧することができますの
で、町民活動に興味のある方は、ぜひ
ご覧ください。

●コピー機
白黒１枚につき10円で利用できます。
●印刷機
製版１枚につき100円で1,000枚まで印刷可能（紙は持ち込み）
※政治・宗教・企業・個人などの活動には利用できません。
●レターケース
使用料無料。団体内での連絡や他団体との情報交換に利用で
きます。
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問
平成29年３月号

町役場の電話番号

☎0463−７１−３３１１

地域政策課地域支援班

町職員の給与・職員数の状況
町職員数や給与は、地方公務員法などの法令に従って条例で定めています。
また、その給与額は、国や他の地方公共団体、民間企業に従事する方の給与などを考慮し、国の人事院勧告
に準じて決定されます。

人件費の状況（一般会計決算）
住民基本台帳人口
（平成28年1月1日）
平成27年度

29,267人

歳出額
（Ａ）

人件費
（Ｂ）

実質収支

人件費率 平成26年度の
（Ｂ／Ａ）
人件費率

7,873,054千円 221,478千円 1,776,421千円

22.6％

23.1％

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

職員給与費の状況（一般会計決算）
職員数
（Ａ）

給与費
給料

職員手当

平成27年度 208人 685,526千円

期末・勤勉手当

187,138千円

１人当たり
類似団体平均
給与費（Ｂ／Ａ） （平成26年度）

計（Ｂ）

261,521千円 1,134,185千円 5,453千円 5,748千円

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は、平成27年４月１日現在の人数です。
※特別職の給与は含みません。
※類似団体とは、全国の同規模地方公共団体のことです。

職員の平均給料月額および平均年齢の状況（平成28年４月１日現在）
一般行政職
技能労務職

二宮町

国

神奈川県

類似団体平均（平成27年度）

平均給料月額

282,833円

331,816円

334,764円

313,133円

平 均 年 齢

38.5歳

43.6歳

42.9歳

41.9歳

平均給料月額

247,483円

287,447円

―

293,609円

平 均 年 齢

48.6歳

50.4歳

―

50.3歳

職員手当の状況（平成27年度実績）
期末・勤勉手当

退職手当（平成27年度実績）

合計

一人当たりの
平均支給額

定年・勧奨等

自己都合

勤続20年

25.55625月分

20.445月分

６月

12月

二宮町

2.0月分

2.2月分

4.2月分

1,270千円

勤続25年

34.5825月分

29.145月分

国

2.0月分

2.2月分

4.2月分

―

勤続35年

49.59月分

41.325月分

最高限度額

49.59月分

49.59月分

給料
月額等
町

期末手当
（平成27年度実績）
６月

12月

2.0月分

2.1月分

合計

長 766,000円

副町長 632,000円

4.1月分

教育長 581,000円
議
議

※全職種に係る職員に支給された平均額です。

長 382,000円

副議長 299,000円
員 283,000円

●その他加算措置
・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）
・調整額
●１人当たり平均支給額
定年・勧奨 … 13,279,379円
自己都合
…
1,431,115円

2.1月分

2.3月分

4.4月分

詳細はホームページを
ご覧ください。
問
平成29年３月号

総務課庶務人事班
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各種お知らせ
生涯学習ガイド

申
込：不要。直接会場にお越しください。
そ の 他：駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご
利用ください。

電話番号の記載がないもののお問い合わせ先は
町役場 ☎0463-71-3311（代）です。

催

し

子育てサロン「親子講座・親育ち講座」
子ども育成課子育て支援班

健康づくりガイド

じょうほう館

●親子で楽しい！うたタイム
と
き：３月１日（水）10：30～11:00
と こ ろ：栄通り子育てサロン
講
師：元気の出る歌の集い、 二宮
●親子でリトミック
と
き：３月９日（木）10:30～11:10
と こ ろ：栄通り子育てサロン
講
師：一色由利子氏
●絵本の読み聞かせ
と
き：３月13日（月）10:30～11:00
と こ ろ：百合が丘子育てサロン 講
師：にのみやおはなし会
申

込：不要。直接会場にお越しください。

☎ 72-6912

各種相談

参加者全員が名器「スタインウェイ」で演奏を繋いでいきます。
と
き：３月５日（日）９:45～17:00（開場９:30～）
と こ ろ：ラディアン ホール
入 場 料：無料
そ の 他：二宮演奏家協会会員によるミニコンサートも開催（中盤ごろ）
申
込：不要。直接会場にお越しください。

トピックス

消費生活講演会
「食品表示を読み解く！
〜パッケージの食品表示を見てますか？〜」
地域政策課地域支援班
と
き：３月７日（火）10:00～11:30
と こ ろ：町民センター ２Ａクラブ室
内
容：食品表示の見方や注意点を学ぶ
講
師：野本健司氏（食の安全を考える会）
定
員：50名
参 加 費：無料
申
込：不要。直接会場にお越しください。
そ の 他：託児があります。（先着５名、300円、３月３日（金）までに申し込み）
主
催：二宮町消費生活協議会、湘南生活クラブ生協コモ
ンズなかぐん運営委員会

二宮町防災講演会
防災安全課危機管理班
と
き：３月11日（土）10:00～12:00
と こ ろ：町民センター 大ホール
“自助力”アップを目指す防災づくり
テ ー マ：
「自分の命は自分で守る」を目標とした自助力の
内
容：
向上と自主防災活動を中心とした共助の重要性
についての講演
（公社）SL 災害ボランティアネット
講
師：葉木洋一氏（
ワーク SL 湘南ネット代表）
定
員：200名
参 加 費：無料
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平成29年３月号

生涯学習課図書館班

町役場の電話番号

☎ 72-6913

と
き：３月14日（火）10：00～12：00
と こ ろ：ラディアン 展示ギャラリー
内
容：・図書館「健康・医療関連図書コーナー」および図
書の紹介
・骨密度および血管年齢の測定と結果説明
・保健師・管理栄養士による健康相談など（随時）
申
込：不要。直接会場にお越しください。
主
催：二宮町図書館、健康づくり課

平成28年度人権教育研修会
「東日本大震災の課題〜その時障害者は〜」
生涯学習課生涯学習・スポーツ班

第13回ラディアン・ピアノマラソンコンサート
生涯学習課生涯学習・スポーツ班

図書館で健康チェック！

☎ 72-6912

車椅子で生活をしている講師の東日本大震災での被災体
験を基に、災害時の障がい者支援について考えます。
と
き：３月18日（土）10:00～11:30
と こ ろ：ラディアン ミーティングルーム２
講
師：小野和佳氏（前いわき自立生活支援センター職員）
対
象：町内在住・在勤の方
定
員：30名
申込開始：３月２日（木）９：00
参 加 費：無料
申
込：電話またはラディアン窓口で申し込み
そ の 他：当日は手話通訳があります。

神奈川大学包括協定事業
「神奈川大学でものづくりと３Ｄスキャン体験」
生涯学習課生涯学習・スポーツ班

☎ 72-6912

と
き：３月25日（土）９:20～13:00
と こ ろ：神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
集合・解散はラディアン（町バスで移動）
対
象：町内在住の小学１～３年生
内
容：レーザーカッターを使用し、オリジナルキーホル
ダーを作成
定
員：20名（先着順） 参 加 費：500円（材料費含む）
申
込：電話またはラディアン窓口で申し込み
申込開始：３月１日（水）９：00
協
力：学校法人神奈川大学

案

内

平成29年度ごみ収集カレンダー配布
生活環境課生活環境班

☎ 72-3738

平成29年度ごみ収集カレンダーを広報にのみや３月号の
配布とともに全戸配布しました。ごみ収集カレンダーは下記
の施設にもあります。
、ラディアン、町民サー
配布場所：生活環境課（役場１階）
ビスプラザ、町民温水プール、町立体育館、環境
衛生センター 桜美園
☎0463−７１−３３１１

臨時福祉給付金（経済対策分）の支給

緑が丘

２丁目
３丁目

中里

元町南
富士見が丘
松根

第2・4土曜日

10:00～14:00 緑が丘防災
13:30～16:00 コミュニティーセンター

第1・2・4木曜日 13:30～15:30
第3金曜日

９:30～12:30

第1・3金曜日

９:30～13:00

第2・4水曜日

10:00～16:00

第1・3木曜日

13:30～16:00

第2・4金曜日

９:30～13:00

第1・3木曜日
第2月曜日

百合が丘公会堂

個人番号カード休日受取窓口
百合が丘老人憩の家
百合が丘児童館

午後
中里防災
詳細検討中 コミュニティーセンター

毎週月曜日

13:30～15:30

元町北防災
コミュニティーセンター

毎週水曜日

13:00～16:00 元町老人憩の家

第1・3月曜日

13:00～16:00 富士見が丘児童館

第2・4金曜日

13:00～16:00

詳細検討中

上町児童館

中町

詳細検討中

中町公会堂

詳細検討中

下町老人憩の家

第1・3月曜日

13:30～15:30

第2・4火曜日

10:00～12:00

越地

第1・3月曜日

13:30～15:30 越地児童館

釜野

第2・4火曜日

10:00～12:00 釜野児童館

茶屋・川匂

毎週火曜日

梅沢

13:30～15:30

と
き：３月11日（土）９:00～15:00
と こ ろ：戸籍税務課窓口（役場１階）
そ の 他：「個人番号カード交付・電子証明発行通知書兼照会
書」(はがき)に記載された受取期限が過ぎていても
受け取り可能です。戸籍税務課窓口へお越しくだ
さい。はがきを紛失された方は、ご相談ください。

二宮育英会奨学金制度

富士見が丘防災
コミュニティーセンター

上町
下町

戸籍税務課戸籍住民班

梅沢老人憩の家

山西防災
コミュニティーセンター

軽自動車税グリーン化特例（軽課）の延長
戸籍税務課課税班
平成28年度税制改正により、平成27年度に実施されたグリー
ン化特例（軽課）が１年間延長されます。
平成28年４月１日から平成29年３月31日までに初度登録検
査を受けた３輪、４輪の軽自動車で、環境性能に優れた車両に
は平成29年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例（軽課）が
適用されます。詳細はホームページをご確認ください。

教育総務課教育総務班
対

象：高等学校・高等専門学校、修業年限２年以上の専
修学校、中等教育学校後期課程への進学予定者
支 給 額：月額6,000円
支給期間：学校在学中の期間（最大３年間）
条
件：高等学校等卒業まで町内に住み、平成28年度の世
帯の町民税の所得割額が51,300円未満で、下記の
どちらかの条件に該当する方
１.学 業成績が優良であり、勤勉な姿勢で学業に
取り組んでいる
２.ス ポーツ、芸術面などで成績が優良であり、
勤勉な姿勢で学業に取り組んでいる
提
出：町内中学校と教育委員会にある「奨学生願書」に
必要事項を記入し提出
対象
提出期限
提出先
町内中学校在学者 3月10日（金） 各中学校
町外中学校在学者 3月17日（金） 教育総務課
そ の 他：・採 用の可否は、６月ごろ開催される理事会で
審査し、結果をお知らせします。
・支給額が変更となる場合があります。
平成29年３月号

広報にのみや
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元町北

第1・3水曜日

場所

一色防災
９:30～11:30
コミュニティーセンター

各種相談

百合が丘

１丁目

毎週火曜日

開催時間

じょうほう館

一色

開催日

健康づくりガイド

これまで各地域で行われていた地域ミニ・デイサービスや
サロン事業が、新たに「地域の通いの場」として４月からス
タートします。
内
容：・高 齢者を中心に子どもから大人まで誰もが参
加可能で、話をしたりレクリエーションを楽
しんだりする地域の居場所です。
・定 期的な参加が、情報交換や安否確認につな
がり、介護予防にもなります。
・軽い体操などの健康づくり活動を行います。
対
象：町内在住の方
参加方法：お気軽に会場にお越しください。
〈地区ごとの開催日時と場所〉※現在、各地区において下記日程で調整中

消費税率の引き上げに伴う低所得の方への影響を緩和す
るために支給します。
支給対象：次の要件をすべて満たす方
・二宮町住民基本台帳に記録されている（平成28
年１月１日時点）
・平 成28年度分の町民税（均等割）が課税されて
いない
・課 税されている方の被扶養者や生活保護受給
者などでない
支 給 額：対象者１人につき１万５千円 ※１回限り
申請期間：３月１日（水）～６月１日（木）
申請方法：申請書に関係書類を添付し、郵送または福祉保険
課窓口に提出
そ の 他：・支 給対象に該当する可能性のある方に申請書
を郵送します。（２月28日発送予定）
・申 請書が届いていない方で支給対象者と思わ
れる方は今回全戸配布する案内をご確認いた
だくか、お問い合わせください。
・給付金は４月上旬以降、順次支給します。

生涯学習ガイド

福祉保険課福祉・障がい者支援班

健康づくり課地域包括ケアシステム班／
二宮町社会福祉協議会 ☎ 73-0294

実施地区区分

各種お知らせ

地区の交流場所として
「地域の通いの場」が始まります

各種お知らせ

平成29年度 小・中学校就学援助制度

平成29年春季火災予防運動

生涯学習ガイド

教育総務課教育総務班
対

健康づくりガイド

じょうほう館

象：①家族全員の町民税が非課税の世帯
②児童扶養手当を受給している世帯
③生活保護の停止や廃止、保護者が死亡、その他
の理由で経済的に児童・生徒が就学困難となる
特別な理由がある世帯 など
、
内
容：給食費、修学旅行、校外活動費（実費）
学用品費など、就学に必要な経費の一部を援助
期
間：１年間（年度途中に申請する場合は、認定された
月から支給され、期限は年度末です。
）
申請方法：教育総務課にある申請書に下記の必要書類を添付
して提出
①…非課税証明書
②…児童扶養手当証明書の写し
③…源泉徴収票、確定申告書の控えなど家族全員
の前年の収入がわかる書類
持
物：印鑑
申請期限：３月24日（金）
そ の 他：平成28年度の受給者で、継続を希望する方も必ず
申請してください。

各種相談

入学通知書は届いていますか？
教育総務課教育総務班

トピックス

４月に小・中学校に入学予定のお子さんの保護者に、１月
20日付けで「入学通知書」を郵送しました。届いていない方は
ご連絡ください。
また、
国立・私立学校などの学校に入学する場合は、
「入学通
知書」
と入学校の承諾書を教育総務課まで持参してください。

消防課予防班

～消しましょう その火その時 その場所で～
（平成28年度全国統一防火標語）
３月１日（水）～７日（火）の期間中、火災予防事業を行います。
実施区域：二宮町内全域
内
容：・消防車両による巡回広報
・少量危険物移動タンク貯蔵所立入検査
・消防機関による火災防ぎょ訓練

３月は自殺予防強化月間
健康づくり課健康長寿班

募

内

容

３月３日（金）

本会議

３月８日（水）

総括質疑

３月13日（月）

一般質問

３月24日（金）

本会議

生放送

内
19：00～

13：00～

19：00～

チャンネル：SCN マイタウンチャンネル２（112ch）
そ の 他：・SCN マイタウンチャンネル２は、加入者のみ視
聴可能です。
・放映日は変更になる可能性があります。
・詳細はホームページや広報板でご確認ください。

４月１日から消防指令業務の共同運用を開始
消防課庶務班

☎ 72-0015

119番通報の受信や出動部隊への指令などを行う消防指令
業務の効率化と高度化を図るため、平塚市および大磯町と共
同運用を開始します。
二宮町の119番通報は平塚市に設置する「平塚市・大磯町・
二宮町共同消防指令センター」で受信し、直ちに二宮消防署
に指令が入り、これまでどおり救急車・消防車が出動します。
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下水道課業務班

再放送

９：30～

平成29年３月号

町役場の電話番号

集

下水道運営審議会委員

議会事務局庶務課庶務班
き

☎ 71-7100

自殺は決して他人ごとではなく、誰にでも起こる可能性が
あります。
大切な命を守るため、いつもと違うと気づいたら勇気を出
して声をかけてください。
◆あなたにもできる自殺予防のための行動◆
①気づき…口数が減ったなどいつもと違う様子に気づいたら声をかける
②傾聴…本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
③つなぐ…早めに専門家に相談するように促す
④見守り…温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
◆専門相談機関◆
・神奈川県精神保健福祉センター こころの電話相談
月～金曜日（祝日を除く） ９:00～20:45（☎0120-821-606）
・平塚保健福祉事務所
月～金曜日（祝日を除く） ８:30～17:15（☎32-0130）
・横浜いのちの電話
毎日24時間（☎045-335-4343）

３月議会テレビ放映
と

☎ 72-0015

容：排水設備設置義務者および使用者の立場から町の
下水道事業について意見・審議する
募集人数：３名
応募資格：次のすべてに該当する方
・排水設備設置義務者および使用者
・平日昼間の会議に出席できる方
・本町の附属機関等の委員を３以上兼ねていない方
・本町の常勤職員および国・地方公共団体の議会
議員でない方
任
期：平成29年４月１日～平成30年３月31日
報
酬：6,200円（会議１回につき）※年２回程度開催
応募方法：所定の公募申込書を次のいずれかの方法で提出
①郵送 〒259-0196（住所不要）下水道課あて
②ＦＡＸ 73-0134
③メール gesui@town.ninomiya.kanagawa.jp
④下水道課窓口に持参
配布場所：ホームページ、下水道課窓口、ラディアン、町民
サービスプラザ
募集期間：３月１日（水）～22日（水）
☎0463−７１−３３１１

健康づくり課健康長寿班 ☎71-7100

図書館「雑誌スポンサー」
生涯学習課図書館班

☎ 72-6913

☎ 72-6913

と

き：４月～平成30年３月 毎月第３金曜日
①10:00～10:30 ②11:00～11:30
と こ ろ：ラディアン 和室
対
象：０～３歳児とその親
定
員：各15組
内
容：わらべうたを歌いながら体を動かし、親子のふれ
あいを楽しみます。
講
師：桐岡眞澄氏
申
込：図書館１階カウンターか電話で申し込み
受付期間：３月３日（金）～30日（木）のうち図書館開館日
そ の 他：１年間の登録制。定員に達した場合は抽選
（初めて申し込みされた方を優先します）

【申し込みしやすくなりました】テーマ別まちづくり移動町長室

地域政策課広報統計班

平成29年度よりテーマ別まちづくり移動町長室が変わります。これまでの実施方法に加え、新たに「団体訪問型」の開
催が可能になりました。今までより開催しやすくなった移動町長室で、町長と話をしてみませんか。
【テーマ別まちづくり移動町長室】
開催方法：特定のテーマについて課題を共有している団体か
らの呼びかけを受け、日時・場所を調整して開催
内
容：・開催時間は２時間以内
・団体の出席者は概ね10人以上
・開催テーマに関心のある団体外の町民も出席可

【団体訪問型】
開催方法：団体の会合の場に町長が出向く形で開催
内

容：・開催時間は30分から１時間程度
・団体の出席者は概ね５人以上

申

込：「まちづくり移動町長室開催申込書」に必要事項を記入のうえ、下記のいずれかの方法で申し込み
①郵送 〒259-0196（住所不要）地域政策課あて
②メール info@town.ninomiya.kanagawa.jp
③F A X 73-0134
④地域政策課へ持参
※申込書はホームページや地域政策課で取得できます。
そ の 他：・テーマや団体の内容によっては開催できない場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。
・このほかに、地区別まちづくり移動町長室を開催します。日程が決まり次第、広報にのみやでお知らせします。
平成29年３月号
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利用期間：４月１日～翌年３月31日（更新が可能）
と こ ろ：山西地区内４か所116区画（１区画約20～30㎡）
対
象：町内在住の方
利 用 料：１㎡あたり100円／年
申
込：申込書兼誓約書を産業振興課へ提出
そ の 他：・農 園を使用する際は、ホームページに掲載し
ている注意事項をよくご覧ください。
・現 在すべての区画が利用されていますので、
区画が空くごとに順次ご案内します。

生涯学習課図書館班

各種相談

「わらべうたであそぼう！」平成29年度クラス
産業振興課農林水産班

じょうほう館

年間20万人以上が来館する二宮町図書館に広告を出してみませんか。
対
象：企業、商店、団体など※個人の方は、ご相談ください。
掲載箇所：雑誌の表紙と最新号カバー、雑誌架
掲載期間：４月１日～翌年３月31日※年度ごとの更新制
（申し出のない場合は原則自動更新されます。
）
受
付：随時
そ の 他：・納 入していただく雑誌タイトルと開始日は相
談のうえ、決定させていただきます。
・詳細は図書館ホームページをご覧ください。

健康づくりガイド

募集人数：１名
採用年月日：４月１日
応募資格：保健師免許を有する方
業務内容：健康づくり事業や介護予防事業（健康相談、保健指導、
健康教育など）に従事※その他事務仕事あり
勤務条件：月10～14日 ９：00～16：00 時給1,500円
勤務場所：保健センター
応募期限：３月17日（金）
そ の 他：申込方法や選考方法など、詳細はお問い合わせください。

生涯学習ガイド

募集人数：12名
推薦・応募資格：農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適
化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所
掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うこ
とができる方
（ただし、次のいずれかに該当する方は推薦また
は応募することができません）
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
またはその執行を受けることがなくなるまでの方
③暴力団や暴力団員など、またはこれらと密接な
関係を有している方
任
期：７月20日～平成32年７月19日（３年間）
応募方法：所定の申込書を直接または郵送で農業委員会へ提出
〒259-0196（住所不要）農業委員会あて
配布場所：ホームページ、農業委員会窓口（町民センター２階）、
ラディアン、町民サービスプラザ
募集期間：３月１日（水）～31日（金）※郵送の場合は必着
そ の 他：詳細はホームページをご覧ください。

ふれあい農園

保健師（臨時雇用員）

農業委員会

各種お知らせ

農業委員（推薦・応募）

各種お知らせ
生涯学習ガイド
健康づくりガイド

じょうほう館
各種相談
トピックス
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平成29年３月号

町役場の電話番号

☎0463−７１−３３１１

各種お知らせ

生涯学習ガイド
健康づくりガイド

じょうほう館

各種相談

トピックス
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平成29年３月号

各種お知らせ
生涯学習ガイド
健康づくりガイド

じょうほう館
各種相談
トピックス
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平成29年３月号

町役場の電話番号

☎0463−７１−３３１１

各種お知らせ

生涯学習ガイド
健康づくりガイド

じょうほう館

各種相談

トピックス
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平成29年３月号

各種お知らせ
生涯学習ガイド
健康づくりガイド

じょうほう館
各種相談
トピックス
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平成29年３月号

町役場の電話番号

☎0463−７１−３３１１

緑化運動・育樹運動コンクール

公益財団法人神奈川県下水道公社主催の「下水
道作品コンクール」で、２名の方が入賞しました。
入賞作品は平成30年１月末まで下水道公社酒
匂管理センターに展示されます。

内閣府主催の「障害者週間のポスター」で、
次の方が入賞しました。

ＪＡ共済神奈川県小・中・高校生書道コンクール
ＪＡ共済連神奈川主催の「ＪＡ共済神奈川県
小・中・高校生書道コンクール」で、次の方が
入賞しました。

赤十字いのちの献血俳句コンクール

日本赤十字社主催の「赤十字いのちの献血俳
句コンクール」で、二宮中学校が、県中学の部
のうち最も熱心に取り組んだ団体として県で一
校のみの団体賞を受賞しました。
二宮中学校は、国語の授業の一環として俳句
や作文などの創作に積極的に取り組んでいます。
広報にのみや2月号15ページ「教育委員会表彰」にお
いて、二宮町駅伝チームメンバーの名前に誤りがありま
した。「飯田統貴」さんと「飯田紘輝」さんの表記が入
れ替わっておりました。お詫びして訂正いたします。

善意の寄付に感謝
庄司 誠 様
保坂 正勝 様
楠本 明久 様
松井 岐世啓 様
孫本 浩武 様
株式会社トラストバンク 様
ありがとうございました

町の人口

神奈川県知事賞
吉田 奈央さん（一色小６年）

（平成29年２月１日現在）
総 数
28,167人
（−19）
男
13,533人
（−14）
女
14,634人
（−5）
世帯数
11,276世帯 （＋4）
（

）内は前月比

※平成27年国勢調査確報値を基礎にしています。

平成29年３月号

広報にのみや
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トピックス

平石 美衣奈さん
（二宮西中３年）

長竹 さくらさん（二宮小４年）

各種相談

障害者週間のポスター

書道の部

金子 蓮さん（二宮小４年）

じょうほう館

（写真左から脇さん、諸星さん、坂巻さん）
【金賞】諸星 仁奈さん（二宮中２年）
「木を増やそう 君のその手が 救世主」
【銀賞】坂巻 大和さん（二宮中２年）
「水やりで 未来をうるおす 森になる」
【銅賞】脇 ゆうりさん（二宮中２年）
「緑の芽 残そう地球に いつまでも」

健康づくりガイド

ポスターの部

生涯学習ガイド

公益財団法人かながわトラストみどり財団主
催の「平成28年度緑化運動・育樹運動コンクー
ル」の標語部門で、３名の方が入賞しました。

下水道作品コンクール

各種お知らせ

◆◇表彰◇◆

広報にのみや

各種お知らせ

吾妻山菜の花ウォッチング
１月７日（土）～２月12日（日）

生涯学習ガイド

菜の花コンサート

文教大学和太鼓部「楓」

学校給食に二宮産菜の花

2017
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健康づくりガイド

ふたみ記念館の展示ギャラ
リーでピアノとギターによるミ
ニコンサートが行われました。

北口駅前広場で文教大学和太
鼓部「楓」による演奏が行われ、
集まった方々は勢いのある演奏
を間近で楽しみました。

一色小学校区地域再生協議会

■利用開始！コミュナルダイニング（共同キッチン）
百合が丘
児童館
●

●
一色小
一色郵便局●
●

●

二宮高校入口

二宮高校
●

●JA湘南
団地中央
バスターミナル

育美幼稚園●

県道秦野二宮線

小田原厚木道路

コミュナルダイニング
(共同キッチン)

問
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平成29年３月号

町役場の電話番号

☎0463−７１−３３１１

地域政策課地域支援班

http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/

水・木曜日11：00～13：00は自由に飲食ができるランチ
スペースとして無料開放しています。飲食物は百合が
丘商店街などで購入して、みんなでお食事でもいかが
ですか。

アドレス

県住宅供給公社は「食」や「食文化」を通じて住民
同士の交流を図るため、地域の囲炉裏端・縁がわを
テーマにしたコミュナルダイニング（共同キッチン）
を開設しました。友人と集まり、食材を持ち込んで
調理し、会食できるスペースとしてもご利用いただ
けます。
利用可能日時：毎週月・火・金曜日（祝日除く）９:00～17:00
利 用 料 金：300円/１時間（１日最大1,500円）
申
込：県住宅供給公社二宮団地現地事務所（☎80-9800）

町ホームページ

（旧）ふるさとの家の改修工事が完了しました。
名称を「古民家ふるさとの家」に改め、古民家活用
部会が管理運営していきます。
明治20年ごろに建築された貴重な古民家を４月か
ら一般の方にご利用いただくにあたり、利用方法の
説明会を開催します。
と
き：３月19日（日）11:00～
申
込：不要。直接会場にお越しください。
そ の 他：10:00～14:00は自由に見学ができます。
（当日は地域行事を行っています。）

一色駐在所

葛川

トピックス

■リニューアル！古民家ふるさとの家

編集発行

各種相談

「
（旧）ふるさとの家」、「知
足寺」
、
「川勾神社」で、グリー
ンにのみやプロジェクトを中
心とした有志の方々が縫い上
げた雛の吊るし飾りの展示が
行われました。

二宮町地域政策課広報統計班
〒２５９ ︱０１９６
神奈川県中郡二宮町二宮９６１番地

じょうほう館

雛の吊るし飾り展

１月20日の学校給食に二宮産菜の花
を使った「菜の花の和え物」を提供し
ました。
二宮産菜の花は、平成25年度より学
校給食に取り入れており、今後も地元
農家の方々の協力のもと、地産地消に
取り組んでいきます。
レシピはホーム
ページで公開して
います。

