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平成24年度補正予算出そろう
1市2町、それぞれの取り組み

在、平塚市、大磯町、二宮
町の1市2町で行われて
いる9月議会で、それぞれ

の市町における一般会計補正予算
が提出された。各市町の一般会計
補正予算額は平塚市：4億7458万
4000円、大磯町：4億1201万2000
円、二宮町：１億4898万2000円と
なっている。

平塚市

　平塚市は一般会計補正予算のう
ち繰越金から4億6075万4000円
を計上。全補正予算歳入額の内、実
に97%以上が繰越金の計算だ。補
正予算による同市の事業で最たる
ものは予防接種事業。9月からのポ
リオワクチンの切り替えに伴い、1
億5167万2000円の予算を割く。
生ワクチンから不活性ワクチンに
切り替えを行い、生後3カ月～90
カ月の乳幼児、約4800人が今年度

中に接種する見込みだ。
　また、障がい者福祉対策事業と
して5356万1000円を計上、大部
分は建設助成に充てられる。さら
に大神地区を中心に区画整備を進
める「ツインシティ構想」の整備推
進事業に4000万円が充てられる。

大磯町

　大磯町の主な歳入補正要因は特
別会計からの繰入金の増額と前年
度繰越金だ。この歳入分から２カ
年継続事業として大磯小学校体育
館耐震改修事業を進める。平成24
年度はこの6割である5128万円を
補正予算から計上。翌年、残りの4
割を実施する。
　さらに身体障害者構成医療対象
者5人増に伴う給付費の支出とし
て1200万円を、申請件数の増加に
伴う住宅用太陽光発電設備設置費
補助金35件分の支出を補正予算で

組んでいる。

二宮町

　二宮町の歳入のメインは前年度
からの繰越金(7060万1000円)と
地方交付税(4552万円)。町は歳入
から、在宅高齢者生活支援事業と
して400万1000円を充てる。特に
マップシステムとして名簿と地図
情報を統一したシステムを使用、
一人暮らしの老人の見守りや孤独
死の防止などを目指す。さらに
887万7000円を子宮頸がん等ワ
クチン接種事業に充てる。これに
より既存の520人に加えて263人
分のワクチン接種が可能になる。
また、環境保全推進事業として
156万円を計上、これは住宅用太
陽光発電システム設置費補助金に
充てられる。50件の申し込みがあ
り既に受け付けが終わっていたが、
さらに15件分の増額となる。
　各市町ではこの他に特別会計に
も補正予算が提出されている。さ
らに詳しい予算に関する情報は市
町のHP、または財政担当課まで。
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人権尊重社会の実現をめざして
パブリックコメント実施　平塚市

塚市における人権尊重社
会の実現を目指し、人権
施策を総合的かつ体系的

に推進するため策定が進められて
いる｢平塚市人権施策推進指針｣。そ
の素案がまとまったのを受けて、同
市では市民に周知するとともに市
民意見を募集するパブリックコメ
ントを実施する。
　同指針は平成23年7月に行われ
た｢人権に関する市民意識調査｣か
ら始まり、数回の懇話会を経て素案
が作成された。基本理念に｢一人ひ
とりの人権が尊重され、共に生き、
支えあうまちづくり｣を掲げ、基本
目標、施策推進体制、共通・分野別施
策の方向性、と細かく体系付けられ
ている。基本理念は一般的な内容だ
が、施策レベルで見ると｢女性の人
権｣｢子どもの人権｣｢高齢者の人権｣
｢障がいのある人の人権｣等々に細
分化されている。
　今回特筆すべきは、他市町村には
無い｢自殺対策｣と｢災害発生時にお
ける人権｣を盛り込んでいる点。｢自
殺対策｣は名前の通りではあるが、
近年、TVをはじめ各マスコミで取
り上げられることも多く、非常に身
近、かつ注目度も高い分野だ。また

｢災害発生時における人権｣は先だ
って発生した東日本大震災を受け、
設けられたもの。災害時要援護者等
に配慮した避難所の運営や、防犯対
策と相談への対応などが含まれる。
　市の人権・男女共同参画課では｢
身近な部分で人権にまつわる問題
が発生した際に、理解を深め日常生
活に反映できれば｣とコメントして
いる。
○募集期間：9/7(金)～10/9(火)
○閲覧方法：公共施設(市役所、各公
民館他)、市のHPで閲覧可能。
○対象：平塚市に在住・在勤・在学の
人、平塚市で事業を営む人、平塚市
で活動する団体、平塚市に納税義務
のある人
○意見提出の方法：表題に｢平塚市
人権施策推進指針(素案)への意見｣
と明記し、住所、氏名、連絡先を記載
(団体の場合は団体名、代表者名)の
うえ、人権・男女共同参画課へ直接、
または郵送、FAX、E-メールのいず
れかで提出
○意見への回答：提出された意見へ
の個別回答は行わず、内容ごとに整
理し、意見に対する市の考えを一括
して好評、回答する
○問い合わせ：同課☎21-9861

平

NEWS 03

士山頂から太陽が昇る瞬
間と夕日が沈む瞬間にダ
イヤモンドが輝くように

見られる大気光学現象「ダイヤモ
ンド富士」。平塚・大磯・二宮では、
そのダイヤモンド富士が今月中頃
まで観測できる。
　同現象が見られる条件は、富士
山が東か西の方向に見える場所で、
気象条件さえ良ければ年に２回観
測することができる。平塚・大磯・
二宮も例外なく、それぞれの地点
で４月と９月の日没時に観測が可
能だ。
　大磯では今月１日～３日に県立

大磯城山
公園と照
ヶ崎海岸
で観測可
能とみら
れていた
が、今回
は曇天で
見ることができなかった。平塚・二
宮の主な観測地点と観測が予測さ
れる日程は次の通り。平塚海岸
9/5・6、七国峠・遠藤原9/6・7、湘南
平9/7、吾妻山9/8、馬入大橋周辺
9/9・10、金目川・観音堂・湘南銀河
大橋9/15・16（国土交通省関東地

方整備局HPより）。
　観測地点が少し異なるだけで見
られない場合も。観測可能な地点
は日ごとに南から北に変わってい
くとのこと。上記の日程を目安に
日没時、富士山を眺めてみては。
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子どもたちに本物の音楽を
80周年のひらしん、初のコンサート

立80周年を迎える平塚信
用金庫（石崎　明理事長）
では2日、記念事業「ひらし

んファミリーコンサート　家族で
楽しむはじめてのオーケストラ」を
平塚市民センターで開催した。同信
金がコンサートを主催するのは今
回が初めてのこと。

　会場では田部井剛氏を指
揮者とする平塚フィルハー
モニー管弦楽団による演奏
が行われ、２回公演で約2500人が
来場した。曲目は『スターウォーズ
メドレー』や『宮崎駿アニメメドレ
ー』など子ども向けのものが選ばれ
『ラデツキー行進曲』のアンコール

も。
　また当日会場で集められた東日
本大震災に対する義援金（計６万
8804円）は、同信金より「あしなが
育英会」に寄附されている。
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ご存知ですか？
ダイヤモンド富士

昨年４月に大磯で撮影されたダイヤモンド富士（提供＝大磯町）

各市町補正予算一覧（一般会計）　　　　　　　　（単位：千円）
　

平塚市
大磯町
二宮町

　
88,401,446
9,358,949
7,512,000

　
474,584
412,012
148,982

合計　　
88,876,030
9,770,961
7,660,982

補正前予算額　　 補正予算額

主な歳出　　　　　　　　　　　　　　　　     （単位：千円）
　

平塚市

大磯町

二宮町

障がい者福祉対策事業
予防接種事業
道路施設改修事業
ツインシティ整備推進事業
大磯小学校体育館耐震改修事業
障害者医療費助成事業
道路施設整備・維持等
環境対策推進事業
在宅障がい者援護事業
在宅高齢者生活支援事業
老人保健事業
予防接種事業
子宮頸がん等ワクチン接種事業
環境保全推進事業

歳出額　　
53,561
151,672
158,000
40,000
51,280
12,000
34,400
3,640
1,060
4,001
2,390
4,532
8,877
1,560

概要
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　生前、富士山をこよなく愛した徳富蘇峰
が蒐集したコレクション展を開催中。蘇峰
自身の筆による富士山にまつわる書をはじ
め、谷　文晁、堅山南風等、著名な作家の
｢富士山｣を展示。○入館料：一般 700 円、
高校大学生 500 円、中学生以下無料○休
館日 : 毎週月曜日（祝日の場合は開館し、
翌日休館）○問い合わせ : 同館☎71-0266

徳富蘇峰が愛した
富士山コレクション展Museum

徳富蘇峰記念館　二宮町
　平塚市美術館の所蔵品の中から、明治時
代から現代にかけて描かれた約 60 点のこ
どもの姿を 4つのテーマにわけて紹介。さ
らに特別展示として、約 2年間におよぶ修
復を経て、描かれた当時の姿を取り戻した
川村清雄の幻の大作『滝』を初公開。○期間：
9/17( 月・祝 ) まで○問い合わせ：同館☎
35-2111

夏の所蔵品展
美術の中のこどもたちArt

平塚市美術館

　平塚市では救急の日 (9/9) に合わせ「ひ
らつか救急フェア 2012」を開催する ( 平
塚市消防本部主催 )。内容は心肺蘇生法と
自動体外式除細動器 (AED) の体験など。救
急救命医療の大切さや救急車の適正利用を
呼びかける。○日時：9/9( 日 )10 時～ 16
時 (雨天決行 )○会場：ＯＳＣ湘南シティ (代
官町 33-1☎21-5111)

ひらつか救急フェア
助けます・・・その命！Event

ＯＳＣ湘南シティ　
　小学生の子どもたちの疑問に大学の先生
が授業で答える。○日時：10/14( 日 )、21(
日)、28(日)10時10分～11時40分○会場：
東海大学湘南キャンパス○対象：市内小学
4・5・6年生で全日参加できる人○定員：
50 人○参加費：500 円 ( 教材費 )○申し込
み問い合わせ：平塚市教育委員会社会教育
課子ども大学担当☎35-8123 

大学で学ぼう
奏アカデミーStudy

東海大学湘南キャンパス　
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毎週金曜日は湘南の厳選した物件をご紹介

湘南ハウジングジャーナル
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