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サイクリング回−ド配置計画で

−ドの着工と完成について︑十

確然とした進入路を施行したい︒
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きたいと申されたが︑具体的展

し︑極めて長期的展望をして行

社会情勢の中で町政全般を見直

聞きたいと思う由

ません自町の農業指導楠極策を

は半機半農を見逃す訳には行き．

維業者が今日まで支えられたの

次に町の中心産業である 繊

があるかどうか︒
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町長は︑現実の

積に不足するので検討します︒
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るが貴重な時問を費しているが

新田欣兵竈口

文 化 財 は︑県の歴史︑文化等
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いる︒

串請しまＬた︒規模については

考え方で進めて行きたい︒

の要求が高まりつつある坦又︑

スポーツが高まる中でその必要

中学校校庭夜問照明設置は︑

親元から離れない処で生活をと

ない為にも建設してほしい︒

若い有能な若者達を町か・ｂ出さ

民誰しも異議のない事です︒地
Ｌます︒

元の協力を得て強力に推進を致

文化活動の育成と文化財保謹

次に︑町道の街路灯設置につ

性が叫ぱれている由早期実現を

次に︑中学校夜間照明設置︑

は︑西桂町には西桂としての文

豪青＾答弁︺

化括動が必要です︒小さいもの

の正しい理解と将来向上発展の
基 礎 だ と 思う︒有形︑無形︑民

て早期着工をしてほしいが︑穣

次に︑体育協会予算の増額は

対し町長が並々ならぬ努力で不

振興で数多く質問され︑それに

町に該当工場がヨー４あリます由

を期すとの事ですが︑優遇対策
できないか︒他町村と比ぺ当町

況対策に取り紅んでいる事が判

測定器を購入する考えがあるか︒

生の定着確保を図リ教育の充実

は少ないので増額の必要と思う︒

リましたが︑商工会︑繊維関係
老と話し合いをして行くとの事

次に︑各議買より地場産業の

次に︑ＹＬＯ会館建設につい

展望の時期について伺います︒

次に︑教員優遇対策をして先

る︑保護する施設︹．ＹＬＯ 山

町立保育派に対する保育料の

て＾五十一年環境整備玉十二年

折 田 倣 一 ＾口

企業に指導的確立と︑計量器︑

次に︑産業廃棄物に丁いて︑

とは何か坦

減額措置婁求ですが︑財政上に

奮弁内審︶

問題がある︒設立当初で運営程

ですが︑その方向に出発したか

樋的な要清を願います︒

は郷田議貝よりありましたので

着手と云う事ですが︑構想につ

員会に付託し︑委員会で活動

次に︑議会運営指導とＬて︑
請願︑陳情を本会議に上程︑委

んでいる︒

省略するが︑この路線は︑生楯■

いと思います︒

いて現地説明を聞いて決定した

ール設置について︑すでに︑尊

河原纏の危険防止のガードレ

三ツ峠線の拡巾

の源︑生命線です着士願．．います︒

し︑検討を載きたいと思う︒

度が確黙とせず相当額の支出も
している︒もうしぱらく運営を

一室を利 用 す る ︺ 等 の 完 備 を 望

族資料︑天然記念物等数多くあ

でも将来に向い育て︑盛りあが

聚暴鮎 る議会議員さん）
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公 共 土 木︑農業土木工事に︑

皆さんの御協力をお願いします

土木工事を現在次のとおリ施
工いたしておリます︒工事期間
中は請負業者を督励しまＬて出
来る限り御迷惑がないよういた

す所存であリますが︑工事の都
合上止むを得す通行に支障をき
たす場合又河川工事のため長期

揚二号線舗装工事

◎上町地区

一湿什一一一帥詰篶
◎下暮地地区

滝入線改良工事．

擾什昇打ギ
上河原橋ガードレール設置工事

１１月−目辞令交付
西桂町消防団各部々■長及ぴ役
員は１０月訓日任期満了により退

団され︑新部長︑役員がそれぞ
れ選任されｕ月−日西桂町公民

館において武藤団長より辞令交

沈砂地と一部水路が立派に完工

一鰐︶廿﹂一︸詰讐
各工事につき御気付の点があリ

してお１﹈ますが引統いて用水路

付が行なわれました︒

す︒このため犬変な御迷惑をか
ました際は振興課までお知らせ

問流水を止める場合等がありま
かけする事となリますが工事完

の改良工事を陳情しその効果を・

七〇〇米

二米

サイクリング回■ド
竈殴工む竈工に
なリまＬた⁝

力をお願いいたＬます︒

施工に際しては関係各位の御協

高めるよういたしております︒

下さい︒

北竈士流習８障害防止ウ＾
◎倉見地区

水路延長

渡場用水路改良工事

計画

水路巾

技術部

交通部■

第一部

第二部

第一一蔀

＾審査調査︺し報告を行ない全

般状況が把握できるが︑運営に

＾町邊答弁︺

対し答弁と指導を願います︒

長期的展望について甘︑十二

望月

白井

岩雄

滝□新一朗

牛田

欣兵

茂

勇

ている方向に︑進み乍らで解決

業に飛ぴ乗った状況︑川の流れ

組んである予算︑始められた事

副部長
給 与

ます曲

あるので了承願います︒

議会の譲決︑協議という方針で

す由陳情関係は︑執行部完決︑

会条例にのっとり進めて載きま

議会運営は︑西桂町談会委員

＾樽鴉口＾・吝弁︺

今後も厳重なる監督︑指導を行
ないきれいな河川を目指します

岬二らろ貞を撤告します︒

規制単位を下回っており完全処

立入検査を実施Ｌた処︑法律の

該当工場について︑屈公害課で

産業廃棄物の処理問題ですが

＾税蠣住民■１答弁︺

は検討を加えて考慮をする︒

員とも対話し︑要求︑改善策等

教員優遇確保の間題は︑各職

考えであります岨

水路の蛙備政策を堅持Ｌて行く

農業対策については︑農道・

的に取組んでまい

年末資金導入は︑県とも横極

各個か︑含同かの形で推めます︒

商工会︑織協との話し合いを

してほしい︒

しなけれぱならない事情を了解

ます由ただ︑就任より日浅く︑
副部長

部 畏

新田

月定例町議会に発表させて載き

副部長

部 長

武漉漉」ｌ１

部 長

郷」ｌ１渡漉

田村辺辺
業 和規
精受原矩

成のため御理解を賜り御協力を
工○名及ぴ地区名

お願いいたします︒

◎倉見地区
倉見前田東海戸線＾堀尻︺改良
舗装工事

︵鮎一廿﹂一帥詰讐

広報八月号に■てお知らせいた

Ｌておりますサイクリングロー

︵渡場から白山神社前まで︶

れております︒五十年度計画は

◎本町︑柿園地区

五〇〇米

◎柿園地区

水路延長

ドの建設が十月下句より着工さ

計画

小︑沼農道新設工事二期工事︶

十月二十八日から

第四部

第五部

高佐堀高
尾野口橋
嘉清富茂
一明夫

梅渡小渡
原辺野辺
康長菊
勲雄寿雄

小沼用水路改良工事

工事

白山神社前から倉見農道に接す
る地点まで七五四︑六米が建設

◎本町︑長命橋よリ柿園︑富士

されます坦この工事計画は十月

二米

二期工事を引続いて三月三十日

急鉄橋まで一

水路巾
まで施行する予定

たが来年＝一月には立派に出来上

路用地の都合でのぴておリまし

十日体育の目までに完成し利用

◎駅裏線舗装工事

ん御承知のとおり昭和四十六年

り楽しくサイクリングが出釆ま

給 副部
〃 部
与 長長

与 長長
滝権永仲
口守田野
幸文治正
雄夫男治

出来る予定でありましたが︑道

度よリ町内倉見地区︑穴口用水

す御期待下さい︒

給 ．部
副部
川
与 長長
１１

北富士演習場障害防止事業は国
︑県の積極的な施策によｎ皆さ

◎本町地区

路︑渡場用水路︑小沼用水路工

一縁ｖ什一﹂一岬詰讐

柿の木線改良舗装工事

現在各用水路に土砂払い施設の

事が施工されてお１︺ます︒

一紙一廿一一ザ品ギ

藤辺辺村
好利潅正
徳章明之
給 副部
川 部
与 長長
目１』部
部
総

１１１月号｛５〕
５０

桂
西

竈

広．

峨

会

町長と青牢との

懇
去る九月二十九日に町
ｋはヒめ教肯肩買．ｋ︑教
叶十︑﹂ ＾ を 圭 じ え 青 年 約 二

十名が山席した︑

一青年活動の現況と今
■後 の 方 針 由

一町政に望むこと︒

と

は

問のうち︑保険料を納めなか

一︑国民年金に加入し︒ていた期

象になりません由

﹁通算年金制度︒
通コ

った期間＾免除期聞を除く︺

とともに発足し︑それまではな

保険に加入していた期間で一

二︑国民年金︑厚生年金︑船員︑

かったいろいろの年金制度の加

この通算年金制度は︑昭和一一一

めていない期間があるため︑年
金がうけられなくなる人に︑も

年金権を得る最後のチャンス！
あなたは莉額の老令年
金がうけられますか？

以上あれぱ通算されます白

ただＬ︑一年末満の期問が

年末満の期間

スを与え︑満額の老令年金をう

ぞれの制度から通算老令年金を

入期問をつなぎ合わせること．で

う一度保険料をおさめるチャン

満額の年金をうけ■るためには

けることができるように特別も

受けることができるようにした
制度です︒

通竈される

八つの制盧
二︑厚生年金保険

遭算される期間の合計が︑国

必要な期間

領した期聞

四︑厚生年金で脱退手当金を受

通算されません︒

て一年以上の期間になっても

期間が二回以上あって合計し

二回以上あ﹁て合計して一年

加入期閥の︑未納保険料を納め

うけられた制度です︒過圭に滞

三︑各共済組含の場合は︑短い

額は一ヵ月九〇〇円︒おさめ

一定の加入期聞になれぱ︑それ

るこ．とが必要です︒

納している人はこの機会に必ず

最低の条件としては保険料を
老令年金をうけることができま

で︑残る二ヶ月が年金権を得る

る期聞は︑今年の十二月末日ま

おさめた期間が十年なけれぱ︑

今までに保険料をおさめ

おさめておきまし上う由

せん

一其の他︒

確認Ｌてみる必要が有ります由

忘れた期問がないかどうか一度

三．船員保険

一︑国民年金

特例納付による保険料を納付

くわＬい二とほ役幻へ

最後のチャンスです︒

このことに付いて約二時

付は十二月一二十一目まで

＾後のテヤンス・特別納

間︑括発な話し合いが行
なわれ有意義なうちに懇
談会が終わりました︒

今後も機会がありました

その他の制度だけでは二十年と

なっています︒

民年金を含めた場合は二十五年

六︑私立学校職員共済組合

四︑国家公務員共済組合

その他国民年金に関すること

五︑地方公務員共済組含
保険料は︑おさめる月から︑

で分らないことがあるときは︑

Ｌたいときは︑十二月までの︑

二年をすぎると︑時効になりま

分割納付もあります︒

ら横極的な話し合いを持
って少Ｌでも明るい町づ

すが︑時効によりおさめられな

に加入していた・期間＾被保険者

二十五年の加入期問になること

年令以上にある人は二十年とか

その当時の年令に応じて十年か

ます︒このような人に対しては

は︑年令的にもむづかしくなり

そのほか︑国民年金に任意加

ら二十四年までに短縮されて通

ています︒

算年金が受け・■れるようになつ

人できる人が︑加入Ｌなかった

うち次にあげるものは通算の対

ただＬ︑加入していた期間の

期間も通算されます︒

が通算の対象になります︒

または組合員であった期問︺

しかし︑通算年金制度が実施

七︑公共企業体職員等共済組合

ています︒

日ですから︑■その当時︑一定の

されたのは昭和三十六年四月一

くリに貢献したいと恩っ

一般的には︑八つの年金制度
−旧民年金胆当係です−

八︑農林漁業団体職員共済組合
前の期間について︑遡っておさ

何でもご相談ください︒

●今後の行事子定

めることができる﹁特例納付﹂

くな﹃た昭和四十八年三月分以
十二月七日︵﹈︺

蓑能察

オリェンテーリン

グ
三月上旬

「

・ｎ月号１６〕
５０

小林金雄＾新任︺

渡辺種美＾川︺

前田虎雄＾新任︺

湯山正司

委貝

◎中掌校口体エ■旧⁝

というどころ︑普通の工法より

体育館でと︑現場は今最後の詰

二学期の終業式は新しい屋内

武藤晴美・武藤隆之

も三ヶ月も早く完成の見込で︑

跳ねまわれることでし上う︒

期は広い屋体で中学生は犬いに

屋外のスポーツのできない三学

渡辺 賢・滝□ 旭

任があると説 い て い ま す ︒

それを保謹し︑後代に伝える貫

人が文化財保謹の実践者であ１−

れます︒町守るみ︑町民一人一

を中心に具体的に事業か展開さ

た︒今後は前記文化財保誼委員

員会に対Ｌて答申がなされまし

教育委員会か・ｂ諮間した教育委

のあり方について︑西桂町社会

文化財保讃の重要性とその保護

十一月十一目付けで西桂町の

○文化財保竈のあリ方に
ついての答申が出る

前田税太郎

されました由

員︺として教育委貝会から委嘱

化財審議会委員＾文化財保護委

十一月一日付で次の方々が文

○文化財保竈委口決る

れ右の様な構成 に な リ ま し た 由

委員＾教育長︺渡辺逸造
十月六目三人の委員が選任さ

■．■委員

■ ■ ． 酎 職 務 代理

婁貝長

．Ｏ教育委員会の構成決る︒

∴二教育短信﹂
・１１月号１７〕

５０

桂

二んな二とも逮反になリます

清潔な政治家を育てるように
国︑県︑市町村の選挙の候 有権者■も心がけましユう目

新しい公職選挙法

一で︑

一▽

補者
★ 中元やお歳暮を贈ること︒
一▽ 同ヒく候補者となろうとす ★ 結婚式のときに︑お祝いの
る者
お金や品物を贈ること由 ＾全
一▽ 国会や県議会の議員︑知事 費制の場合︑会費を支払うこ
市町村長︑市町村議会誠員な
とはさしつかえあｏません︶
★ 出産︑入学︑卒業︑就職な
どのお祝いに︑お金や品物を

ど選挙によって公職について
いる者

一たたし親族に寄附することは

と︒

などのときに︑花輪を贈るこ

一は︑選挙区内の人に寄附をする 贈ること︒
一ことを全面的に禁止されました︒ ★ 開店祝いや落成式︑起工式
一許されます︒

病気見舞のときに︑お金や

★ お察りのときにお金を寄附
Ｌたり︑酒などを届けること
★

旅行する人に︑銭別を贈る

品物を贈ること︒

★

お葬式の際︑香典や花輸・

こと日

★

供物などを贈ること由

町内会や老人会などの集１︺

に︑お金を寄附したリ︑食事

亡

や酒を届けること︒

★

町内会などの団休旅行の際一

パス代などの費用を負担する一

弁当や飲物をさし入れたリ︑

選挙区からの陳情者などに

こと由

★

一

お正月などの来訪者に︑食一

食事や飲物をだした１︺︑おみ
やげなどをあげること由

事や飲物をだすこと曲

★

Ｏ■務所以外の蜴所の
立看板も邊反

板も規制されました由

﹁ＯＯ後援会連絡所﹂

事務所以外の家屋︑田んぽや

空地に︑

右どの立札・看板を出すことは

通反になります︒

Ｏ；打ちポスターも邊反

政治家や後援団体の裏打ちボ

スターも規制されました︒

一

ポスターを︑ベニヤ板やプラ一

スチック板を用いて掲げること

は違反になります︒

山

﹁国保モデル

地区事讐

計帥人が集リ町民の健康につい

■十月十六日に県国保課︑保健所
町︑保健指導医︑町内各層代表

◎償康を考える会開催

十二月二日まで

小口資金を

ご利用下さい

一千五十八万円

二百九十一一万円

昭和五〇隼十一月末現在＾見込︺

額

一残り限度額

一金額最高五〇万円まで

申Ｌ込み方涼

一貸出

して行きます︒

て真剣に討議しました︒

串体力づくりにはげみましょう

町への要望も多々あり︑ご意見
を基に町でも強力に事業を推進

十一月二十六唱よ１︺

火・の始末／

幸せを明日につなぐ

統一標語

期問

を期することを目的とする︒

秋季火災予防運動実施
■防火意識の向上を図り︑火災の

えるにあたり︑県民一人一八の

発生防止と人命損傷事故の絶滅

不燃物＾金属︑．ガラス．・

たぱこの投げ捨てと寝たぱこ

一保証人 二〇万円以上二人

◎わがまの防火膨断

︸病気の予防及ぴ自分自身の健

ｎ月から

の防止・暖房器具の安全点検・

済の一ヶ年です由

一期間二午月措置の十回返

陶器くず︶の収＾

ガユ器具の正しい使い方と点検

康状態の確認を
各予防接種︑各種検診︑衛

．２ ．６ ．７ ．９

は毎邊水喀です
可燃物は従来どおヅ毎週月・木

老人︑幼児︑病人の就寝場所の

生学習会は受けまし上う由

５０５０５０４５４０３５ヨ４

仁康−星つリ関催１０月引日

＾保健所︑町︑愛育会主催一

この資金は︑小□資金融

山梨中央銀行より融資致します由

定し︑保証協会の保証書を付け・

審査が行なわれ貸出の適否を決

資審査会で︑実状調査及ぴ書類

尚

ります凸

気軽に利用できる資金融資であ

でに商工会へ御申し込み下さい︒

以上に注意し︑毎月十五日ま

二〇万円以下一人

た︑芦沢茂義・秀子さんご夫婦
曜日︒

安全点検・消化用具の準備と習

午後１時３０分 一２時

馳年９月皿日︑出生の届をし
の長男 真二君︑︐その人です︒

不燃物は透明ポリ袋へ︑可燃物

イン７ルエンザ
予防接種（第１回〕

昭和５０年９月６日︺

検

■自分の健康管理に勢力

＾誕生日

■尼

躰した使い方︒

午後１時３０分 一２

は紙袋へ入れてきちんと早やめ・

イン７ルエンザ
予防接種｛第２回

９月刎目西桂町役場において

乳

，１０月生まれ

期間中毎夜九時にサイレン吹鴫

＾〔

目とし記念品を贈リ祝福致しま

保育園児
西桂町保育所

西桂町住民登録人□四〇〇〇人

せ
お

した︒

三︑八八四人

レパー料理試食︑各種展示等︑

体力測定︑各種検診︑健康相談

西桂町の

分昇

．

日

１，
−
１
１
１
９
１１

三︑九八一人

一一一︑九九五人

大に開催されました︒

延四五三人

延一一一七九人

昭和５０年ｎ月１日現布

来場者には記念品を贈呈して盛

各体力測定

各種検診受診

八月号の役職員名簿中︑公平委

﹃正Ｌお腱ぴ藪Ｌ皇す︒

さい＾退佳者前田久光氏︺

員会委貝に相沢貫治氏を入れて下

８９２

世帯

９９５

．

３

人口

保育岡
西桂保育
対象児
場所

西桂町役場
所
場

５０年１
対象児

診

対象
場所

児

四︑ＯＯＯ人

午後１時３０分 一２時

に出して下さい︒

（町長に抱かれた真二君１

ル
＾。

四〇〇〇人

住 民 登 録人口

戸登

〉
月月月月月月月
１８

８〕
｛

・１１月号
５０

桂

