部市計画︐■会 条 例 の 制 定

都市計画の策定及び都市計画

提案理由

事業の円滑な実施運営を図るた

地方税法の一部改正による︒

提案理由

宅地に固定資産税を課する場

説明

合︑住宅用地であるか非住宅用

めに町長の諮問機関として都市
計画審議会を設置する︒平成６

拠となる土地評価額が上昇する

できません︒なぜなら︑課税根

ることができますが︑この条例

庭は︑家庭奉仕員の派遣を受け

十円にするものです︒なお︑派

値上げして一時問当たり八百八

改正は︑派遣の手数料を二十円

遣手数料を納付する人の所得税

土地評価額が上昇すると税負

の改正では︑負担調整率という

担も上昇するわけですが︑今回

手数料が減額されますが︑この

額が一定基準以下ですと︑派遺

条例内容中︑規定根拠として

。

。

での１０目間の会期で行われました

からです︒

ものも改正され急激に高騰する

うけている家庭の実質的負担は

た︒従って派遣手数料の滅額を

減額金額も二十円多くなりまし

税負担を和らげようとしていま
す︒

この改正条例の適用は評価替

のある平成六年度からです︒

老人医口︐助成金支沿条例の一

てきます︒住宅用地の固定資産

家庭奉仕二派邊手敦榊条例の一

郡改正

地であるかによって税額がかわっ

て税負担は軽くなっていますが︑

税は︑非住宅用地のそれに比べ

提案理由

部改正

年度からの下水道事業の実施に

説明

が必要である︒

担軽滅を更に図ろうというもの

今回の改正では︑住宅用地の負

関しても都市計画審議会の設置

都市計画審議会は︑町長の諮

ある町づく １〕をすることが都市計画の目的です 。つま
り都市…寸画とは限られた町の土地の中に計画的な土地

変らないことになります︒

問に応じ︑都市計画の策定及び

・

提案理由

。

国の運営要綱の改正による︒

現在の地域整備において特に重要とされているもの
は、 道路 ・公園 ・下水道ですが 、これらを中心として
町としての機能を効果的に発揮させるため 、計画性の

ます︒

ほぼ毎年見直されてい

するもので︑これは︑

所得制限を二万円緩和

せん︒今回の改正は︑

ているものではありま

ての老人が対象となっ

制限されており︑すべ

得金額以上の人などは

費の助成は︑一定の所

しかし︑この老人医療

金額は安くてすみます︒

ができ︑病院に支払う

費の助成を受けること

や鯛歳以上の人は医療

特定の砺歳以上の人

内容

の改正による︒

いる政令＾国民年金法施行令一

利用の青写真を描くことであリ 、それを実践していく
場所のことを都市計画区域というのです
町では今 、この青写真なるものを作成しています

内容

。

しかし︑実際には土地の固定

らのまちづく １〕に対する進んだ考え方の表れでしょう
■方 、目本は経済犬国と呼ばれていますが 、都市の
整備 ・開発に関してはかな １〕遅れていると言われてい
ます 。従 って 、これからの町の在 １〕方を考え 、改善を

です︒

現在の欧米諸国の素晴らしい景観 、町並みは 、昔か

都市計画事業の実施に関し︑必

身体障害者︑心身障害児の家

。

進めてし 、くことが日本のわたしたちの今後の課題です

資産税が軽減されることは期待

元前の古代ローマ帝国では 、驚くぺき事業が実践
ていました 。それは 、この時代に下水道整備事業
われていたということです 。都市の健全なる発展
序ある整備を図りながら吉代人は生活していたの

要な事項を調査︑審議して︑意
見の答申を行う団体です︒

部市計画ってなんだろう？

旬

ました

。

可決されました

第２号
１〕

酉桂町議会だよ

９月定例町議会は９月２０目より２９目ま

町より提出された条例案４件 、補正予

算案３件 、決算認定５件はいずれも原案

一般質問者は一名で田Ｉの考え方を質し

第２号

酉桂町議会だよリ
３

一︑六三二︑九一二二千円

八○︑一二二千円追加

一腋会叶汕正予算第一一号
額

総

禰正額

について説明します︒

内容補正金額の大きなもの

お曇湿料

・渇ｏマスターフラン見ｏし業
一一百万円

県 で は 山 林 の 在り方などを定

・管外保育委洗金

百八十万円

藺易水道特呈会計補正予算第一

総

西桂町の住所を有している児
童で︑町外で保育をうけている

内

容

額

ほとんどが工事請負費

八六︑八七二千円

土中に埋まっている水道管の

一一千万円

・石綿竈布設蓄工︐

の追加です︒

児童にかかる経費負担分です︒

△六百万円

・ｏ易水道特別含計欄出金

一般会計の繰出金は不用となり

簡易水道事業の見直しにより

百五十メｉトルにもなり︑これ

で石綿管は︑ほぼ除去されます︒

・○見宝８寺忽配水竈布設工○

額 二二二︑三一五千円

一号

老人保ｏ法特別会計補正予轟

総

人の医療費を支払う会計です︒

今回の補正は︑急激な医療費

内容この会計は７０歳以上老

の伸びにより当初の見込みでは

△四百ｔ＋万円

積算したものを上記の県補助事

当初国の補助事業として予算

業である石綿管布設替工事に取

不足が生じるため病院などに支

六百万円

るため工事費を追加し︑総額四

ある塩化ビニール管に取り替え

四百九十万円

・低区水源改良工︐

国の補助を受けて行う事業で

低区水源地の送水管の補強工事
です︒

広報十月号に掲載されています︒

なお︑内容については︑町の

します︒

この五会計の前年度収支を審議

ります︒毎年九月定例議会には

町には全部で五つの会計があ

ター事業特別会計決算認定

平成４年度三ツ峠グリーンセン

決算認定

平成４年度老人保健法特別会計

算認定

平成４年度簡易水道特別会計決

計決算認定

平成４年度国民健康保険特別会

平成４年度一般会計決算認定

般会計より繰り入れます︒

負担分は︑三百二十万円で︑一

県︑並びに町で賄います︒町の

会保険診療報酬支払基金︑国︑

なお︑この支出は︑山梨県社

す︒

払う医療費を追加をするもので

入れたための減額です︒

道路舗装打替工事に伴う関連

・小沼８迫配水竈布殴工箏

ています︒この石綿管は︑老朽

一部には︑まだ石綿管が使われ

化に伴い破裂することが多く断

ました︒簡水会計において事業
めです︒

百ｔ＋万円

この事業は県の補助を受けて
実施するもので︑総延長は千四

水道事業です︒

財源を補助金︑起債に求めたた

資源ごみ回収は当初年３回の

そこでこの石綿管を耐久性の

水の原因となっています︒

町村の意向や計画案を把握する

・竈源ごみ回阪委湿金

ため地域の資料提示を求めてい

穴百一一一十万円

千万円事業とするものです︒

予定でしたが︑これからは毎月

五千五百万円

ぴに敦室改 遣 工 ︐

・中掌鮫コンピューター殴−−一並

託金を追加するものです︒

実施のため業老に支払う回収委

ます︒この資料作成経費です︒

五百万円

・町民憩の森実施殴甘委託倒

下暮地の山林に建設を予定し
ている公園の設計委託料︒建設
工事は平成６年度です︒

国の補助をうけて中学校で︑
ＬＬ教室を改造しコンピューター

費が二千四百万円︑コンピュー

教室を造ります︒教室改造工事

・老人倶ｏ法筍別含計４出金
一一一百一一十万円

・公ｏｕ■金

タｉ機器が三 千 百 万 円 で す ︒

７０歳以上の人の医療費が当初
の予想より伸びてきているため︑

きまりに従い財源を一般会計に
求めるものです︒

年度から始まるわけですが︑そ

平成４年度借入分の償還が翌
の平成５年度分の償還元金利子

・町迫ｍ□■讐晒帽工■
四百一一一十万円

です︒

駅裏線の一部を拡幅するため
の工事費等です︒

老朽化した石綿管（水道管取替工事の現場から）

めた緑のマスタープランを作成
します︒この作成に伴い県は市

号

﹁火災発生の原因は複雑・

固 県政課題の中で︑不足する都市公
園︑小規模公園事業の促進が提唱され

の調達ができ立地条件が整えば︑老人

の公園は︑三地区にはないので︑用地

も不足していると思﹃ている︒ランラ
ンランド︑郷土公園と同じような規模

柿園地区にある郷土公園（平成４年３月完成〕

般質問
ここがききたい
九月定例議会において牛田茂議員
による一般質問が行われました︒

とるには︑老朽しており手狭であり危

部−号車車庫は緊急事態の即応体制を

消防団本部車庫詰所整備について
場敷地内に消防会館があり︑消防団の
の中でも︑

倶されるところである︒長期総合計画

回役場庁舎新築以前においては︑役

れていたと聞き及んでいる竈現在の本

会議及び緊急事態の詰所として活用さ

多様化しており︑こう
した状況に対処するた
め消防力の強化の必要

ている︒当町においても代表的な公園

公園建設事業について
所の充実についてご所

は郷土公園︑ランランランドと数少な

性が課題である︒﹂と
している︒この際︑本
部章庫の整備︑本団詰
見を伺いたい︒

子供が安心して遊べる公園を三地区に

つくりたいと考えている︒

いのが実情であると思われる︒また︑

本町地区においては︑公園事業調査経

町長

消防本部−号車の章

圏企画課長

地域の方々︑地権者の理解が得られ

見地区においては︑戸数人口が増大し

るならぱ︑造らせていただきたい︒地

費が本年度に予算計上されている︒倉

ている昨今︑老人・児童公園整備事業

元の議員の協力をお願いし︑よりよい

おり大変手狭である︒

今後の町の諸事業の実

な公園施設についてご所見を承りたい︒

たい︒

ものを造るよう相談はさせていただき

が必要であると思うが︑不足する身近

町長

ご指摘のとおり︑公園は︑ まだ全部

の地区に行き渡っていない︒ 倉見地区

圏

面も考慮しながら消防

い︒

車庫の建て替えを検討
しながら考えていきた

団本部の詰所を備えた

施計画の中で財政的な

庫は確かに老朽化して

圏

役場前の消防団本部車庫

第２号

西桂町議会だよリ

第２号
圭町議会だよリ
酉

国道渋滞緩和対策事業について

国道；一九号線渋滞緩和のため︑

平成五年一月二十日付で西桂町長︑富

画

士吉田市長︑都留市長の連名にて予定

県になされた︒この県へ提示された予

路線を提示した農道整備事業の陳情が

＊

＊

もっているので︑もう暫く時聞を頂戴
し︑進めていきたいと恩っている︒

＊

回 三月定例議会には︑議員全員が国
道渋滞緩和対策事業の早期推進に議会

町の中に流れ込む通過交通の安全を図う

下二号線を中心とした道路整備をし︑

平成五年度より計画されている下

したが︒

としても陳情に赴くという意思を表示

振輿課長

添えをお願いしたいと考えている︒

状況が整いしだい議員の皆様のお力

圏 町長

て︑議会及び地区に相談して決定する

る︒

圏

現在︑県道認定について県と折衝中

確かに同日付で予定路線を提示して

である︒見通しがつきしだいお願いし

圏

町長

という町長答弁だが︑議会︑地区に路
線の相談をしていない現状をお尋ねす

定路線については︑過去の議会におい

水道事業が本格的に始まると国道はパ

また︑現在︑溝下二号線を県道に昇

ていきたい︒

固
ニック状態に陥ると想定される︒国道
二＝九号線渋滞緩和策として溝下二号

においては都道府県の路線設定基準の

格するよう県に交渉中である︒建設省

見直し作業の第一番目のグルｉプに西

見直し作業が行われており︑その県道

その進捗状況をお尋ねしたい︒

町長

線を中心とした事業を推進しているが

圏
ら聞いている︒

桂町の溝下二号線が入っていると県か

でも仮想路線であって西桂地区の路線

県に陳情した竈しかし︑これはあくま

たい︒

議会事務局まで

い︒

問い合せ８（２５）２１２１

が具体的に決定されているわけではな

＊

あなたも僑聴してみませんか

また︑私としては︑あくまでも県道

でいきたいと思っており︑県の土木事

務所︑土地改良事務所へ赴いてその意

向を伝えたが︑担当事務所でも県道と

農道との関連性をどうしたらいいか課
あった︒

楽

題として考えていきたいということで
＊

溝下二号線を中心とした国道渋滞

緩和策だが︑学識経験着︑区長︑ある

固

いは議員等を含めて幅広い声を聞く全

町的な生活関連道路促進委員会を設立
し︑事業を一刻も早く推進すべきであ

町長

ると考えるがいかがか︒

圏

学識経験者︑各方面の有識老を交え︑

そのような委員会を作り十分検討した

ほうがよいのではないかという考えを

今度の議会は１２月です

国道二一一九号線は大変な混みようで

ある︒この中にあって現在建設中の溝

柿園側から見た町道溝下２号線

本年度は歴史的な冷害により︑

経過説明

議員全員で協議する会議のこと
らわれないので︑ 詳細な説明を受

室会議になリやすく会議公開の原

生するものではなく︑ましてや密

家に対する支援が遭切に行える

問 冷害による農業離れが大変
懸念されるところであるが︑農

よう︑議会を含めた震業関係機

けることができ︑ 自由な発言がで

関の役員を招集し︑冷害に対す

を全員協議会と い い ま す ︒

本会議があるのになぜわざわざ

メリット・デメリットを考慮す

則から逸脱するものでもあリます︒

全員協議含とは

法的根拠をもたない全員協議会と

る取リ組みについて話し合う機

方のご意見を伺いたい所存であ

な取り組みを行えるよう︑皆様

定し︑今後の冷害に対する適切

町としても早急に会議を設

会をもうけたら如何であろうか︒

きるなどの利点があるからです︒

ただし︑会議結果は法的効力を

で斡旋を行レ

る︒

その後具体的な構想を示して土

めの調査費が計上されている︒

の土地を利用して公園設置のた

なものか︒設計等の費用が場含

設計等に費用を掛けるのはどん

問

長期総合計画の中に﹁地区の

答

幹部会の話し合いでも問題

よく検討したい︒

となった︒今後検討する︒

進入路は︒

問 答弁を聞いているとまだ内

答

た︒十月に入ったら地権老の同

辺に公園を造るべく計画を立て

ら半年が過ぎたのだからもう少

容ができていない︒予算計上か

問

意の上に土地の測量に入りたい︒

をうけて︑本町の通称柿の木局

問 調査資料はいつごろできる

公園整備﹂が掲げてある︒それ

用地取得のめども立たずに

その調査予算の執行状況︑調査

によっては無駄になる可能性も

地交渉に入りたいと考えている︒

町説明

内容の説明を求めました︒

あると患うが︒

当初予算に本町桂川沿い周辺

経過説明

じゃないか９︷本町公︻日∴

である︒

おいて取りまとめているところ

現在農事組合に

答

て全員協議会を開会し行過きのな

平成五年産水稲種子の確保が困

いよう当議会では心掛けています︒

ると董にやむをえない轟に限っ

いう会議を西桂町議会に限らず多
くの嚢瓦は開催するのでしょうか︒

それは本会議のように形式にと

このため町では水稲共済金の

される︒

難になるところから︑その確保

への働きかけを強めるとともに︑

ても全ての水田に被害が発生し
に全力をあげて取り組んでいる

早期支払実現に向けて国及び県

ており︑町における冷害に対す
ところである︒

水稲被害が全国的に深刻な状態

る 適 切 な 取 り 組 み が︑急務となっ

問

となっています︒西桂町におい

ています︒そこで冷害に対する

働きかけを行うのか︒

現に同けて︑具体的にどの様な

水稲共済金の早期の支払実

町 の 対 応 状 況 に ついて説明を求
めました︒

水稲被害に早急■な共済金の支払を！

冷害に対する町の対応はｚ一．︑一

町説明

八月に入り低温
の日が続き︑水稲
の生育が遅れてい

来年度水稲作付のための水

問
山梨富士農業共済組合にお
いて︑共済金の支払業務を行﹁

答

ることが明らかに
町では九月に二回の水稲
なり︑

みによって実施しているのか︒

稲種子確保を︑どの様な取リ組

善協会の水稲種子を︑農事組合

答

ている︒町としてはこの業務が

地方振興事務所の要請により南

適正かつ迅速に行われるよう︑

冷害調査を行った︒ また南都留

共済組合長に要請を行いたいと

いる︒その際︑一キログラム当

を通じて農家への斡旋を行って

毎年︑県主要農産物生産改

会 し ︑ 農 業 災 害 対策本部打合せ

都留管内農業関係機関が一同に

共済金の清算払よりもっと早く

た︒本年度に限って補助単価を

たり百円程度の補助を行ｉてき

答

ご指摘の点︑十分承知をし
答

い︒

て今後しっかりと進めていきた

調査資料は︑十二月にはで

的なことはまだ考えていないが︑

測量は地権者の同意を得て行い︑

きると思う︒事業規模など具体

し検討してあるべきだが如何か︒

考えている︒また県に対しては︑

払の実現に向けて︑その財源確

支払うことが可能な共済金の仮

水稲被害調査の結果︑忍野村
及 び 富 士 吉 田 市 などの高地で全

を行い︑うるち米種子で昨年度

引き上げ︑三百円を越える補助

滅に近い被害を受け︑その他の

を行うよう︑南都留全体で要請

保のため共済組合への一時補助

の半額二百円︑もち米は三百円

ら る ︒ 町 に お い ても平年の半分

することになった︒

地域でも冷害による減収が認め

以 下 に 収 量 が 落 込むことが予想

のか︒公園の予算規模は︒

会が実施された︒

冷害を調査する県知亭
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総務委員会では本町 公 民 館 の
建設について町より現 場 説 明 を
公民館は５地区全部 に 建 設 し

古同めるものです︒

同組合では︑この事業を基礎

に管内＾ユ市２町６村︶の既設

サインも逐次交換するなどして︑

将来的にはサインの統一化を目
指し︑誘導機能の整備︑充実を

図ろうとしています︒

ト

！

うけました︒

．

︑︑ポ

行

一︑︑

ｒ⁝し−

一

﹁︑︑

フ

一７ト叩

■。

などの建設条件が整った地区か

存知ですか︒富士北麓地域の一

富士五湖広域行政事務組合をご

体的な振興整備を図る組合で構
成市町村は次のとおりです︒

山中湖村・忍野村・勝山村・足

富士吉田市・西桂町・河□湖町・

この組合の執行機関側に各市

和田村・鳴沢村・上九一色村︒

町村長が充てられ︑議会側に各

市町村議会から決められた人数
＾西桂町は２名︶の議員が選出
されています︒

この組合で平成５年度に﹁富
士五湖統一サインシステム事業﹂

ンとは標識︑看板︑モニュメン

を実施します︒ここで言うサイ
ト等の表示を意味します︒

具体的な事業内容は下図のよ

うなウェルカムサインと総合案
置︵計１８墓︺するものです︒

内板の２種類を構成市町村に設
サインシステム事業は︑統一

されたデザインによる案内板を
設置することにより富士五湖地

域市町村の存在を分りやすく紹

Ｆ

ますが︑町が地区に求めた土地

ます︒

誠

■工

，■Ｉ

＼

ｏＦ

１■ｉＩ

■

■

．

、

呈伽

！

＾，●寸

■＾，■，

■

．・・■１

吾６■．■
，，，■＾

■

１岡彗竈句３０ ．５坪

２階約９ ．５坪

ら実施していくことになってい

平成五年九月二十七日
望書

山崎

消防団本部詰所設置に関する要

西桂町消防団長

陳情老

介し︑観光地としての景観の整

・屈在値■蜆囮
ウ

豆関

西桂町消防副団長 川村 貢

目安として︑周遊性・機能性を

備︑あるいは観光ルート巡回の

・ｏ口血艘■

朋１

モニュメシ

，

ト
免

品

台所８，
和室１０■

．５■

和室３８

和室６■

西桂町消防副団長 小林隆芳

騰撚慧
ル自ムサイ，
旦
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本町公民会館

総務委員協議会

郡体育祭

ちびっ 子 球 技 大 会

消防委員会

総務委員協議会

議会広報編集委員会

１日

小学校運動会
北富士駐屯地創立３３周年

記念式典

議会運営委員会
中学校学園祭

ゴルフ場造成事業計画審
議会

９月定例第−日目
９月定例第２日目

保育所運動会

消防自動章鍵渡式
主任児童委員推薦委員会
９月定例第３日目

打数の出し方は︑全員が側ホー

ルを回り︑その内上位６人の成

績を集計したものです︒

なお︑南都留郡代表上位３チー

一三一打

ムの県大会＾１０月７日開催・２２

三二九打

９月２日︑議員相互の親睦を

第３位

おり︒

第Ｍ位

町村議会出場︶の成績は次のと

山中湖村

において南都留郡下町村議会議

鳴沢村

三一八打

図ることを目的に富士北麓公園

れました竈西桂町の成績は７位

員グランドゴルフ犬会が開催さ

第６位

西桂町

道志村

秋山村

足和田村

忍野村

鳴沢村

山中湖村

七三二打

七〇七打

六九六打

六八八打

六六四打

六四九打

六四六打

六四一打

編集メ モ

宗冬に同かって目が短くなった︒

しかし︑物哀しくならずに冬の

枯れ葉が落ちる︒景気も低迷︒

楽しみを見つけだし心待ちにし

よう︒

★本町公民館が完成した︒下■

順調に進んでいる︒地域に愛さ

地公民館も年度内建設に向けて

う︒

れる施設として活用されるだろ

りたい︒目でわかる物も必要か

＊読んでもらえる広報誌をつく

な︒内容が堅いかな︒わかりや

すい紙面で議会だよリの使命を

果たしたい︒ご意見ご希望をお

寄せください︒

一一藩薮−■一

勝山村

︵県大会は２０ホール一

忍野村

りました？？？︒また︑ ﹁成績

﹁道具が悪い﹂ということにな

とふるわず︑敗因分析の結果︑

上位団体は地方自治振興に専念

ゴルフ場経過説明会

防災訓練

郡グランドゴルフ犬会

しているのか﹂ などと勝ち誇る

建設委員協議会
社会委員協議会

声も︒

日日日

就任挨拶

県下町村議員研修
１２１０９

日日日

敬老会

１７１５１４

日臼日

消防団ソフトボール犬会

ふるさと夏祭り

例月出納検査

富士急ハイランド花火祭

桂川流域下水道事業説明

本町公 民 館 上 棟 式

都留警察署管内暴力追放

協議会

チャリティー三ツ峠太鼓
〃

防災訓練打ち合せ会
決算監査
決算監査

広域組合議会
ユニシア精工納涼祭

広域組合議会

励会

ポンプ車操法出場選手激

２５２４２０

日日

富士吉田市議会正副議長

日日
商工会ソフトボール

８２
日日
２９２７

県議長会研修

２１
日

決算監査

８７６５４３２優
位位位位位位位勝

リニア富士北麓協議会総

杜会委員協議会

農業委員当選証書付与式

常任委員長研修

例月出納検査

議会広報委員会

農振地域整備促進協議会

建設委員協議会

建設委員協議会

本町公民館地鎮祭

体協ソフトポール大会

たくましい西桂っ子が育
つ集会

河口湖放水路竣工式

社会委員協議会

６
１１
１５
１６
１７

会

納税組合長会議

会

祭

日
農業委員会

８

日日日日日
日日

日
日日

２０１９
２１
２２
２３
２４

１２

日日

日日日目目目

日日

日

日日目

日日

２５
２７
２８
２９
３０

５４１
目日日
９８
日日
１４１３
１９
２０
２３
２４
２５
２６

３０２７

８
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