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き
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所信表明

様はじめ区民の方々のご熟意により実

致しますが︑倉見地区公民館も︑区長

政事務組合で設置の為の調査を行う予

設置につきましては︑富十五湖広域行

ます︒富士五湖消防署の西桂出張所の

定と聞いております︒

現の運びとなると田心います︒

産業面では商工会■織物協同組合等

産簑は・農業は

農業は︑農地銀行の利用・水田の復

わりに対応してＹＬＯ会館の上曜日開

児童の放課後対策など︑時代の移り変

福祉面では︑移行する高齢化社会や

福祉は

田・花木栽培等︑小さな面積で大きな

るようにしたいと考えております︒福

放を実施し︑将来は日曜日も利用出来

を応援し︑商工業の振興をはかります白

につきましても問伐促進等の指導に力

民のための健康管理施設︑社会体育施

長期総合計画を基本としまして︑町

工事などが平成六年度主要な事業であ

二号線の整備︑準用河川白山川の改修

前川の整備︑大久保農道の架橋︑溝下

公共土木事業では︑継続事業の宮の

我々の今後の生活に不可欠となる桂

川流域下水道の区域は︑富士吉田市の

町の教育を人いにＰＲをするよい機会

者が来町して公開発表が行われます︒

校となり︑十月末には︑全国より関係

部省より全国から選ばれ道徳教育指定

教育関係では︑西桂小・巾学校が文

教育は

に奨励金を出すこととしました︒

童の増加を期待して第一一一子出生の場合

応して充実をする考えです︒また︑児

実施をしておりますが︑県の施策と呼

祉タクシーシステムは︑平成五年度に

活用が必要であると考えており︑林業
を入れてまいります︒

設の充実を考えます︒具体的には︑健

土木は

康管理センターと町民体育館の建設で

ります︒

ミュニティを見直す中で平成六・七年
で完成させたいと計画しております︒

ターを見直す中で考えておりますが︑

町民体育館については︑グリーンセン

は完成の予定となっております︒建設

て︑着手の運びとし︑平成二十二年に

ました︒当町でも特別会計を設けまし

原町で︑終末処理場は大月市と決定し

参加を願いたいと考えております︒

外国語教室も開き︑広く地域の方々に

国語を教え︑また︑時間の余裕をみて

中学校ばかりではなく︑小学校へも外

六年度から︑町の単独事業として招き︑

となります︒外国人教師ですが︑平成

が完了するまでは︑幾多の粁余曲折︑

一部と西桂町・都留市・大月市・上野

ご迷惑もあるかもしれませんが︑桂川

議会とも相談しながら︑年次計画で完

げも終わりまして今年度一部造成にか

民憩の森については︑国有地の払い下

の浄化︑ゴミのない縞麗な川の復活を

下暮地の国有地山林を利用しての町

町民憩の森は

かります︒町民をはじめ訪れる人達の

また︑消防関係では︑本部消防団車

庫を改築して本部詰所も同時につくり

きたいと存じます︒

を申し上げますので︑ご理解をいただ

頂き︑良い方向を定めた上で︑ご相談

て議会をはじめ地域の方々とご論議を

助役設置の件に関しましては︑改め

助役は

自然とのふれ合いの場作りとします︒

公民館建設については︑本町区が既

公民館建設は

に完成し︑下暮地地区もまもなく完成

消防は

期待し︑完成を願うものであります︒

成を考えております︒

下水道は

あります︒健康管理センターは︑桂コ

健康管理センター・町民体育館は

を申し上げます︒

平成六年度の主な事業と所信の一端

槙田康町長
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本町柿の木河川敷の

の同意をいただき測量に入り︑十二月

は今も変っていない︒その後︑地権者
にその調査結果である河川公園計画平

珪

ろである︒

（倉見側から撮影）

面図を示して議会の理解を求めたとこ

この計画が最も重要であるのが進入
路である︒現在進入路は︑桂川用水に
を入れるという案で地権者にご検討を

沿った道しかないので︑新たに一本道

の在住者であるので担当職員を出来る

開発催造について
圃平成五年度予算に本町柿の木河川

に当たらせることを考えている︒県外

だけ早いうちに出張させ︑直接︑交渉

今後の取り組みだが︑地権者が県外

願っているところである︒

れ︑昨年十一一月定例議会において︑そ

の調査結果から広大な開

発の基本的な構想が示さ
れた︒しかし︑平成六年

れていない︒平成六年度

度にはその予算が計上さ

いかれるのか︑その取り

は︑どのように推進して

組みについてお伺いす
る︒

箇町長
桂川に沿った自然に親
ていきたいと去る九月に

しめる親水公園を建設し
話しをしたが︑その考え

本町の通称「柿の木」地域

敷 開 発 調 査 費として四百万円が計上さ

石原滋議員

＃．

曲．

・ヱ拳．不歪・銃止瀦一．

塞蔓なも￠は次．・

い．．

につながる蓼項であり︑■．側弓

．．．う︑

在 住 の 地 権者との交渉に目途がついた
ら他の地権者に集まっていただき︑基
いと考えている︒

本 計 画 の 説明をし︑同意を得ていきた
私 と し ては︑全域的な公園の町のイ
メ ー ジ を 大切にして︑この柿の木公園

を町の中央公園に位置付け町内のお年
る場としてこの開発を積極的に進めて

寄りから子供さんまで気軽に利用出来

至富士吉田市

申実遣

健康管理センターの
建設について
センターを︑半成六年度・七年度で完成

圃一一一月定例議会において︑健康管理

させる計画が示されている︒健康は住
民の願いである︒健康管瑚センターは︑

高齢化社会を迎え老人の健康管碑を推
進し︑町民が心身共に健令で豊かな生

活を推進する意味においても必要な施

可決桑件由ぺ←烹奏ージ∴

籔職＾住宅管理条例の制定．

提案魏歯

昭和四十九隻二月に教職員佳宅が完一

なった︒．これに伴い︑入雇資絡や家賃

成し︑昨隼二階部分の全圃改修壱符一

徴収などを定めた条例を制定するもの．

しかし︑建設には莫大な建設費が必

設と考える︒

要と考えるが︑財政的にはどのよ・つな

国民健慶係険穰額の算定方漆である

提案理由

国民健療保険税条釧の一部改正

である︒

資金を活用するのか︑また︑施設の具
体的な内容を示していただきたい︒

魯町長
美しい﹇□然の中で安全で健康的に暮

仮算定方式を廃止するものである︒一．﹂．

らし︑多様な生きがいを作りだすこと

ができる﹁健康と生きがいのまち西

れに伴い納鰯の変蔓も同時に行なう﹂．．

面積的に無理がある︒地域住民の要望︑

る︒当初体育館用地として考えたが︑

で面積が約三千八百七十七平米であ

町民グランド隣接の町有地は︑山林

たきり老人や在宅虚弱老人が増加をし

想されている︒高齢化が進むと在宅寝

り︑八年後には約十六％に達すると予

えると高齢化の巡んだ町と一一一．﹈われてお

である︒平戒四犀六月よ抄﹂名の織︑濁︑■

予円から五万九千円に引きＬ上げるもの．

・斜ぷ酉教畜一指⁝導圏凡の痂糊醐⁝胤額券甘五万堕．︑

擬案理窺

聚する祭例の一畿改差

社会籔育指導貫の穀酬及び讐魔弁鮒に

桂﹂︑これを目指しているところであ
る︒

当町の高齢化率は決して低くなく︑

く町民が不便を感じている︒本町の柿

あるいは全町公園化の中で森林公園と

てくると思う︒町としては︑人浴サー
ビス︑デイサービスを図ることが必娑

十四．三％となっている︒十四％を超

の木開発と併せて︑町民が豊かさを実

して親しみやすい憩の場にしたらと現

あり︑今後長寿祉会に対応するため健

天 野 県 知事が提唱する幸住県やまな

と考える︒

感 で き る 生活優先の施設が必要である

在考えているが︑グランドの駐車場も

階を利用して行なっているが︑二階で
はあるし︑狭くもあり︑受診者に人変

■設置の根拠となっている条例■に改正を︑

の遼正化を図る必婆がある︒そのため

の特殊後から特別会詩を設蟹して経醒・︐

下水遺箏繋は大規模蓼業でありハ名一

提案理菌

特別会談設竈条例の一部政正■

■が採用ざれてい各阜■

し構想下の県政では市町村の公園化に

と考えている︒

現在︑各種健康診断事業は役場の二

ス提供を行なうことを検討している︒

し︑町民グランド隣接の町有地に公園︑

駐車場の併合した施設を年次計画のも
とに推進する考えはないか町長のご所

した公園づくりをしていったらどうか

康管理センターの中でこれらのサービ

至都留市

Ｃコート

進入路
て

町民の方々の要望に答えていきたいと
考えている︒

（竺７ランドｌ
い

広くないので︑その森林公園の中に駐

＠町長

見をお伺いする︒

町民グランド隣接の町有地の

圃グランド近辺には住宅︑団地が多
く 造 成 さ れ人□も増大しており︑団地

Ｂコート
に

車場も併設して町民グランドと一体化

住民より公園の早期建設の要望があ

有地

ついては対象補助金も増えている︒こ

る︒また︑町民グランドの駐車場が狭

禾ｕ

のような県の補助金等を大いに活用

有
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財政計画としては︑総額が約四億六

えている︒

千万ぐらいかかるのではないかという

ビスセンターを設けたらどうかなと考

セ ン タ ー建設に当たっては当町より

不便を来している︒これらのことから

も先進地の町村の施設を見学し︑また
ことで︑事業資金の一部は︑有利な地

健康管理センターの建設が必要である︒

議員の方々︑健康づくり推進協議会の

と考えている︒その地域総合整備事業
債は︑起債償還額の五十五％が毎年度

域総合整備事業債を利用していきたい

交付税へ算入されるというものであ

進めていきたいと考えている︒

建設場所については︑桂コミュニ

方々等のご協力とご意見を賜りながら

ティーを考えており︑施設内容は一階
る︒

いう声がある︒町としては各地区への

現在︑婦人会においては一部脱退と

＠教育長

に健康管理 セ ン タ ー ︑ 二 階 に デ イ サ ー

婦人会の存続について

おいては︑婦人会を脱会する地区があ

協カは不可欠である︒しかし︑地域に

くてはならない組織であり︑婦人会の

人会組織が続かないと町に対する支障

上多大なご協力をいただいている︒婦

委員会︑住民課で︑

員引き継ぎ式の場をお借りして︑教育

いをするところである︒今後町として

わななければならないので存続をお願

る︒どうしても婦人会は存続してもら

いろいろな面でスムーズに行ってい

波及を防ぐため︑三月九日の婦人会役

り 急 変 す る事態に地区役員の方々が苦

も大きいので︑是非とも正副支部長さ

は︑婦人会の組織上の課題︑町に対す

圃婦人会の組織は︑町においてもな

慮し︑厳しい状況にあると聞いている︒

んには︑地元へお帰りになったら各班

そういった問題︑要望等に対処してい

る要望等に十分耳を傾け︑出来るだけ

﹁婦人会には行政

婦人会組織が存続するよう町当局にお

員さん方にそのような内容の趣旨説明

て町当局の基本的な構想が打ち出され

同凹この度︑町民体育館建設に向かっ

ごく近い場所に設置されているのであ

ても︑ほとんどがグランドと体育館は

すものと思われる︒近隣の市町村を見

に分れており相互連絡に大変支障を来

婦人会組織があるために町の行政も

た︒その内容は︑グリーンセンターを

また︑この度のゴルフ場開発に伴・つ

る︒

山梨大学の西宮教授などの環境調査に

を建設したいとのことである血しかし︑
提一一一目する︒なぜならば︑体育館とグラ

私はこの計画を見直していただくよう

ンター−﹇流︑帯は台風︑集中豪雨など

も明記されているとおり︑グリーンセ
の際に地滑り土石流などの発生が予想

ンドは一体であることが望ましいと思

館と町民グランドが町の北と南の両端

うからである︒この度の計画では体育

全面的に見直し︑その敷地内に体育館

きたいという考えである︒

をして下さい︒﹂という話しをした︒

る︒

いては︑今 後 ど の よ う に 対 処 さ れ て い

下部町の福祉センター・ デイサービスセンター

かれるのか教育長のご所見をお伺す

町民体育館の邊設について

高尾嘉一議員

ゾ加えるものである！棲州潜⁝域下水遣．蓼ゾ

・．に特別会詐を設蟹するこ一とになっ光ぺ一

容・∴

．︑補正額一﹄一︑．一

内

．るｏ．．．．．．

補正レ︑・隼度末決算に傭える奄砂烹紅一

二︑〇七〇千円遺加︑一一∴バ

．心易水遺特別会酎補正予算第一一一︸号∴

∴舗疋額

容

一内・容∴

される非常に危険な場所との判定も示

えながら早急に選定していき︑年次計
画で町民のための体育施設を作ってい

・Ｂコートのほうへ食い込んでしまう

ので見合わせた︒なかなか思うような

ご質問の規模︑内容だが︑公式試合

きたいとい・つ考えである︒

こあるが︑現地は紬長い敷地であるの

また︑中央高速道の下の町民グラン
ド第二駐車場だが︑面積的にはそこそ

器具を完備したらどうかと考えてい

トレーニングルームを併設をして運動

積を考えている︒更に山来ればこれに

ケットボールでも二而取れる位の床面

る︒

場所がなくて現在に至ったわけであ

で︑正方形に近い体育館建設は無理で

の出来るバレーボールでは一一面︑バス

隣の山林を体育館建設の目的に購入し
はないかと思う︒あるいは︑現在のＡ

さ れ た の で ある︒

てある︒この遊休地をこの際︑駐車場
コートのバックネットと駐車場をつぶ

ほうに食い込むと他の競技種目に支障

うかというのも一案だが︑グランドの

ので計画的に建設をしていく考えであ

ている︒財政負担の心配もあると思う

約四億円位かかるのではないかと考え

財政面については︑体育館の本体で

二ーズに答える総合的な体育館の建設

が出るかなとも考える︒これはまだ︑

当町では平成元年に町民グランドの

に造成し︑体育館については︑現在の

して︑中央高速道寄りに建設したらど

るｏ

したら如何かと思う︒町民の幅広い

駐車場を含めたグランドの近辺に建設

いる体育館の規模と内容をお尋ねす

整備事業債等を考えながら財源を求め

る︒各種の補助金あるいは︑地域総合

が望まれているところだが︑計画して

実測による現地確認もしていない︒早速
に実測をして検討したいと考えている︒

る︒

体育館の建設場所については︑当初

はないかなという考え方で進めきたわ

ところ︑グリーンセンターしかないで

こして行くと公債比率が十％を超える

約八．一％である︒これから起債を起

当町の公債比率は︑平成五年度末で

ていきたいと思っている︒

町民グランドの近くを考え︑山林一一一千

けである︒体育館も建設し︑既存のテ

ことになるかも知れないが︑この数値

町としては体育館建設場所は︑今の

八 百 七 十 七平米を買収した︒その後公

ニスコート・武道館と共に︑周辺一帯

＠町長

式 試 合 の 出来るような大きな建物のほ

が十五％を超えると財政上で問題にな

うに災害面も考慮させていただく中

ろでは厳しいながらも健全財政が持続

基金等の積立金もあるし︑現花のとこ

いう考えである︒しかし︑ご指摘のよ
で︑建設用地については︑今年度中に

を社会体育の場に活用したらどうかと

駐 車 場 を 含めて体育館面積には十分で

確保したいとは思っている︒今一度幹

できるのではないかとも考えている︒

うがいいという案が出て来た︒検討の

は な い と いうことになった︒新たな建

急車の出動回数は交通事故を含めて八

結果︑購入したこの山林の面積では︑

設場所について︑町民グランドのＣコ

部とも相談し︑町民グランドなども考

十八回を数えている︒隣接の上暮地地

り国や県から指摘をされて予算編成な
どにも不都合が生じる︒公共施設整備

ート付近を考え実測したが︑やはりＡ

の任務で︑その活動には自ずから制約

されているが︑団員各々正業をもって

消防暑の分暑設■−一について

補正額；孟∴．；

．奴入減になつ夜迫ポ一．

内．容．

︐町の広報に掲載一．

∴︑六七〇◆姻七八羊揖一

る一も．砂である直︑．︐一

明．．

国民健療保険特別会絆

■総．蜜

一であ届竈．

・申 ．・．

．．識舶∴
ための会討で︑ 現獲酊菰ｏ人が対象で一

臼易水遺特別会尉∴︑

ある︑一︐一．

になると田心う︒国道一一一一九号線の混雑

は益々激しく︑緊急時における一分の

区を含めると︑この倍以上の出動同数

遅れが尊い人命にかかわる事態も想定

は難しい状況である凸よって緊急時に

近年高齢化社会が急速に進み急病者な

備え万全の対策を講じる必要がある︒

があり︑常時十分な機能を発揮するに

お伺いする︒

までの進捗状況と今後の対応について

される︒このような観点から消防署分
現在︑当町には自治体消防団が設置

どが増加し西桂町内で昨年一年間の救

扁凹消防署の分署設置について︑現在

説総
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署の早期設置を強く望むところであ
また︑設置する場合は︑何年頃を目標

る︒ただ︑分署を設置するかどうか︑
討課題になる︒

消防分署を期待している所も二︑三
あるように聞いている︒上暮地地区︑

西桂地区だと広範囲な人達になり︑更
に国道一一一一九号の沿線に土地もあるの

で西桂町議会選出の富士五湖広域行政

事務組合議員の力も借りて平成六年度

の中でなんとか理事長などからある程
度の具体的な答えを引き出せればいい

今後の対応としては︑富土五湖広域

と思っている︒

行政事務組合理事長である富士吉田市
長はもとより︑組合理事である各町村
長にも今後強カに協カを求めていく︒

行部︑議会一体となって分署設置の活

議員の皆さん方のご協カをいただき執

五湖広域行政事務組合へも出向き︑事

動を活発にしていきたい︒近々︑富士

考えている凸

務局長︑理事長にもお願いをしたいと

西桂町の補助金の交付団体は二十五

たいという気持ちは山々だが︑なかな

団体の事情も推測でき︑ご要望に応じ

て実施しているのが現状である︒各種

団体あり︑西桂町補助金等交付規則に

＠町長

とするかなどは︑今後の最も大きな検

る︒

現 在 当 町以外にも何ヶ所かが設置を
望んでいるようだが︑当町には分署の

と の 境 の 国道沿いにある︒上暮地地区

設置に最適であろう町有地が︑上暮地

と 連 携 を とりながら一日も早い設置を
強力に推進していただくよう切望する︒

建設主体である富士五湖広域行政事

魯町長
務組合の事務局長︑消防長︑総務課長︑

消防署の所長などが今年の一月に西桂
町の予定地を現地視察した︒その後︑

員 等 の 悶 題等を協議したとのことであ

分署の建物︑その中に備える機材︑人

分署設置の場合︑多額な金額を投資

る凸

しなければならないので︑現在資金計
画を検討中という解答が寄せられてい

各種団体への補助金の
見直しについて

町の財政は極めて厳しく︑平成六年

直すようにという質問だが︑適正な補

各種団体の補助金を実態に即して見

が現状である︒

かそのご要望に応じられないというの

度の一般会計歳入予算のうち町税の占

ある︒

基づき補助金を交付しているところで

よ り 良 く 発展していくためには︑町当

努力をしている︒これらの組織団体が

あるが︑再度内容等をよく調査し︑重

助金の交付執行をしているつもりでは

思っている︒

ねて増減について検討していきたいと

める割合は︑十七．四％という低率で

町当局としては︑その活動実態を十

県の負担金補助金などが歳入の多くの

あり︑地方交付税や補助事業に伴う国

二分に把握し︑補助金交付を適切に見

らた財源をそれぞれの事業に振り分け

このような少ない自主財源の中︑限

ウエイトを占めている︒
所見をお伺いする︒

がどのようになされているか当局のご

直 す 事 を 含め︑団体育成のための対応

局の力添えも大事な要因であろう︒

多くの団体がそれぞれの立場で真剣な

圃活力ある町づくりのため︑各種の

河口湖 ・山中湖 ・鳴沢に１弍富±五湖消防本部の分署がある

。

西桂町ゴルフ場造成計画審議会答申

西桂町議会全員協議会意見
０一部特定地域の河川護岸 ・川底改修
◎ゴルフ場独自の進入路の造成
ゆゴルフ場造成中 、起こり得る住民損
害に対する保険加入など 、賠償の事
前用意
＠地元 コンセンサスを得るための条件

条件付き賛成

条件付き賛成
条件０西桂町ゴルフ場造成計画審議
会の答申に付された条件
◎学術調査報告書や環境アセス
メントの内容などの十分な説
明を住民に対して行ない理解
を求めること
。

行する

これらを関係者と協議のうえ誠実に履

ゆ確約書の履行

１日

消防団出初め式

初詣でマラソン

同新年互礼会

郡町村会議長会合

研修新年互礼会

県議長会正副議長

査特別委員会
成人式

議会運営委員長連絡協議
会理事会

８日

７日

広域組合議員研修

議会広報編集委員会

９日

〃日

川凌い打ち合せ会

例月出納検査

公共工事不正防止対策調

議会通営委員会

査特別委員会

１８日

富士北麓正副議長会議新

議会運営委員会

全員協議会

〒四〇︑一﹂山梨県南都留郡西椎町小沼︑ ＾Ｏ︑

議員会

社会福祉協議会理事会評

広域行政組合議会

保育所卒園式

一一一月定例第一一一日目

小学校卒業式

年互礼会

例月出納検査

小学校コンピューター授
業見学

商工会との懇談会

社会常任委員協議会

４日

３日

三月定例第一日目

中学校卒業式

一一一月定例第一一日目
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日日日日日

Ｍ日

２１日

地域農政研修

建設常任委員協議会

ゴルフ場造成事業計画審

農業委員会

広域行政組合議会

広域行政組合議会

議会
蝸日

富士北麓正副議会議研修

例月出納検査

１日

社会常任委員協議会

婦人会新年互礼会

２日

都留市政懇談会

建設常任委員協議会

公共工事不正防止対策調

国保運営協議会

査特別委員会

公共工事不正防止対策調

農業構造政策推進会議
査特別委員会
農業委員会
アーク太鼓新年会

町誌編さん委員委嘱式
都市計画審議会

小学校卒業写真撮影

議会広報編集委員長打ち
合せ会

１臼

２…ヨ

２５

３０

９日
１０日

日

４日

ユ８１６

〃

〃
〃

３１

日日

日日日日

日日日日

１１日

日日

２２
２３
２４

消防団長呼び新年会

１３１２

公共工事不正防止対策調

１５
１７
１９
２０
２１

２５

１６１５１１９

＠自然環境の保全
。

日日日日日

日日

日日日

２５２２

３１２９２畠

。

確約書

条件０完全な防災工事の実施

ルフ場造成に関する該会
平成６年３月１７日 、全員協竈会で＝ｉ
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の意見集約を行ないました
その際 、ｒ町の行な った地区説明会では 、山梨大学４教授
１こよる学術報告書の内容や環境アセスメントの説明などが不
十分ではなカ 、っ たか 。」との指摘がありました 。その結果
ゴルフ場審講会の答申のうえ１こ更に住民に対する十分な説明
を行なうよう条件を付し賛成との結論をだしました
。

、

。

