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議長あいさつ
議長職受諾

竈長就任あいさつ
﹂あいさつを

︵五月臨時竈会本会議録より︺
議長就任に際し︑一言

申し上げます︒この度不肖私︑議員の

∴五月の臨時議会で

︑は︑議会内の機構
︑改革にともなう常
︑■任委員会の再編︑

ました︒

一議長以下名種役員
・の改選が実施され

西桂町議会委員会条例が
改正される
常任委員会が一一つに統合

︐可決一慧案

■■税条例の﹂廓政正＾専決処分■羽︶︐

町轟提聚獲由

．地方税絵の．一．都改歪に伴う改正であ

並び■に砺得割葬潔税範囲透拡

■る一浅に＾．一個人の肺属税均等叡の非潔

税範囲

大した︵とと平成←ハ年度め傾人の町民

．．税侭隈似特別滅税を行い︷その反面︑
．．法人税め鈎害割の額を蓉干引き上げた

︐内容の︑﹂■離改正である︒

．■他︑．平威六隼度に限り園定資産税の

・第一．期の総期を変更する︒また︑督促

に伴い手数料を引ぎ上げた内容の一部

手数料に・ついては︑郵便料金の値Ｌ上げ

会議長の要職に就くことになりました

皆様方のご推挙によりまして西桂町議

西桂町議会では︑本会議中心通営を

ことは︑身に余る光栄であり衷心より
感謝感激をしている次第であります︒

方から︑既存の三つの常任委員会を一一

委員会中心運営に改めようという考え

の十分の一を平成六年四月一冒から平
成六隼六月三斗日まで三カ月閥滅額す

て宮らの意志︑責径に慧づき給料月額

会の事務罵責任者である教育長につい

収賭に随する事件について教育委員

町畏擾秦壌虫

．の■一■都改正＾募決処分豪項︶

教肴蟹の蛤﹄与等及ぴ旅一竈に関する条例

改正である︒

また責務の重大さを考え身の震える思

つの常任委員会に整理統合しました︒
公共工事不正防止対策調査特別委員

いであります︒私は議会議員としての

経験も浅く︑その器でないことは十分

よう議会運営の見直しが指摘され︑一以

前より議会内で論議されていたもので

会より行政監視の機能がより充実する

民福祉のために誠心誠意努力をする覚

承知しておりますが︑皆様方のご推挙

を 賜 り 議 長に推選されましたことは︑

を受けました上は︑西桂町の発展と町

身に余る光栄でございます︒心から厚

です︒

その結果の人事構成は︑次のとおり

す︒

に推進してまいる所存でございます︒

ましては︑民主的かつ公平をもっとう
何卒皆様方の旧に倍するご支援とご鞭

石原 滋

先ほど身に余るご推薦の言葉をいた

渡辺忠夫

る内容の一部改正である︒

小山忠男

小山益雄

委員長

牛田

だき大変恐縮しております︒ご案内の

高尾嘉一 副議長

員

副委員長

郷田都男

長

員

議

茂

川村 喬

委

員

す︒最後になりましたが︑この度退任
牛田

稔

委

捷を賜りますようお願いを申し上げま

委員長

常任委員会名

渡辺

梅原啓一

小山忠男

委

と お り 私 は未熟で浅学非才なものでご

なされますハ山前議長には一年問地域

副委員長

石原 滋

渡辺忠夫

新田欣兵

た︒

自治の振興に︑並びに円滑な議会運営

員

小山益雄

議会運営委員会の委員も変わりまし

だきながら西桂町町政の発展のために

員

高尾嘉一

新田恵男

郷田都男

全力を傾 け て 努 め る 決 意 で ご ざ い ま

に格別なるご尽力を賜りましたことを

委

員

建設文教

す︒どうぞ皆様方のご指導とご鞭捷を

委

員

総務

心からお願い申し上げまして︑慎んで

心から感謝を申し上げる次第でござい

委

お受けいたします︒

ます︒今後とも良き先輩としてご指導
ご協力をお願い申し上げまして就任の

委

よろしくお願いいたします︒

茂
ごあいさつにさせていただきます︒

ざいますが︑皆様方のお力添えをいた

く御礼を申し上げます︒

悟でございます︒尚︑議会の運営につき

ただ今︑議員全員の皆様方のご支援

︵五月臨時議会本会議録よリ︺

議長高尾嘉一
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六月定例講会
会

期

六月二・日
；六月二四日

補正予算案二件を含む七案件を原案可決
選挙管理委 員 及 び 補 充 員 の 改 選

総務・建設文教
両常任委員会に︑

したｏ

補正予算案・条例
改正案が︑本会議
より付託され︑委
員会の討論・本会
議の報告の後︑原
案通り可決されま

可決議案

町曇提秦曝由

三ぺ−ジ圭ぺ−ジ

圏民ｃ簑保喚税条例の一部散正

地方税法の一部改正に伴っての改正

である︒

四割軽減の加算額を一人当たり五予

ＹＬＯの児童館を︑現在第二土曜日

ＹＬＯ児童館の解放

町増加する内容で︑いわゆる減税措置■

倉見区公民館も地域の皆様のご熱意

倉見区公民館

ております︒来庁する児童も大変多く︑

一であり︑今律度は軽減世帯が増滋する．
模様である︒

と第四土曜日を試行という形で開放し

の好評を博している状況でございま

生徒も約＝一十から五十人位︑おおよそ

総務委貝会審融

により︑整地もほぼ終了いたしまして
ちに入札を行います凸

す︒

建物の発注をする段階となり︑近いう

町民体育館

人事

■条鋼の一部改正を行うものでる︒．その

決定理由

原案のとおり可決すべきものと決定
人事に関してでございますが︑町収
入役の権守肇氏が六月三十日をもっ

り︑改正の橡拠からしても妥当と認め

内容は︑四割軽滅の加算額の改正であ

体育館につきましてはグリーンセン
ター等の見直しもございまして︑年次

て︑後進に道を譲り勇退される申し出

所信表明

計画で行いながら︑現在まだ見直し中

がございました︒私はこれを受理いた
しました︒四十五年の長きにわたり役

申し上げます︒

を目指したいと思っております︒

く鋭意努力いたしまして︑工事の完成

ともに︑皆様にご報告申し上げる次第

ここに収入役に感謝の言葉を述ぺると

溝下二号線

ります︒仮称健康管理センターは︑平

健康管理センター

成六年度・七年度のニカ年で完成する

であります︒後任の人事につきまして
もご同意を求めますので︑お願いを申

し上げます︒収入役の退任によりまし

本町区の通称柿の木公園の整備

本町区の通称柿の木公園の整備計画

に着手いたしまして︑高齢化社会︑ま

よう実行して参ります︒六年度は造成
た町民の健康の源になる施設といたし

につきましては︑県外の地権者と交渉

られ・る︒

一般会計禰正予算第一着

額

構正額

一︑六八三︑■七二＝一千円

二二︑二四五千円追加

町長提秦理虫

総

老人ホーム入所者の増加に梓い七︑

三七七平円を追放するとともに︑平成

ま し て ︑ 悔いのないように仕上げたい

中でございます︒まだまだ解決しなけ

五年度の精算分で五二二千円を返選す

るための遺加︒特定財源は︑本人負担

へ異動する職員に対し︑皆様方のご協

して︑地区の要望に応えて参りたいと

である︒

分とそれに伴う国摩負損金︑県負損金

力とご指導をお願い申し上げます︒
考えております︒

ので︑町といたしましても慎重に対応

ればならない諸問題を含んでおります

て・役場内の人事異動を七月一日付を
もって発令をいたします︒新しい職場

と思っております︒

町民憩いの森

町 民 憩 いの森についても︑九月頃に
は着手したいと考えております︒

■本案は︑地方税法の一部改正墓づき

溝下一一号線につきましては︑今年度

与されました功績は︑多大と存じます︒

場職員として勤務され︑町の発展に寄

で︑熟慮して参りたいと思います︒

平成六年度も既にニカ月を経遇いた

が︑地権者にご理解とご協カを得るべ

約百ｍの工事を予定している訳です

六月定例議会に際し︑ 所信の一端を

しまして︑実施執行の段階に入ってお

町長槙田

榊書書§§書書冬書葦§書書葦§§釜芸書書書書沁

とも相当年数が経過しており︑型も古

ご指摘のとおり本部消防自動車一一台

婦人会のゆかた購入嚢等のため七二

千円追加計上︒

事をするための費用として二︑ＯＯＯ

千円の追加と︑建設予定地の石積み工

消防団鈷咀め一麻生町の嬢帖設曹＾二︑二〇〇

したがいまして各課の事務事業の見

うございます︒一号車は九年前︑二号
車は十一年前に購入した消防車でござ

ては︑古来からの地質の成り立ちを分

三千円の追加︒また町誌編纂費におい

＠町長

直しを行い︑小回りのきくきめ細かい

いますが︑今現在故障もなく︑本部技

いるのが現状であります︒

ら︑課の増設につきましては近年中に

充実した行政サービスを行う見地か

術員のご努力のおかげと思います︒

住民の町に対する要望も高まって来て

内部検討し︑実施したいと考えており

現在︑町民が健康で安心して心

金に追施し︑また︑一般財源としての

一千円を負糧金・国庫負担金・県負担

よる老人保護費負担金の総額五︑七六

主な内容は︑歳入では︑権隈委譲に

決定理由

原案のとおり可決すぺきものと決定

以上︑一般財源に充当する歳入につ

九七千円追加計土︒

たり千一一百万円くらいかかるようでご

いては︑繰越金を充てる︒

析調査するため︑備晶購入のための二

一つの目安と致しまして︑現在仮称

しばらく使用していたきたいと考える

ざいます︒財政厳しいおりですので今

仮に新規購入を致しますと︑一台当

健康管理センターにつきまして︑ニカ

ます︒

年計画で建設計画を立てているところ

総務委二会讐畿

﹇冊﹈

健康管理並び１＝
ヂイサービスセンター
建股叶画について

次第でございます︒

です︒完成後は当然職員の増員が予想
されますので︑そのころを目標とし︑

課の編成見直しなどを行い︑増設を考
えて参りたいと思います︒

消防団の消防機器の
整備計画について

ぬ時代です凸町では健康管理並びにデ

邊 の 増殴について

定されてあると恩いますが︑平成六年

圃町には消防機器の整備計画が策

イサービスセンター建設計画がスター
トされ︑来年度にはりっぱな施設が完

部諸所建設事業費の総額を石穫み費も

消防団本部誌所の建設費の追加及び石．
穣み費で四︑二〇〇千円を追加し︑本

のである︒

圃﹈ 行政は住民に対して最大のサー
ビス業と位置付けて︑行政を推進する

ンプが整備充実されると承知しており

度までには︑五地域全分団の積載車ポ

でに進行している計画立案状況の説明

成するものと期待しています︒本日ま

繰越金を七︑四八四千円を追加するも

ものであると最近よく聞きますが︑全

ます︒また本団の消防車の車庫及び要

現に向けて︑真剣に考えなければなら

く意にかなっている表現と感じました︒

員の詰め所が二階建てに完備されるこ

豊かに生涯を送れるよう︑福祉社会実

行政諸施策の円滑な推進を図るため

費助成として七︑三七七乎円の追加や

歳出の主なものは︑老人ホーム措置

には︑現行の課の体制では︑十分な機

い駐車場予定地へつけ代えますと︑道

審議の際︑婦人会ゆかた購入七二三

ある︒

含めて一二︑○○Ｏ千円とするもので
他町村に比較して︑大変老朽車に感じ

千円の補正に関連して婦人会の活動や

また計画施設の隣接町道を滝入川沿

をお願いを申し上げます︒

散化する事により︑一層行き届いた行

在り方について︑教育委員会に対して

さて本部の消防車についてですが︑

と︑誠に結構なことでございます︒

政の推進が図られるものであると思わ

路分の七十数坪が新たに確保されると
一号車は昭和六十年︑二号車は昭和五

災害は予告なしで発生します︒緊急

十八隼製でありました︒

箇町長
健康管理センターの計画の進捗状況
でございますが︑建物の建設場所は桂

総

額

一二四︑三四五千円

楠正額 四七千円追加

町轟樋秦理由

下水■特篶会計補正予算第一冒

指導を求める意見が出された︒

ます︒その年式等を調査したところ︑

れます︒ついては︑課を増やすお考え
があるでしょうか︒

いとは思いますが︑本部消防車の購入

えていただくことを切望し︑財政厳し

時の消防力の強化︑整備の必要性に答

ております︒その上国や県からの権限

計画についての︑ご所見を伺います︒

ご指摘のように年々事務が多様化し

魯町長

委譲に伴う︑事務などが増加しており︑

お考えなのか︒

思います︒さらに平屋造りで狭かった
ら二階建てでよいのでは︑この点どう

様化する業務が同居する現行の課を分

能が果たせないと田山われます︒複雑多

小山忠男議員
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西桂町議会だよリ

第５号

西桂町議会だより

コミュニティ内を見直す中で検討を重

ね︑現在の場所となりました︒町の老
イ サ ー ビ スセンターが必要であること

人福祉計画の策定にあたりまして︑デ
か ら ︑ 併 設 を決めたところであります︒

財政面につきましては︑造成事業と建
物建設を合わせまして︑有利な地域総
合整備事業債を利用することになりま
した︒本年度予算で桂コミュニティ造
成を実施する通びとなりました︒また
建物につきましては今年度中に設計を
ロジェクト チ ー ム を 作 り ま し て ︑ 特 に

す る た め ︑ 各課関係職員により建設プ

センターの間取りにつきましては︑多
くの皆様方のアンケートを参考に致し
でございます︒以上がおおよその経過

まして︑現在検討を重ねているところ

ゲ ー ト ボ ール場裏と滝入川の問の町

でございます︒

道をさらに河川側へ移動し︑計画では
つけ代えの件ですが︑このためには道

一

−

一

﹂一一讐−
一ア三．︑ ＼

９

．１

．

はかなりの林道があるようですが︑西

の行政同士が協力し林道の新設申請を

していただきたい︒可能となれば三ツ

峠の周辺は大きく発展すると思いま
す︒町長のご所見を伺います︒

チームでは一階建てを理想として検討

平 屋 造 り の件ですが︑プロジェクト

林道は︑欠く事のできぬ重要なことと

恩恵を提供します︒この山林にとって

の上で︑欠く事のできないさまざまな

に保健︑文化︑教育的活動の場の提供

︵六ぺージ最下段左へ続く︶

富士吉田新倉を抜けまして︑上暮地の

にありましたように︑現在御坂峠から

ることが重要であります︒ご指摘の中

は︑骨格となる広域利用林道を整備す

林道をより有効的に活用するために

魯町長

している様ですが︑充実した施設を建

田心います︒郡内においては富士山麓に

成︑水資源の確保︑大気の浄化︑さら

ということも︑両面だてて検討してい

同﹈ 町の面積一︑五一八Ｍのうち︑
約八十％が山林です︒山林は森林の育

林道と結ぶ林道新設計画を立て︑隣接

ます︒二階になった場合の施設の内容

レ

＼！

、

桂にはありません︒新倉林道と黒野田

＝一

駐

については︑今後検討していきたいと

一一一ツ峠林竈新股の

考えております︒

支 障 が 出 てしまいます︒またランラン

肚画につい

け替えのための工事費等の増額︑健康

（＼

設 す る た め敷地が狭ければ︑二階かな

も見込まれます︒このため道路のつけ

て

駐 車 場 予 定 地となる河川敷への町道の

路法に基づきますつけ代え申請を提出
し な け れ ばならないのですが︑許可に

ランランランド
＝

ランド側の橋の一部を補強もしくは架

は 一 年 程 度かかる見込みで事業執行に

ユニ

代えは考えて お り ま せ ん ︒

管理センターの駐車場スペースの減少

◎
ｏ
」

一

一一

；・

整備計画図
ゲートボール場

四昇一．菖付で土木職一各を採用レ ．一

振輿課下水遣係として配厨をしたごと一

．工哨︐つ下水哨管理屑ｏ峨噌省功ぷ∴

．︐盾肌案のとおり可決すべ当侶沓のと燦お旭︐

決定理由．︐

■．本案の内容は︑．︐

四七平町に遺放し︑−歳出．で熔∴下水適一

；遇当職貴の旅費を狙七千膏遺滅する竜︐

グめカある︒︐︐．；．

・︑収入役逐笹︑閏独∴

町暴樋繋蓬由

一．︒双入役権守嚢氏が︑一．︐

．■七た．ので︑一収入役権守馨氏意懸を尊璽．

一で退職し先いとの醸職願が提艶ざれ婁・

︑川村鱈雄君を選優致し允い︒∴柵緑罷灘．．

し︑︐■これを受蟄した甘■．後任に総務藻鋒

いただ．ぎたい︒︐∴−

柏木︐．茂氏．一

︐．権．守．彦雄．氏・．一︐

■初栓亙澄蒙む堰姿−及び補涛＾ゆ彪学．

︐選馨嘗襲委員︐一

−︐倉・見．一

．−．締．．園．・

︐︐．上︐町−

稔議員

て︑今後は近隣の市町村の状況を見な

時間をうまく利用していただきまし

いる所でございますが︑このサービス

さてこれらの人□は当然役場開場の

人口の率であると田心います︒

時間には︑企業の時間に拘束されてい

新闘紙上に︑田富町役場の記事が載っ

るのです︒さる三月二十六日の山日の

交付を実施している市町村もあるよう

Ｃカード等により休日または夜問等に

また田富町の例でございますが︑１

がら︑検討していきたいと思っており

ておりました︒それは顔写真人りの１

でございますが︑これにはまず住民登

ます︒

Ｃカードを使用し︑住民各自が持ち︑

録業務の電算化の必要性があります︒

て︑役場で発行する証明書の交付を受

このカードによって健康管理や町立図

の確立が必要であります︒このことに

それには長期的な作業計画や財政面で

けることに︑大変煩わしいと思ってい

交付などの︑行政サービスが受けられ

書館の図書の貸出︑また各種証明書の

申請書を書く手間も無くなって︑効率

られるようになるそうでございます︒

機を設置し︑休日夜間にも交付が受け

事項の変更等に係わるものでございま

基本的な権利︑義務の発生︑また身分

民票︑戸籍等の作成管理など︑住民の

の箏ですが︑住民課の窓口業務は︑住

民票等諸証明の交付が受けられないと

数見に至る新倉林道︑また都留市の大

したいと思っております凸

隣の市町村の状況を見ながら︑検討を

ついては将来に向かって︑必要なこと

圃 住民サービスの向上について︑
その観点から次の点について伺いま

が上がると同時に︑町民に対し一層の

道︑これを結びますと広域的な林道と

幡から大月市の笹子に至る黒野田林

であると思っておりますので︑また近

す︒役場証明書窓ロサービスの充実に

サービスの向上と︑期待しているとの

ては︑関係法令などに裏付けられたも

して︑すべての事務処理にあたりまし

るというものです︒各種の証明書の交

ついてでございます︒役場窓口の発行

ことです︒非常にすばらしいことだと

付については︑役場敷地内に自動交付

す る 戸 籍 謄本また戸籍抄本︑印鑑証明︑

感心いたしました︒当町においても先

ことになります︒このほか税務関係も

年問一人当たり二回の請求をしている

ものであります︒成人人□からすると

思います︒

応の手立についてお考えを伺いたいと

であると考えますが︑町長の認識と対

わしさを解消する手立てを模索すべき

に述べたように︑住民の感じている煩

事ができる訳でございます︒交付につ

とが明らかな場合は︑交付を拒否する

の観点から︑不当な目的で請求するこ

証でございまして︑プライバシー保護

のでございます︑特に戸籍は登録の公

てはご承知のようにゴルフ場造成計画

しかしながら現在︑当町におきまし

面においても︑有効な利用が図られる

致しまして︑林業面あるいは生活環境

ちまして︑四︑八五〇人となっていま

当町の人□も平成六年六月一日をも

す︒近隣の市町村の状況を見ても︑実
施していない市町村がほとんどでござ

在開設に至っていない訳でございま

い︑書類の管理の問題等の事から︑現

審査する必要があり︑また料金取り扱

きましては︑申請内容が正当であるか

ので︑将来的には県に林道の新設申詰

ね︑県においても計画があるようです

して︑富士吉田市︑都留市と協議を重

ます︒

の中に含まれてしまう可能性もござい

道のルートがゴルフ場造成地のエリヤ

が︑県において審査中であります︒林

と思います︒

ざ い ま す ︒また一方請求者側の住民の

八五七人の内︑給与所得者は一︑六二

は就業者のほとんどの人が会社等に勤

す︒ご質問にもありましたように︑今

いまして︑実施している市町村につき

を致しまして︑事業に着工できるよう

ラリーマンを示す的確な数字とは言い

る 所 も あ るはずですから︑いわゆるサ

魯町長

六 人 で ご ざいます︒約八十八％を占め

務をしている状況でございまして︑ま

でございます︒町では平日の昼休み時

ましても︑実績が出ていないのが現状
きれません︒いずれにしても八十八％

す︒このような状況の中で︑平日の住

町の平成五年度の所得申告者︑総勢一︑

ています︒もっとも給与所得者と言っ

た女性の方の社会進出により︑夫婦共

努力致したいと考えております︒

と い う 数 値は︑遠からずサラリーマン

いずれにしても諸問題を考慮致しま

ても︑家庭内の労働を給与扱いしてい

働き世帯が多くな﹁ていると思われま

間︑窓口を開けましてサービスをして

就業体系について申し上げます︒西桂

入 れ ま す と︑数値は更に上がる訳でご

︵五ぺ−ジより続く︺

成 五 年 度 その数五︑八七七件にも及ぶ

住民票などの証明書の発行件数は︑平

の向上について

役均匝明●窓ロサービス

渡辺
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西桂町議会だより

第５号

西桂町議会だより

繕務常任委旦会
六月二十日

大で四台分駐車スペースが必要︑
房設置などアンケートに基づき︑
段階であります︒

蔓設文教常任曇貝会

は︑県と町で考えているところであり

しいルートを考慮する必要があること

ます︒

側道利用を中心とした新ルｉトを︑富

で︑県道昇格も考え合わせて︑中央道

生活関連道路を整備するという意味

溝下二号線建設工事が一部進んでい

士吉田市との連絡調整を図りながら進

六月一一十日

が集まり︑取りかかれる箇所から順次

ない状況から︑工事の進捗状況に関心

施設造成面積
建設場所

めていきたいという計画を県に依頼す

健康管理センターアンケート結果

駐車場保育所のすぐ上の一四四七

工事を行い︑隣接する富士吉田市・都

健康づくり推進協議会︑町議会︑ボ

ランティア協会への先進地視察アン
平米︵四一二六坪︶・河川の

一九六六平米︵五九五坪︶

ケート結果︑ほとんどが境川村がよい

る予定です︒

号線を中心とした地

ては︑進捗の遅い工
区に手問をかけるよりも建設可能な部

域内道路整備につい

分から工事を進め︑利用者の利便性を

新道の建設について

について︑将来的なビジョンを振興課

る︑溝下二号線か
ら吉田に向かっての地域内道路の整備

の重点事業であ

れました︒また町

部委員より指摘さ

きだとの意見が一

留市とつながる新道の建設にかかるべ

ゲートボール場
八一一九平米︵二五一坪︶

デイサービスセンター及ぴＹＬＯにつ

デイサービスセンターは︑老人福祉

図り町民の利用度を高め︑地域内道路

いて

委員会では溝下二

横四四六平米︵二二六坪︶

ならエレベーターが必要・暖房は︑床
暖房・給食は業者委託・施設内は裸足
がよいという結果であります︒

健康管理センターの造成及び建物の遣
行日程

計画の中で示した平成十一年度の老人

に確認しました︒

り白山神社前までは中央自動車道側道

現状では︑国道から溝下一一号線を通

よい影響を与えるものと︑委員会では

利用意識道の高まりが︑工事の進捗に

必要があろうと考えます︒この町民の

整備について町民の利用意識を高める

人口率十六・四％︵見込み︶この数値

を利用し︑将来的には︑中央自動車道

地域内道路整備について町概要説明

康 セ ン タ ー︑デイサービスセンターの

を想定しています︒若干早い時期の建

側道を延長し︑富士吉田市へ抜ける新

期待しています︒

プロジェクトチームを作り今年度五回

設となりますが︑平成十一年に健康管

健康管理センター計画は︑現在プロ

一一一一一＝一一一一一＝⁝＝一一一一一一⁝一一一⁝一一一一一一一一一一一一一一一一一⁝一一一一一一一一一一一一一＝一一一一一⁝一一一一一一一一一⁝一一一⁝一一一一＝一一一一一⁝一一一⁝一一一一一一一一一一一一一一一⁝一⁝一一一＝一一一一一⁝一一一一⁝一一一一一＝一一一一一一一一一一一一一⁝一一一一一一一一⁝一一一＝⁝一一一⁝一一一一一一一

ジェクトチームで検討している段階で

いかないので併設とします︒

理センターの隣りに造れという訳にも

デイサービスセンターとＹＬＯ会館

今後は別の方策を研究中です︒町単
とは︑現在は富士吉田の施設にお願い

できますが︑視察した人の声を是非反

あり︑まだ素案段階ということも理解

総務委員会意見

え︑十月に係長以上の調整会議︑幹部

との利用者対象者の区別はＹＬＯは老

の焼却場施設を造るかどうかと言うこ

している状況であるので︑これを維持

いとの事です︒

会議を経て実施設計を委託し︑平成七

人福祉施設なので︑元気な方に利用し
ていただきます︒

の性格上︑隣地に焼却場や粗大ゴミ収

町では健康管理センターという施設

庭で処理してもらおうと考えていま

処理業者の紹介を行い︑それぞれの家

す︒産業廃棄物︑家屋廃材については︑

会に報告をしていただき︑住民には新
しい方式について早い機会に周知徹底

野焼きの件が廃止になる場合は︑議
集場所があることは不適当と考え︑施

をはかっていただくということを委員

映させていただきたい︒

理想としてはＬ字型の乎屋建施設はど

す︒家庭の簡易焼却については町から

していこうという町の方向でありま

うかということの検討を行っていま

設建設に伴い今までの野焼き場は廃止

会として要望します︒

野焼きのための焼却場について

す︒

の補助制度なども検討中であります︒

施設のすぐ前に検診用バスのため最

とし︑新規の野焼き場確保の予定はな

サービスセンターとの併用施設とし︑

プ□ジェ ク ト チ ー ム 内 で は ︑ デ イ

健 康 管 理 センターの施設外観

年度の予算で建築します︒

す︒また建物の細部に渡る間取りを考

今年度は建設予定地の造成を行いま

の会議を行いました︒

健康管理センターの建設計画は
野焼きのための焼却場は

住民課︑振興課︑企画課︑財政で健

溝下一一号線及ぴ

ということでした︒ただし二階を造る

検床
討暖

業

一事

に

長

嘉雛

法

尾緊

財︒殿殿殿殿殿殿４ 鰍
震る
２長地︶
地す臣臣臣臣官官月議る律
１日 教育委員任命書交付式

小中学校入学式

下暮地公民館竣工式

川凌い

保育所入所式

硯修旅行説明会

１７日

珊日

２１日

５日

、

弁護士一家３人の行方不明事件など 、家族の下に何らの

げて 、緊急整備事業計画を中心に対応を進めて来たが

手掛かりも残さず去 った 、いわゆる行方不明者は 、昭和

東海地震発生の確率が ・日に日に高まっ ている状況を考

三ツ峠歩け歩け運動

臨時議会

例月出納検査

南都留農業改良協議会
商工会総会

南都留郡社会福祉協議会
総会

正副議長あいさつ回り

山梨県町村議会議長会定
期総会

商工会工業部会総会

南都留郡保育所連合会総

議会広報編集委員会

商工会青年部総会

織物工業協同組合総会

商工会婦人部総会
正副議長研修
農業委員会

町民球技大会

南都留郡町村議会議長会

７日

１０日

１３日

１５日

２８日

中部横断自動車道建設中

総会

央道拡幅促進期成同盟会

リニア建設促進期成同盟

会総会

青色申告会西桂支部総会

例月出納検査

議会運営委員会

定例議会第一日目

国保運営協議会

定例議会最終日

消防分団対抗ソフトボー

ル大会

知事を囲む懇親会

都留市議会正副議長あい

さつ来庁

★ ロメモ

衆院選挙区画定審議会案で︑

山梨県内の選挙区は一．区．パ甲廠

郡︶︑二区︵郡内・策西八代郡×︐

市・塩山市・山梨市︐﹃．東叫梨−

三区︵韮崎諭・北中南巨霞郡︶

に事実上確定した︒衆議院県還

めに全二名に絞り込む必要があ・■︑

区なので︑野合と言わ机本い沈．一

出の代議土五名は︑与党三覚に・
開授業

るし︑野党も各地区にどんな形

山梨県旅券窓□開設式

監査委員研修

属してい各凸小選拳蟹■制憾・一■人■

陸上自衛隊北富士駐屯地

で候補者を送り出すか注目旧

ＴＥＬ

〇五五五；二五−二一一∴

編集四桂町議会広報編葉委員会
住所〒四〇三山梨県南都留郡西桂町小招一五〇■

平成六年八月．一十四□発行
充行人 西桂町議＾五議長 高尾嘉一
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健康管理センター視察

創立別周年記念式典

中学校コンピューター公

研修︵５月趾日−６月３日︺

日日日

一ｘ舷擬
災の

策
対男
特

鷲大厚晋消水平西機
のさ

鰐

防上

会理事会

議会運営委員長連絡協議
議会広報編集委員会

群議長会定期総会

合わせ会

消防委員消防団幹部打ち
例月出納検査
議員研修

県議長会理事会

市町村議会議長会議
消防協会富士五胡支部総会

常任委員長研修
都留市制４０周年記念式典

三ツ峠歩け歩け運動打ち
合わせ会

郡内おかあさんコーラス
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