前田呵長初の議会となる七月臨時議会
は︑平成七年七月二十一日に会期一日で
開催され︑呵長より提案された一一案件に
ついて審議し︑すべて司決されました︒

い告

い告

一一︑﹁活・活・西桂町づ

くり﹂の推遣

しまして防災対策を検討し

ていきたいと考えておりま

県山梨﹂の建設に向かって

が提唱しております﹁幸住

のご協力を得まして公園整

て大沢公園下流にも地権者

環境では︑県の事業とし

す︒

二期目をスタートされてお

備をしてまいりたいと考え

県においては︑天野知事

りますが︑町においても平

ております︒

福祉では︑健康管理セン

成四年度に第三次長期総合
計画がスタートしておりま

ター兼デイサービスセン

ターの建設も着実に進んで

す︒

基本構想・計画を基に西

いるところであり︑この完

し︑その重責をひしひしと

ございます︒当選の栄に浴

存であります︒

くり﹂を推進してまいる所

み良い﹁活・活・西桂町づ

◎議案二十二

選挙長等の

西桂町監査委員

報酬及び費用弁償条例の

一部改正

◎同意四

議会運営委員会

選任につき同意を求める

一

一１７日

■
一

一

■

一

■

■
町長あいさつ︑提案一

本会議開会

一

二十二︑同意四︶

理皇括説明萎一

一２１日

産業におきましては︑三

．

一

す︒議員各位におかれまし

挨拶をさせていただきま

を賜りながら全力投球で町

の皆様方のご指導・ご協カ

就任にあたりまして議員

大震災は神戸市をはじめ周

生いたしました阪神・淡路

去る一月十七日未明に発

おります︒

町民総参加の植樹を考えて

道に桜並木の整備を行い︑

一

．

一

一

︵付託議案審議︶

連合馨会

本会議休憩

総務委員会付託

ツ峠を中心とした観光に力

す︒

なるよう進めてまいりま

の健康・福祉増進の施設と

成により一層充実した町民

桂町の環境・福祉・産業・

教育等町政全般にわたって

当たり︑提案理由の説明に

感じておる処でございま

バランスのとれた健康で住

入ります前に︑議長の承認

す︒

七月臨時町議会の開会に

を得ましたので︑就任のご

ても四﹇月統一地方選挙に当

政を担当してまいる所存で

を注いでまいります︒登山

選されましたことを心より

ございますので何卒よろし

一 本会議再開

災となりました︒町におい

有余人を越す戦後最悪の震

のうちに壊滅させ死者五千

えておりますので︑今後議

積極的に取り組みたいと考

と青少年のための事業にも

一

一

長報告一議案二十一

付託議案総務委員一

また︑教育では生涯学習

辺市町村の都市機能を一瞬

一︑榎田町政の継承

員各位のご指導・ご協力を
して無投票当選させていた

継承してまいる所存であり

つきましては︑槙田町政を

位の参加・ご指導をお願い

議員の皆様をはじめ町民各

ても瞬時に対応できるよう

桂町の町長に町民からのご

支援を得︑又議員の皆様か

てもいつ災害が起こりまし

だきましたことに対し︑心

ます︒

す︒

質疑・討論・採決

一
会議閉会
ｒｉ
一■本一
■一■﹂

一

一

一 一すぺて可決一一

．

一
平成七年度の事業執行に

より感謝申し上げる次第で

お願いするところでありま

らの暖かいご支援を賜りま

くお願いいたします︒

卓三監査委員

渡辺

一二︑同琶

さて︑私も去る六月に西

お祝い申し上げます︒

三︑主要政策

、

■

１

１

■

− −

■

■

■

く０』０讐邊竈
●
●

ｒ

前田町長所信表明
７月臨時議会

２
７月臨時議会報告

３広域行政組合報告

１，

０２２ ，５４０千円

（主な歳入内訳）

企画費負担金

（うち西桂町
消防費負担金

（うち西桂町

４９ ，３９７千円
２ ，８６５千円）

８８９ ，０８５千円
６２ ，７０１千円）

平成７年度富±五湖広域行政事務組合

富±五湖ふるさと振輿整備
事業特別会計当初予算
歳入歳出総額

２５

，７５１千円

統一地方選により︑各市町村議会よ

７２ ，５９２千円

り新たに選出された組合議員の初議会

消防事業費

となる︑平成七年六月五日に開催され

８５４ ，８９６千円

た富土五湖広域行政事務組合臨時議会

消防総務費

の議会人事により︑当町の梅原議員が

５５ ，３８９千円

副議長に︑小林議員は消防委員会委員

企画振興費

に選出されました︒

（主な歳出内訳）

小林議員は消防委員会委員に選出される︒

歳入歳出総額

当町の梅原議員が副黎長に︑

一般会計当初予算

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＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一⁝一一一一一一一一一

平成７年度富士五湖広域行政事務組合

％二＝二＝÷戸二＝二＝二＝＝ニニ＝二ｉ二＝二＝二＝二ｉ讐籏当篶

、
７年５月３１目呵蟹会竈貝研修棚
．．

現地視察 ・小学校プール

町長あいさっ

議員研修 ・各会計予算説明

現地視察 ・簡易水道水源地

一一

６月定例議会報告

６月定例議会

量

町
６１

憤

・槙田町長所■信表明の際バ．・一．∴

今期限りで勇退を表岨︐．一

立候補は致しません︒任期
中全力を捧げまして職務に

励みますのでよろしくご指
導︑ご協力のほどお願い致
します︒

一一期八ケ年議員の皆様方

にはいろいろご指導ご鞭捷

謝

辞
石原

議一貝

職にご就任以来︑町民総参

昭和六十二年七月町長の

おおくりいたします︒

議会を代表して︑謝辞を

滋

町長提出九案件︑ 議員提出二案件を全て可決

町長あいさつ

を賜り感謝に堪えません︒

業者も決まったところであ

には入札も終わり各工事の

ろでもあり︑去る六月九日

建設にむけて始動したとこ

ンターの敷地整備も終わり

のご支援により健康管理セ

民の皆様のご健勝をお祈り

感謝致しますとともに︑町

いご理解︑暖かいご支援を

りました︒町民の方々の深

町勢発展のため努力して参

力︑ご吐貢をいただく中で

ろいろご指導ご鞭捷︑ご協

また︑町民の皆様方にはい

どうぞ末長くご慈愛のほ

す︒

ご助一一一目を賜りたいと存じま

われども︑変わらぬご指導

ものであります︒立場は変

退は︑惜しんでも余りある

した︒事業半ばにしての勇

責を見事に果たして参りま

して行政を展開し︑その重

加の町づくりを基本理念と

ります︒また︑町内各工事

致します︒職が終わりまし

どお祈り致し︑今後も町民

厚く御礼を申し上げます︒

等も予定したところのもの

ても一町民として町の発展

福祉向上にご尽カ賜わるこ

当町におきましても議員

から六月一日に発注が終

のためにご協力を申し上げ

各位のご協力︑町民の皆様

わったところであります︒

︵六月定例会会議録より︶

せていただきます︒

ではございますが謝辞とさ

とをお願い申し上げ︑簡単
︵六月定例会会議録より︺

ます︒

私事で恐縮であります
が︑私の任期は平成七年七

月十日でありますが︑任期
で町長職を退任致しま す ︒

﹇条例﹈ 一件

◎議案一一十一 西桂町国民

平成七年度西

一一件

健康保険税条例の一部改
正

一予算一

◎議案十六

平成七年度西

桂町一般会討補正予算

︵第一□万︺

◎議案十七

桂町老人保健法特別会計

補正予算︵第一号︶

一一一件

工事請負契約

﹇議決事項﹈

◎議案十八

の締結︵西桂町健康管理

工事請負契約

センター建設主体工事︶

◎議案十九

の締結︵西桂町健康管理

センター電気設備工事︶

◎議案一一十 工事請負契約

の締結︵西桂町健康管理

センター機械設備工事︺

一件

西桂町公平委員

﹇同意﹈

◎同意三

会委員選任につき同意を
求める

Ｈ承認﹈

◎承認五

一一件

平成六年度西桂

町繰越明許費繰越計算書

の報庄□

◎承認六 専決処分事項の

報告︵西桂町税条例の一

部改正︶

二件

宗教法人オウム

一発議﹈

◎発議三

真理教の解散請求・施設

の完全撤去及び治安維持

水力発雷施設周

の強化に関する意見書の

提出

◎発議四

辺地域交付金の交付期間

の延長を求める意見書の

提出

６月定例議会報告

工事請負契約の締結
わせる必要があったのでは︒

︵健康管理センター建設主体工事︶
入札の結果︑東急建設株
町公目弁

管理のため︑安全施エサイ

事故の多い建設工事の安全

提出︑また他産業に比べて

全施エサイクル表に基づく

事の際の連絡表の表示︑安

程表に明記し指導する︒有

の安全には十分配慮し︑工

駐させる︒

及び︑専任安全管理者を常

の実施︑安全管理者の設置

東急建設の安全パトロール

クル表の整備︑工程表への
安全対策の指導︑各工事単

位の安全管理者の設置︑専

任安全管理者の常駐は行う

のか︒

設計管理者︑施工業者︑役

式会社甲府営業所が落札
ジョイント発注は五億円

月闇・週間工程表とも提

場担当者の＝一者による工程

工事施工管理については

し︑契 約 金 額 は 消 費 税 を 含
以上が望ましいとの県の指

出させる︒工事の安全管理

町答弁

む二億二千六六〇万円であ

導もあり︑今回の健康管理

会議を毎週行う︒

る︒

際しては法令に基づき工事

たり︑参加業者の格付けは

今回 の 入 札 指 名 選 定 に 当

により入札した︒

体︑電気︑機械と分離発注

額は四億円程度のため︑本

歳入歳出それぞれ一一一五八

令機四台程度を配備し︑今

平成七年度一般会計補正予算︵第一号︶

センター建設関係予算の総

どうなっているのか︒
委−貝質疑

委 員 質疑

町坦目弁

後逐次購入し︑最終的に班
長クラスまで行き渡るよう

万三千円を増額し︑歳入歳
出の総額を一一〇億四千九三

東急建設直轄により建設
を行うのか︒

今回の入札には十一社参
加した が ︑ す べ て 経 営 審 査

にする︒今回は九月に予定

されている区長による情報

六万円とするものである︒

情報収集・伝違等

町答弁

工事施工に関しては関東

百一点 以 上 の Ａ ラ ン ク 業 者
である︒

一５日
一１２日

議会運営委員会

一

■
︵付託議案審議︶ 一

晋本会議扇

付託議案総務委員長一
■

本会議開Ａ五

町長所信表明︑提案

報告︵同意一二︑承認一

二十一一

一

−
五．六︑議案十六三一
■

理由一括説明︵同意

一一一︑承認五・六︑議

案十六−二十一︶

総務委員会付託

質疑・討論・採決 ．
１
．

一

︵すべて可決︶

一

本Ａ罧議散Ａ舌

四︶

議員提案︵発議＝一・一

質疑・討論・採決

一

一

閉会中の委員会継続一

︵すべて可決︶

連△口審査Ａ舌

︵付託議案審議︶

総務委員会

︵発議案件審議︶

建設文教委員会

調査議決

議会から町長へ謝辞一

︵事務調査︶

上九一色村オウム真

Ｉｉｉｉ一１＼．

．
−

一１３日

連Ａ□審査△酉

本会議閉会

■

理教施設現地調査

７日

意見書の原案は本来︑住

はこれに対し回答したり︑

り︑監督については技術者

火事等非常時に消防団が

地方議会は地方自治法第

民が議員を通じ地域独自の

収集訓練に問に合うよう︑

県では︑大規模な工事の

を二名︑事務職一名を常駐

緊急出動する場合︑消防無

所へ出動してしまったり︑

九十九条第二項の規定によ

問題を自発的に持ち上げる

の強化

場合七百点前後をＡランク

させ︑各種工事毎に直接契

線の受令機がなければどう

出遅れてしまったケース等

り︑地方の公益に関する事

委員指摘

過去︑消防団が誤った場

て対応する責任を有する︒

法律上はないが︑誠意をもっ

そのとおり処置する義務は

としている︒まともに入札

約をして工事を施工する︒

しても出遅れてしまう︒消

が見受けられる︒このよう

町防災無線機を購入する︒

すれぱ ︑ 県 外 大 手 企 業 が 落

安全管理及び施行技術

防団の受令機購入はどう

るものが多くなっている︒

等に対する政策提言に関す

意見書を受理した行政庁

意見書の提出ができる︒
んでいただきたい︒

集・伝達等の強化に取り組
当初予算にて各分団へ受

町答弁

委 貝質疑

札するのは明らかである︒

管理の徹底を

ものであるが︑最近は政府

﹁意見書提出﹂−とは〜

適正なる競争をさせるに

柄について︑関係行政庁に

工事施行技術管理に際し

なことのないよう︑情報収

と七百点程度の企業をジョ

ては︑月間・週間工程表の

なっているのか︒

イントさせて︑県外大手と競

委員質疑

支社の中に建築部門があ

１

−

１

■

は︑県内の百点前後の企業

委一貝質疑

■
■
■

■ ■ − ■ ■
一

−

オウム現地調査リポート

調査の場を設けていただき
ありがとうございます︒

同じ富士五湖行政区域の
町として︑何か支援するこ

とはないか︑六月定例会に

上程されたオウム真理教解
散の意見書を心の通う議決
としたいと思います︒

︒第

，〃一

．︐

・

・

繍
至暑１茗Ｏ

まることができなかったの

かくやまれる︒

危欄は続いている︒警債

の強化を

この地にはまだ一一一・四百

人信者がいる︒地元で心配

現在︑当村のオウム信者

あったので︑許可を下ろした︒

建物が図面上基準通りで

対の立場を取った︒県では

所の建築確認申請以後︑反

ティアンに建築された診療

地元では第二上九の第六サ

サティアンが建設された︒

を言う︒およそ地元にはな

の土地に入るな︒﹂と文句

り囲んで﹁何しにきた︒人

が見に行けぱ︑大人数で取

た事から始まった︒地元民

持ち込み︑土地をかき回し

にいきなり教団がユンボを

成元年十一月に︑第一上九

教団とのトラブルは︑平

らせしていただきたい︒

さん︑この危機状況をお知

きたい︒この地を訪れた皆

力を挙げて警備していただ

が無くなるまで山梨県警総

からない︒オウム教の信者

事である︒何が起こるか分

しているのが︑幹部が逮捕

は一人も住民登録されてな

じまない集団が入ったと言

排他的な＾団オウムロ理教

い︒また当村の信者数を教

うのが実惰である︒平成一一

得し︑ここに第二︑三︑五

団は把握していない︒

年五月に住民大会を開き︑

︵本日の会場であ

オウム真理教施設は点在し

位置する富士ケ嶺地区に︑

とをお願いし︑当面の富士

既存の建物全て撤去するこ

るよう要請するとともに︑

等︑ケアー対策をしてくれ

復帰のため︑就職の斡旋

郷里に帰すため︑また社会

県を通じ国に対し信者を

ている︒教団は聖地で中を

うと寝ないで好き放題やっ

い︒そのくせ教団は夜だろ

訴えても何もしてくれな

中に建物が増えて︑行政に

動をして来た右しかし運動

まった︒以来六年間追放運

この集団の追放運動が始

張して義務を果たさない︒

が︑オウムは権利ばかり主

ければいけないと思うのだ

互い権利と義務を果たさな

例えぱ村や県が道路を舗装

一緒に住んでいる以上お

ている︒

ケ嶺地区の百人体制による

見せてはくれない︒今日︑

初で︑平成元年に教祖が取

教団施設は第一上九が最

に点在している︒︶

上九一色村の静岡県側に

る豊茂農協を取り囲むよう

警備の強化を警視庁にお願

してくれる︒彼らは平気で

オウムよ鶉務を果たセ

され教団の統制が取れない

信者の社会復帰を

士

実態が明かになるにつれ

志村企画観光課長

いした︒また観光イメージの

一

ユンボやパワーショベルを

●

て︑建設当初教団を取り締

教団施設の進出状況

＾．

一、ド
剃ｂ一

触

回復を県にお願いした︒

江野沢豊茂農協組合長

＾

汐、

議
田議長
牛

、
一

型虹
１一晶

爪

鰯はサティアン

本日は西桂町議会の現地

オウム真理教施設全景 仙恕 ・上九一 餉〕

オウム現地調査リポート

６月１３日実施オウム教団施設現地調査

．．

．

．３．一．

﹁教団がやったのでは

る︒それを村が注意に行く

するので︑舗装がだめにな

道路の上に降ろして作業を

饒かだった村が夫蘭

んどオウムの人間である︒

村で事故を起こすのはほと

故起こすのかもしれない︒

第て←九オウム取得

；オウム進出経週と対応

かかわらずですよ︒また

村民の多くが見ているにも

道軍により騒がしくなっ

かな村がヘリコプター︑報

押しかけてきたために︑静

教婦策委員会結成−

竃士サ嶺地皿オウム

入届不受理■

四十九人の信者の転

．違反農地より撤退

−儂振荏違反︑．オウム

−騒音︑照明被害多発

．筒地施設建設の夜蘭

と︑

ぎ︑酩８に被害も

カーブの所にある教団建物

た︒このため神経質な牛の

２隼．

ない︒何処に証拠があるの

の前に車をずうっと止めて

乳の出が悪くなった︒さら

第二上九オヴム取得

一一一月以降報道障がわっと

おく︒通れないですよ︒あ

にやじ馬などに空き缶・ビ

同地に教圃施設建設

か︒﹂と平気で主張する︒

げくに信者の運転する車が

ンを牧草地に捨てられ︑そ

一簾一上九の施設完成

事故を起こすことも多い︒

の破片を牛が食べて死ぬ被

■道︶︐の境界聞題発生

．伺地くの遼入路︵農

．二十七人の僑者の転

︐入屈一届佳地確認の
；後︷転入風受理
．第二上九の施設完成

第一■一一上九オウム取得︐

第四・五土九オウム

取得

第一一一・四・五上九の

施設完成

ついで転出する

二十七人の信審あい

七上九の施設完成

第四・五の一部・六・

取得

５辱 第六・七上九オウム

５■辱

４年．

．３隼︐

もっとも彼らは二十四時間

第２サティアン 、右 ＝第５サティアン（第１上九）

害が出た︒

左＝

働きずめだから︑疲れて事

第１０サティアン 、右 ：第７サティアン（第３ ・第６上九〕

⁝諦鵠鞘︑．

覇

﹄ ． ．

・肚■．

左＝

意見書可決

宗教法人オウム真理教の解散請求 ・施設の完全

１

撤去及ぴ治安維持の強化に関する意見書（要約）

水カ発電施設周辺地域交付金の交付

…

期間の延長を求める意見書（要約）

宗教法人オウム真理教に関する一連の事件は ・その１ 電源開発促進対策特別会計（電源立地勘定）に依拠
解明に向け ・連日にわたり ・本県の上九」色村及び富１する水力発雷周辺地域交付金（水力交付金）の交付期
沢町に所在する施設をはじめとする強制捜査が進めら１問を全面的に延長し 、所要の財源措置を継続すること
れ・ サリン製造 ．使用の疑いや劇物の貯蔵 ・拉致 ．監１ｕ〕水力発電の立地に当た
って 、地元住民の理解と協カ
禁、 誘拐 、盗聴 、武器製造の疑いなど 、著しく公共の；
： を得るための社会資本の整備が必要不司欠であ乱
福祉を害する行為が明らかにされつつあり 、先般 、同：
．
市町村の振興をはかり 、地域と発電所との共生を
教団の教祖も殺人及び殺人未遂容疑で起訴されたとこ：
： 実現するために水力交付金は必要不司欠である
ろである 右
：１２）水力発電は 、わが国のエネルギー・ セキ ュリティ確
これらのことから同教団は 、宗教法人法第８１条の：
： 保の上から極めて重要である
規定に該当するものと考えられる 。
エネルギーの安定的供給は一国の基幹的な政策の
よっ て貴職におかれては 、関係機関と早急に協議し 、１
１ 一つである 。現行の水カ発電供給実績（１１ ．７％）
当該宗教法人の早期解散 、施設の完全撤去及び治安維 ：
持の強化に向け 、積極的な取り組みをされるよう強く１ 程度は国民生活に最低限必要なエネルギ 量として
１ 国産の水カで確保し ・次の世代の人々のために将来
要請する 。
： 的には開発の加速化をはかるべきである
。

。

・

。

．

。
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西桂町議会

１

議長牛田
提出先 ＝内閣総理大臣 、法務大臣 、文部大臣 、
国家公安委員会委員長 、東京都知事

茂１

西桂町議会

…

議

長

牛

田

茂

１
：提出先 ：通商産業大臣 、大蔵大臣 、自治大臣

郡議会議長会総会

南都留郡体育祭

１２日

１４

残暑お見舞

過日オーム真理教の調査に

申し上げます︒

上九一色村オウム真

行って来た︒役場課長︑区

６月定例議会初日

理教施設現地調査

長︑農協組合長から話を伺

して家の中を移動する︒犬

６月定例連合審査会

は木陰に穴を掘りすっぽり

う中で︑オーム施設に囲ま

収まり顔を出している︒暑

６月定例議会最終日

設安全祈願祭

さが続くと健康にも悪影響

れている住民の不安︑苦し

長崎県愛野町議会行

を及ぼす︒外出時は帽子を

月例出納検査

政視察来町

被り水分塩分を補給するこ

みを肌で感じた︒オーム施

大月市葬

とが予防の柱︒暑さをはね

西桂町長選挙当選証

ほたるまつり

返す心構えを持って頑張ろ

日日日日

５月

１２日

ｕ日

１６

一一一ツ峠歩け歩け運動

商工会総会

１９

ｗ日

例月出納検査

山梨県スポレク祭

消防団分団対抗ソフ

う︒秋はすぐそこ︒

設の撤去︑信者が居なくな

トボール

高尾嘉一

書付与式

商工会駅前バザール

編集委員長

滝□憲一

るまで警察の常駐を望んで

議会運営委員会

副委員長

学校給食運営委員会

月例出納検査

員 渡辺英一郎

いた＝一氏の真剣な言葉が︑

七月臨時議会

委

員 勝俣隆幸

南都留郡体育祭

京都府野田川町議会

委

員 小林隆芳

健康管理センター建

行政視察来町

委

農業委員会

印象に残っている︒ 滝口

２８日

７月

２６

日

２ユ日

西桂会場式典

東部青色申告会西桂

支部総会

西桂町消防委員会

西桂町織物協同組合

暑い︒猫が涼しい場所を探

旭日

１５日

１６日

３２

農業委員会

渡辺

日日

２３日

別日

２５日

総会

県議会議長会総会

西桂町議会研修

農業委員会

３０日

３１日

６月

地震防災訓練

町民球技大会

ユ日

４日

議会運営委員会

１７

日日日日

︵非常参集訓練︶

５日

１９

富士吉田市議会正副

議長来庁

町民ゴルフ大会

市町村議会議長会議

閉日

２１

７日

８日

９日

国民健康保険運営協

議会

２５

平成７年６月１６日

