ユ２月定例会 ・町長所信表明

ところですが︑とりわけデ

イサｉビス事業の運営に関

しては︑西桂町社会福祉協

議会へ委託する方針で進め

ております︒また建設工事

民誰もが福祉・医療・文

活・ 活 西 桂 ︑ す な わ ち 住

二般質問参照︶

の重責を感じております︒

ければならないものと︑そ

工しております︒三月末に

したので︑現在︑工事を施

地権者のご協力が得られま

七・五メートルとするため

保のため︑最終的な幅員約

切までを中学生の通学路確

整備を進めておりまして︑

広場・あずまや・遊歩道の

成工事に入っており︑自由

十月からは︑第二工区の造

し︑九月末に完成しました︒

ずまや・ほたる池等を整備

第一工区造成工事は︑あ

付近から都留市境界までの

として柿園地区のＪマート

年度に渡り︑第一期工事分

平成八年度より平成十二

合と連携して進めている状

富士五湖広域行政事務組

については︑極めて順調に

化・教育・産業−社会基盤

は完成をいたします︒

代にふさわしい町行政シス

会を建設するためには︑時

地取得のめどがたちました

力により︑柿の木公園用

地権者のご理解とご協

ございます︒

来年の二月末の完成予定で

下水道工事が始まります

託を発注してございます︒

施設計委託及び地質調査委

しております︒現在は︑実

間︑二八ヘクタールを予定

得られました︒

ては︑地権者よりご協力が

況であり︑用地取得に関し

進んでおります︒

などあらゆる分野において

テムの構築が必要で︑経営

ので今議会に補正予算を計

と︑住民の皆様にもご迷惑

設置予定の西桂出張所と同規模の東部出張所

持続的 発 展 を 遂 げ て い る 社

感覚を取り入れた行政改革

上いたしました︒議会のご

︵広域事務組合報告参照︶

を推進し︑明日の活き活き

各区の自主防災組織には

県の補助金を活用して︑発

電機など必要資機材を三月

末までには配備できるよう

進めております︒また︑地

ビス事業の運営に関し︑現

保健衛生事業とデイサｉ

図り︑住民の身体・生命・

た内容で防災対策の充実を

淡路大震災の教訓を活かし

域防災計画を策定し︑阪神

在内部検討を指示している

＾建設文教事務調査参照︶

力をお願いいたします︒

かと存じます血ご理解ご協

をおかけすることになろう

審議を得まして公園建設の
ゲ・

．．︒．

とした町づくりに適進して

また入田団地駐車場取得

推進に努めてまいります︒

推進本部を設置し︑具体的

に向けて交渉中でしたが︑
．＾ ︑・．．︑

．︑．．ぺ．

ぺ︑

＼

参ります︒今後は行政改革

に展開したいと存じます︒

土地開発基金により︑間も

国道入口から中学校前踏

なく取得に至ります︒

平成七年度は国勢調査年
で 当 町の人口は四千八 五 四

人と︑人口増加と並行して

行政需 要 も 多 様 化 し ︑ 活 き
活きと し た 町 づ く り の 展 開

もその事業内容を慎重に見
極めた中で執行していかな

＼

３

１２月定例会 ・補正予算概要

■

｛単位：千円）

お

総務費

も

な

使

い

み

ち

職員給与改定４ ，０５７ 、公有財産購入費等２８ ，６００

３０ ，３８４

選挙費（県町議会 ・町長）△２ ，２４６ 、統計調査費△２７
（単位 ：千円）

お

も

な

財

源

地方交付税

８２ ．１２８

国庫支出金

４７０

県支出金

△１２１

寄

付

金

２８ ．６００

繰

入

金

４０ ，Ｏ００

繰

越

金

７１ ，４６３

計

２２２ ，５４０

含

民生費

職貝給与改定１ ，１０９ 、国保会計繰出金２９９

２，

２８２

児童手当５６０ 、老人福祉費３１４

衛生費

職員給与改定２７１、 旅費３２

農林水産費

職員給与改定６２２ 、農用地利用調整活動謝礼１２７

３０３
１，

７４９

測量委託料１ ，ＯＯＯ

商工費
土木費

職員給与改定△４ ，５６６ 、旅費４７
職員給与改定３９１、 道路橋梁維持費２１ ，１ｏＯ

△４ ，５１９
１８９ ，Ｏ１Ｏ

公有財産購入費等１６６ ，５８０ 、下水会計繰出９３９

消防費
教育費
合

富士五湖組合負担金２ ，８０６ 、記念晶４０
職員給与改定４８５

８４６

４８５

計

２２２ ，５４０

平成７年度特別会計補正予算
補正額

２，

おも

予算総額

く単位１千円）

な使い道

国民健康保険

２４３１

３２１ ，９８０

簡易水道

エ６２２

９０ ，７８１

職員給与改定２８３ 、維持補修工事費６００ 、償還金利子７３９

グリーンセンター

△６９８

３４ ，７３３

職員給与改定１２６ 、水販売事業費△９００ 、需用費 ・役務費７６

６０００

８７ ，６９６

実施設計委託６ ，ＯＯＯ

下

水

道

職員給与改定２９９ 、保険給付費８０ 、国県支出金返還金２ ，０５２

い的各え光の
＾設Ｙリ入をワ行
ナ置Ｌユロ町 ツ設ちとに区て灯と導
トをＯｌに道ト置な考二のお二こ入
茎１１１１１１１１１１１１１１１
し育光 ツの二しのま絞案
をワい
ツて
た所のト長本た器すりし事主
。 の器の得の 。種 。込
業流トは

聞具ナ院器二を み最費にの
にをトの具十試 た終や考蛍今

考町般展わ高まは
考えては 町見過
意
町えても
えお客示せ揚す
てこにしてとが十のて行目イの交日
高町
おし来
分活おな的べ活換
美毒睾奮裳葎蔓壽警美；…；箏婁雲
・

にい民氏化化を業
したやのを的必に
ただ町遺兼意要つ

がか行図Ｌ罧
肝りなるま青
要とうたし年

い竺碧蓉警一奮粁ゼ聾

すちし財
。づて産
二く暮を
警是婁警
問努活か
参め右 ら
昭てに守
○ま満り
いち
りた安
まま心

し拝しとめやえのに
て聴までに住方は耐本
え事
ますすあはみと
浪得業
いるがるど良
りな
とうい青費るに
まか各のしま少で器つ
文で区孝てち年あ具い
事の見もづのるをて
業ご方必く健と交は
を意が要り全い換
検見交なの育うす使
討も錯こた成考る用

．・＾

．・一．

町内における違法駐車等
を防止することにより︑町

民の安全で快適な生活環境
を確保するための住民への
モラル条例である︒

適用については︑平成八

した︑

看板等の設ｎは

その結果︑株式会社一二枝理

設置について入札を行い︑

営に必要な特殊入浴装置の

デイサービスセンター運

なる︒

にはならないが︑斜めには

う︒リクライニングは真横

は浴槽周囲でシャワｉで行

まま入浴できる︒また洗い

したものである︒

研が一千四二〇万円で落札

・

⁝

●

・

・

・

・

⁝

の場所まで車椅子で行くと︑

床より浴槽が出てきてその

い︒

サーピスを

重度の身障者・老

ービスに努めていただきた

浴者の希望に添うようなサ

人が入浴するのだから︑入

意見

利用看本位の

町民︑町外から訪

皿の意志を示すため

意見
れる方に︑違法駐車をなく

特殊入浴装置はどう
いうものか︒体を洗うのは

問

の強い意志を示すために︑

ふろの中か︒またふろの中

していくという町をあげて

問 町民は路上駐車して

看板等を設置する必要があ

年四月一日である︒

いる車がどこの家の所有車

・

浴槽は入浴者が指定

で横になれるのか︒

・

答

るのでないか︒

町単独だけでは運

取得時︑また更新時の運転

ンターにお願いして︑免許

転者に浸透しない︒免許セ

意見

か︑お客の車かは大抵知っ

ている︒しかし近所に住む

住民相手に︑なかなか直接

広報にしかつらの活

文句を言う事は難しい︒

答

・

者への講習の強化をはかる

．

用︑交通安全協会等交通関

●

必要があるのでは︒
●

西桂皿長の資産等の

●

連諸団体と協力して住民啓

消防活動に支障を来

蒙に努める︒

問

政治倫理確立のための国

公関に関する条例制定

重点区域を設定し時には警

会議員の資産等の公開等に

す違法駐車をへらすため︑

察にお願いし︑強制措置を

には山梨県知事が実施した︒

関する法律に基づき︑九月

答 まず住民への啓蒙を

これに準じて︑県下六十四

取る必要があるのでは︒

はかり︑モラルの向上を求

公開を行おうとするもので

市町村も﹁長﹂の資産等の

たり︑警察へお願いするの

ある︒

めたい︒重点地区を指定し

は︑慎重に将来的な対応と

予算一．号

平威七隼度西桂町

圃定資産評価審査

学校週五日制の早

・期完金笑施を求める意見書

◎発議尽

察邊一件

箭田政治委星

■■委員選任につ岩伺意を求る

◎同意８

扁童一件

号

■下水道備別会計補正予算一

曼薬蝸雷宅年壌塁町

■業特別会計補正予算中号

三ツ峠グリーンセンタグ事

◎譲案〃 平威七牟皮酉町

．二号

箇易水道特別会計補正予算

◎識栗４１

．平戒七牟度西桂Ｗ

国民健康傑険特別会計補正

◎議案４０

⁝審竈案件七

購入予定の車椅子式入浴装置
（右上 、浴槽が周囲より上昇した状態）

、
．．．

「

一

」

４
１２月定例会 ・運合審査会

１２月定例会 ・連合審査会

と

は上町区の指定寄附である︒

千八六〇万円の追加︑財源

で上町区公民館用地費等二

主な歳出補正は︑総務費

間一つの案に固執しな

だき︑交渉が中断している︒

来たがお断りの連絡をいた

があり︑地権者と交渉して

答 これまで一カ所計画

央教育審議会で審議中であ

は︑週五日制実施時期が中

する︒教育委員会に対して

は大きな社会問題だと認識

学校週五日制の完全実施

期待する︒

の完全実施に向けた準備を

られている︒学校週五日制

り︑平成十一年度頃と伝え

公園費で柿の木公園関連事
いで︑上町方面︑倉見方面

委員Ａ−意見

業費として一億六千六五八
等︑他のルートも含めて検

※，陰撒５１ヨ８■１＝つし、て〜三ヨ竈え；Ｅｉｒか ｏ

再度継続審議とする︒

本件は次回の定例会まで

万円︑道路橋りょう維持費

別なルートの検討を

討する必要があるのでは︒

答

で三路線の工事費二千一一
〇万円の追加である︒

含めて全力で進入路の確保

保竈者

中学校

問職員の給料は全体に
に取り組む︒

１６７▲

（反対と答えた一番の理由）
供：やることがない（小）

低いのでは︒適材適所の人

買収予定地を耕作

する地権者より︑農地確保

どち筍と軸嚇い

供：ゆとりができる（小 ・中）
者：ゆとりができる（小 ・中〕
親子のふれあい｛小〕

意見

員の給与引き上げの方策は︒

との要望が出ている︒誠意

．９

４

ど概舳刮 ５
１Ｍ一．、
−１，

事配置と︑仕事をこなす職

答町単独での給与表の

をもって交渉してほしい竈

公口建設事業竈工

までに進入路の確保を

保に全力を注いでいただき

反対

反対

生徒
中学校
児竈
小学校

昔．

１
どち筍と吉いオ加

見直しは困難であるが︑規
則により是正を図ることは

上町公民館用地取

可能である︒

意見

際して︑建設事業着工まで

柿の木公園事業に

より行うものであるので︑

に上町方面からも利用しゃ

意見

無駄のないよう適正に取り

すいよう︑また緊急自動車

得に関しては︑指定寄付に

組んでいただきたい︒

用者の事故のあった場合︑

たい︒また倉見方面からの

が入れるよう︑進入路の確

上町方面からは緊急自動車

進入路についても︑早急に

柿の木公園で万一利

が入れない︒この方面から

具体化してもらいたい︒

問

の進入路の確保状況は︒

百桂小学校 児童３７０ 保護者１７１
亘桂中学校 生徒１７０ 保護者ユ０８

（賛成と答えた一番の理由〕

生活習憤が乱れる（中）
家が子供だけになる（中〕
者： 家が子供だけになる（小〕
生活習慣が乱れる（中）

．６日．．．．壌薦賓会．．．．．一．．．．．．

・．■・・．・＾運■管方法決定︶．．■■・・■■

■付託・葵総嚢曼報・．

本会誰再開．−．・⁝．

．．一纂嚢薯竃∴

．．違合審査会

．本会議散会．

．．．■常任委員会付託．﹁■■■■■

︵議案＝．一四−四ま︶■

一■案一括説明

．．町長所信表明︑■■．理恨畿一■．

．・璽婁項一．

査報告＾発議五︒事務

搦会中の委貝桧継続．禰

１１旧．本会議開会．．．．

蝸

■・質疑・討諭■・採決・一

．肯．．一嚢．一・扇﹁・竺一・．

∴■．＾すぺて可決︶．■■■■■■

．．鷹告．裏哩．一．一⁝．・

．．＝付託護案屈懐文教委貝．一．

嚢・．薦︑．嚢⁝∴．・．

＾可挟︶．．．．・．．．．．

閉会中の委員会継続訂．

滝口岩一．富．貝︶・．一．︒．∴．．

奮快．奮竪︑壌．一

調査事璽．．．

本会識閉会

■ ■

− ■

押．

．⁝

．・︑

活・

本理念の整合下に︑﹁活・活

桂町は幸住県やまなしの基

その推進を図っており︑西

しの建設を基本理念として

都を提唱し︑幸住県やまな

を︑町民総参加のもと企業

展を遂げている社会の構築

てがバランスよく持続的発

が活力に満ちあふれ︑すべ

さを実感し︑住民一人一人

る分野において︑心の豊か

質問 日本経済の低迷で税

たいと考えている︒

新年度予算編成をしていき

率的財政運営をしていき︑

少ない自治体であるが︑効

らない︒当町は自主財源が

税の確保に努めなければな

景気低迷で歳入︑特に地方

だ検討段階である︒しかし

予算編成方針についてはま

検討したいと考えており︑

新年度予算編成の際に十分

た具体的事業については︑

活・活西桂の実現に向け

答弁町長

かれるのか︒

な予算編成に取り組んで行

停滞のないよう︑どのよう

全財政を堅持し町政推進の

共事業が山積しており︑健

長の公約の実現︑多くの公

状況であると思われる︒町

の先行きは楽観視できない

平成八年度
予算編成方針は

西桂﹂を掲げ︑住民講もが

収入等の減少により︑地方

文化交流拠点 ・イメージ形成の推進 ・青少年非行防止対策を図 ってい

的経営感覚を失わずに努カ

６ ．教育文化振輿

福祉・医療・文化・教育・

。

自治体も来年度の財政事情

。

したい︒＾童点施策を参照︶

。

産業・社会基盤などあらゆ

。

活西桂建設のための基本展開
、基盤整備
道路体系の整備 ・農業生産基盤の整備 ・下水道の整備 ・生活の基盤
整備を図 っていく
２ ．産業振興
情報発信拠点整備 ・商業拠点の整備及び検討 ・経営農業の推進 ・付
加価値商品の開発援助を図 っていく
３ ．環境整備
防災対策の充実 ・自主防災組織の育成 ・防犯対策の充実 ・森林資源の
保全と活用 ・公害の防止を図 っていく
４ ．福祉充実
レクリェーション施設の充実 ・家庭菜園の促進 ・町内雇用の安定 ・水
道安定供給 ・交通安全対策の充実 ・医療体制の充実 ・生涯保健対策の確
立を図っていく
５ 、人材育成
町民主役の体制整備 ・社会参加人材育成 ・環境浄化意識の高揚を図 っ

活・活西桂実現に
向けた行政プランとは

石原滋議員
質間 町長が目指す﹁活・
活西桂﹂すなわち基盤整備︑

商工業の振興︑環境行政︑

防災対策の充実︑福祉の充
実︑人材育成︑教育文化の
振興等の社会建設に向け︑

町長の行政プランを具体的
に示していただきたい︒

答弁町長
時代の潮流を視野に入れ
た︑ゆとりや質を重視した

生活優先社会の構築は勿論
のこと︑地方の時代にふさ

わしい活き活きとしたまち

１ ．誠実 ・公平 ・奉仕の精神を基調とし 、計画性のある開かれたまちづくり
２ ．経営感覚を取入れた効率的な行財政運営によるまちづくり
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づくりが今求められている︒
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地方分権を踏まえた
行政改革の中身 は

・■本部を設口する

行政改革推進

委嘱したいと考えている︒
そのうえで行政改革推進委
員の方々の提言を受ける形
で︑行政改革推進本部が中

心となって行政改革大綱を

青少年育成西桂
町民会議の設置は

設口規則の廠行は
新年度を予定

た︒

規則の内容については︑

目的は西桂町の青少年育成
のため︑広く町民の総意を

結集し次代を担う青少年の

いじめ防止・

青少年対策は

連挑し万全を尽くす一

学校・ＰＴＡ等と■

ては︑駐在所・少年補導員・

小中学校ＰＴＡ役員・社会

教育委貝等の十五名以内で︑

夏場とか冬休みその他随時

年五回程度町内のパトロー

の検討を進めている︒また

公害防止組織の整備事業等

れた︒さらに大気汚染防 止 ︑

村に委譲する方針が決定さ

年度より五つの事務を市町

検討している山梨県は︑来

配置などの適正化を進めて

る︒さらに人員・業務量・

の二兀化の必要性などであ

業の計画とその具体的展開

化︑住民課における各種事

水道事業における体制の強

進のため必要体制の整備︑

機構の面で︑下水道事業推

での考えは︑まず役場組織

改革内容について現時点

る︒会の目的︑組織の内容

での進捗状況等をお伺いす

置の計画について︑今日ま

年育成西桂町民会議﹂の設

であると考えるが︑﹁青少

て行くことが︑我々の責務

う青少年の健全育成を図っ

総意を結集して︑時代を担

議の充実を図り広く町民の

織を一日も早く設立し︑会

年育成西桂町民会議﹂の組

健全育成の活動を実施して

施行後は充実した青少年の

年度に向けて予定しており︑

ている︒規則の施行は︑新

名程度で構成したいと考え

等の役員を入れ︑現在十六

童民生委員︑他に各種団体

育委員−社会教育委貝・児

組織の構成メンバｉは︑教

の事業実施を予定している︒

家庭づくりを進める活動等

青少年の非行防止︑明るい

行くことが我々の責務であ

青少年の健全育成を図って

総意を結集して時代を担う

考えたときに︑広く町民の

このような事件・事故を

事故である︒

命を失い︑これもまた悲惨な

人の少年が交通事故で尊い

においてもつい最近若い二

事件が多発している︒当町

ず若い尊い命を失う悲しい

かけて︑いじめに耐えられ

いる︒特に昨年から今年に

て教員がそれぞれ児童生徒

日に︑いじめの問題につい

している︒小学校では月に

行動・活動等綿密に観察を

生徒が在校中は児童生徒の

教員においては学校に児童

じており︑また小中学校の

し合いを常事もち対策を講

ては︑学校とＰＴＡとの話

いじめの防止対策につい

ている︒

いて話し合いを現在も行っ

関係団体と︑非行防止につ

ルを実施して︑非行防止に

いじめの問題が社会

当町においても平成八年度

いきたいと考えている︒

について具体的に示してい

いきたいと考えている︒

ると考えるが︑その中でも

質間

より︑いきいき健康福祉セ

また︑地方分権推進にお

ただきたい︒

︺

の状況等の情報交換を行っ

健全なる育成を図ることで

いじめ・青少年の非

ンター事業︑桂川流域 下 水

ける町への権限委譲の全体

答弁教育長

小中学校におけるいじめ防

ており︑いじめが起きない

質問

量の増加は間違いないと思

骨格が不透明であることか

現状では﹁青少年育成西

止・青少年対策についてお

ような防止対策を現在行っ

策定し︑改革に移って行き

地方分権が叫ばれ ︑

われる︒行政改革は必要不

ら︑対応に苦慮していると

桂町民会議﹂の規則がなく

伺いする︒

ている︒

質間

可欠と考えるが︑どのよう

ころであるが︑民生委員の

内容的には不明確なまま︑

答弁教育長

なお今後も教育委員会で

努めている︒それ以外では

な機構改革を考えておら れ

委嘱事務や︑障害児の補装

青少年対策関係の事業を実

教育委員会では︑常時︑

は︑いじめ防止︑青少年の

的にクローズアップされて

るか︒

具︑日常生活用具の給付事

施しておるのが現状である︒

いじめ防止・青少年の非行

非行防止の対策に万全を尽

ある︒活動内容については

行政改革の推進について

務等︑町へ事務が下りてく

このため青少年対策の活動

防止について︑学校に対策

くし青少年の健全育成に取

行を考えたときに︑﹁青少

は︑活・活西桂を築くた め

る予定である︒事務量が増

の充実化を目的に︑﹁青少年

を指示・指導している︒

たいと考えている︒

の前提として取り組まなく

加する傾向にある実態を十

育成西桂町民会議﹂の規則

答弁町長

今後︑行政における事務

道事業が開始される︒

て は な ら な い 事 項 で あり︑

分認識し︑逐次組織や業務

を教育委員会で立案企画し

り組んでいく所存である︒

一度︑中学校では毎週月曜

行政改革推進本部を近く設

内容の点検に努めたい︒

青少年の非行防止につい

置し︑行政改革推進委貝を

市町村に対する権限委譲を

昌

１２月定例会 ・一般質問
▲■

渓流美を生かした一一一ツ峠観光

町長

辺整備計画として取りまと

ターを拠点とした三ツ峠周

像の詳細は︑グリーンセン

三ツ峠の観光開発の全体

答弁

について示されたい︒

三ツ峠の観光開発の全体像

開発への取り組みについて

滝口憲一議員

供・老人等の災害弱者を地

新たな避難指示により︑子

防災備蓄倉庫
の設置計圃は

等の公共施設四ヶ所の第二

域公民館若しくは小中学校

公共施設四ケ所
に股ロレたい

町民にも大きなショックを

神淡路大震災は︑私達西桂

質問

生活必需晶を備蓄する倉庫

難場所に毛布︑食糧などの

の設置については第二次避

としている︒防災備蓄倉庫

次避難場所に誘導するもの

与えた︒町長は災害に備え

を設置しなければならない

本年一月に起きた阪

て多くの資材を配備すると

と考えており︑地域防災計

また︑すでに配備された

過去明言されていたが︑大

町では各地区に避難場所

防災倉庫︑防災資機材につ

画の見直しを行い︑その計

を定めてあるが︑たいてい

いては︑昭和五十六年に自

地震が起きた場合︑各地区

公共施設が避難場所となっ

主防災組織に配備をいたし

画の中に定める災害予防計

質間

ている︒公民館敷地を中心

たものであり︑今年度中に

の自主防災倉庫は一坪あま

山祇神社の下の国光橋付

計画の立案時には︑十分に

は町のパンフレットにも載っ

とした公共施設へより大規

県において新設された自主

画及び災害応急対策計画に

は何と行っても︑白然のま
近から達磨石あたりまでの

検討していきたい︒

ており︑本当にすばらしい

模な緊急応援物資を含めた︑

防災組織資機材等緊急整備

りの小さな倉庫であり︑大

ま残された富士山を展望で
登山道︑いわゆる三ツ峠二

またグリーンセンターの

流れである︒けれども一般

防災備蓄倉庫の設置計画の

事業費補助事業を活用して︑

よるものと考えている︒

きる何物にも変え難い景観

号線沿いに桜や四季折々の

周辺が整備されると︑グリ

の町民の方には案外知られ

お考えはあるのか︒

防災資機材を追加配備をす

丈夫なのか︒

と︑変化に富んだ柄杓流川

低木類の植栽を計画し︑美

ーンセンターの集客対象者

ていない︒それを登山者は

町長

めたいと考えている︒

の渓流美である︒

しい登山道を形成したいと

にも変化を及ぼすことも考

もちろん町民の方にもＰＲ

答弁

三ツ峠のすばらしさ

大沢公園上流︑町民憩い

考えている︒大沢公園の下

えられ︑グリーンセンター

していただきたい︒ぜひ観

質聞

の森付近の柄杓流川は︑渓

流に河川敷を利用した公園

の運営の在り方も検討しな

憩いの森付近の渓流

流が大 変 美 し く ︑ 公 園 構 想

を県にお願いし︑建設した

そこの林は民有地と聞い

害発生時に一時的に安全な

中に定めた避難計画で︑災

町では︑地域防災計画の

機材総量からすると手狭と

回及び今回の配備予定の資

の防災倉庫については︑前

る︒この際に自主防災組織

三ツ峠グリーンセンタ ー ︑

大沢公園︑その下流の公園︑

何 か ︒また町民憩いの 森 ︑

の有効性が大いにあるもの

は︑河川管理道としてもそ

計画案を練っていきたい︒

起爆材となるようより良い

は不要である︒

ていただきたいと思う︒

いずれにしても︑観光実

ているので︑所有者と交渉

場所に避難させる第一次避

はいえないので︑ご活用願

博物館︑桜並木︑これらを

と思われ︑三ツ峠周辺整備

ければならない︒

滝口議貝ご指摘の渓流美

態の乏しい当町において︑

していただき︑遊歩道につ

難場所として︑二十七ヶ所

いたい︒

いとも考えている︒

を生かした遊歩道について

三ツ峠周辺整備事業がその

いて検討を願いたい︒答弁

を指定している︒その後の

有機的につなぎ合わせた︑

川沿いの遊歩道の設置は如

の中に渓流美を生かした河

憩の森付近の渓流（町パンフレットより）

１２月定例会 ・一般質問

取り組んできた︒一世帯に

検討していきたい︒

また平成五年度より資源

法投棄防止に向けた諸施策

ゴミ回収リサイクル運動を

コンポストの

二台のコンポストがあれば︑

商工会青年部・婦人部によ

﹁ぼかし﹂によって熟成さ

実施し︑区長−組長さんに

河川等への不法

れ有機肥料にかかる時間が

ご協力をいただいていると

る︑三ツ峠山遣に看板設置

十分取れるとのとである︒

ころである︒資源を大切に

について示されたい︒

コンポストの補助充実につ

するため︑ゴミの減量とリ

要である︒しかし早朝収集

生ゴミ処理容器設置補助金

町では︑平成三年七月に

答弁町長

ゴミがなかなか腐りきらな

あるが︑一世帯一台では生

質間 コンポストの問題で

だき︑老人クラブにおいて

・．．・て強化レたい

である︒

場所が限られているため︑

交付要綱を定め︑今日まで

区の協力の下︑資源

町としても︑河川への不

冬になると取り扱い量が減

補助をお願いしたい︒

い︒ぜひ一世帯二台という

ゴミの減量を図っていると

答弁町長

に百二十個の実績があり︑

サイクルの強化を図る︒

市町村を含め間題として取

法投秦されるような場所に

ご指摘のとおり︑ゴミ処

補助充実を

は︑社会奉仕の日や公共用
質問

いて伺う︒

またゴミ拾い等協力をいた

理問題︑特に不法投棄につ

地清掃の日による町内美化

ゴミの回収事業を充実させ

答弁町長

いては担当課においても大

清掃を行い︑それぞれ啓蒙

投棄防止対策は

質間
変苦慮しているところであ
していただいているところ

一．暮猪策七し

業が来隼度始まる︒下水道
る︒河川へのゴミの投げ捨

防止し︑川の水質向上によ
り上げ︑啓蒙やパトロール

ついては︑看板やフェンス・

ころである︒﹁ぼかし﹂に

コンポストは︑活・活西

てについては︑桂川流域の

り豊かな自然を取り戻すた
なども行っているところで

また生ゴミのリサイクル

ついて︑生ゴミが有機肥料

桂建設のための重要施策の

ガードレールを設置して︑

防止しているところである

化のため︑﹁ぼかし﹂作り

としてリサイクルされる点︑

田地帯 で あ る 柿 園 地 区 の 四

名により協力をいただき︑

加を募り︑各種団体約五十

に一台の購入補助について

町ではコンポスト一世帯

桂建設のための主要施策で

助制度について︑活・活西

ある︒

県においては去る十月二

が︑不法投棄については︑

に町の生活改善グループ紬

り︑市町村の垣根を越えた

十九日に﹁桂川・相模川ク

住民のマナーの問題であり︑

充実について伺う︒

さて町内を流れる水路の
リーンキャンペーン・九十

方内︑郷土︑長塚地域の用

ゴミの量約ニトンという回

広域事業でもある︒

多くは︑元を正せば農業用

今後も引き続き広報により

中で十分に前向きに検討し

五﹂を行い︑町でも町民参

非常に効果があると思う︒

水である︒しかし下流の水

水には︑ありとあらゆるゴ

収成果をあげたところであ

ついて各河川橋梁に立看板

樹１１クり一ンキャンペーン

地上式コンポスト

生ゴミが有機肥料になる︒

臭い匂いもなく︑最後には

の処理に大変効果を発揮し︑

ある︒このほかしは生ゴミ

混ぜ合わせて作ったもので

十種鼠似上の徴生物の液と

菌処理し︑ＥＭ菌という八

魚粉︑油かす︑ぬかを滅

﹁ぼかし﹂とは

ていきたい︒

驚くべきものがある︒

ミが 流 れ て お り ︑ 営 農 に 支

ズクラブ︑富士吉田ロータ

る︒また︑三ツ峠ライオン

下水道事業は広域事業と

リークラブにおいても河川

よる不法投棄︑これを見過

を設置するなど協力をいた

へのポイ捨て︑不法投棄に

ごすことは︑あまりに不合

その他周辺地域についても︑

蒙しているところでもある︒

だいている中で︑住民に啓

河川及び周辺区域への不

く後退させるものである︒

理であり︑行政効果を著し

一部︑理解不十分な住民に

して多大な負担が伴うが︑

障が出ている︒

コンポスト一世帯一個の補
周知していきたい︒

会が取り組み︑その効果は

活雑排水による川の汚染を

めの町民総参加の運動であ

西桂町では下水道事

事業は家庭・企業からの生

ることがリサイクル運動の

地中式コンボスト

る︒資源ゴミの回収事業の
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溝等を使い河川に流し︑汚
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流域下水道というものは

＾県建設事務所答弁︺

西桂町︑富士吉田市︑都

県が本線を施工し︑構成市

下水道管は国道に埋設す

が非常に混雑するので︑迂

域下水道は︑平成五年に国

町村が各行政区の面整備を

るが︑交通渋滞とか色々な

河川に放流する分流式とい

の事 業 認 可 を 受 け ︑ 事 業 着

行う︒さらに区域住民の

間題については︑関係機関

留市︑大月市︑上野原町の

手したところである︒

方々が管をつなぐという行

と協議をして工事の工法に

回路の整備をお願いした

定している︒幹線は

為をしていただかないと︑

ついてこれから決定をする︒

う方式をとる︒

０処理場から富士吉田まで

事業が完成したということ

＾委員会意見︶

三市二町にまたがる桂川流

の間︵桂川一号幹線︑約

にはならない︒住民の協力

桂川流域下水道幹線布設

い︒﹂と要望した︒

三十二・三キロメートル︺

を必要とする事業となって

終末処理場は大月市に予

＠処理場から上野原町の問

大月市内から国道二十号

入っていきたいと思う︒西

きたい︒また工事の工法に

工事にあたっては︑町に国

笹子の方面＾笹子川 幹 線 ︑

桂町にくる幹線について全

関しては出来るだけ開削し

いる︒

八・ 四 キ ロ メ ー ト ル ︶

体計画では︑国道百三十九
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により加入義務を求めてい

市との境界付近に第四処理

処理面積三十七・二ｈａ
所に第三処理分区の流入点︑

第一処理分区
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管の延長

一振輿課答弁一

く方法を考えているのか︒

理分区の流入点がある︒

公共下水道が始まって住

役場の付近に第一︑第二処

第二処理分区
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処理面積二十一・八ｈ刮

管の延長

萎貝質肇

くために︑水洗化をお願い

民の皆様に加入していただ

聞きしたい︒
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第四処理分区についてお
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第三処理分区
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管の延長

処理面積二十八・Ｏｈａ

八年度はそのうち四百六十

第四処理分区
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計

一ｍ施工する予定である︒

会に対しお諮りする︒
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各家庭にとって下水道に

水洗便所を使用している

担が必要である︒地元地区
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消防団幹部辞令交付

１１后
−日

西桂町文化祭

県市町村自治講演会

県町村議長県外研修

農業委員会

︵富士吉田会場︶

県民の日記念式典

月例出納検査

軍府会場一

県民の日記念式典

建設文教委員会

町村議長全国大会

議会広報編集委貝会

県町村議会議員研修

町文化祭＾囲碁将棋︶

消防団秋季連合演習

富士五湖消防署管内

健康づくりのつどい

高山良策展

３日

２８日

堰︑丹

５日

議会運営委員会委員

長連絡協議会理事会
商工会永年勤続優良
従業員表彰式

富士五湖市町村議会

６日

１１日

１５日

１８日

１９
２１
２２

１２日

議会広報委員長会譲

総務委員会

委

委

員

員

員

副委員長

編集委員長

小林隆芳

勝俣隆幸

渡辺英一郎

滝口

高尾

憲一

嘉一

議会運営委員会

十二月定例町議会

委

秦一日旦

十二月定例町議会

︵最終第二日旦

町社会福祉協議会理

月例出納検査

オウム犯罪︑多額な不良債

地下鉄サリン事件等一連の

阪神淡路大震災︑

農業委員会

権による大手金融機関の破

事会・評議員会

議会広報編集委員会

綻等︑社会的にも暗い一年

町消防団出初式

鼠は十二支のはじめであり︑

小さいけれども繁殖力の強

都留市政懇談会

議会広報編集委貝会

町成人式

長新年互例会

県議会議長会正副議

長合同新年互例会

い使命感を持って努カをし

え︑気持ちを新たにして強

ある▲私達も新しい年を迎

める縁起の良い﹁干支﹂で

するには︑小さい処から始

てしまった日本経済が再輿

裂で︑元のもくあみに戻っ

い動物である▲バブルの破

農業委員会

ていかなくてはならない

議会広報編集委員会

都市計画審議会

委員長

月例出納検査

南都留郡町村長・議

であった▲今年は﹁子年﹂

広域行政組合議会

町内初詣でマラソン
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