３月定例会 ・町長所信表明

会福祉協議会へ委託するこ

とといたしました︒

初めての事業であり︑事

業開始後は︑利用者等の御

地震の発生直後に役場へ駆けつけ︑被害状況調査︑応急的復旧︑飲

三月六日の深夜︑山梨県束部を震源とした地震が発生しました︒

まちづくりに努めます︒

るなど︑安心して暮らせる

防災組織との連携強化を図

い︑初動態勢の徹底や自主

認識しております︒

環境の整備は必要なことと

かな心を養うためにも生活

たいと考えております︒豊

尽くしてまいります︒

良いものとなるよう配慮を

きものは改善を加え︑より

意見をいただき︑改善すべ

料水の配給などを実施しました︒今後︑施設等の補修復日こむけて

下水道事業

県と協議を行い︑予算措置など早急な対応をします︒

道路体系の整備

私が目指す活・活西桂については︑﹁活・活西桂建設のための重

終年度とし︑住民二ーズの

完了する平成十二年度を最

重点施策は長期総合計画が

活・活西桂建設のための

道としての方向で作業が進

ございますが︑今後は︑県

れました︒現在は審議中で

二月の定例県議会に提案さ

定議案件として︑平成八年

た冨士吉田西桂線が県道認

点︑西桂町小沼を終点とし

富士吉田市下吉田を起

工事に入ります︒住民各位

区・第四処理分区の一部の

は︑平成八年度より柿園地

公共下水道整■備について

されております︒町で行う

月市・都留市で事業が着工

流域下水道事業は︑既に大

一一一市二町が関係する桂川

ころでございます︒平成八

の審議をお願いしていると

委員十名の皆様に行革大綱

嘱申し上げた行政改革推進

平成八年二月二十六日に委

綱原案を策定し︑現在は︑

十六日に設置︑行政改革大

革推進本部を平成八年一月

私を本部長とした行政改

変化に対応できるよう定期

年度より本格的に行政改革

を実施してまいりたいと考

の御理解と御協力をお願い

申し上げます︒

むものと考えております︒
︵二月県議会で認定された一

えております︒行政改革は︑

活活西桂を建設するための

に置き︑推進にあたっての

と観光資源の開発との両方

その目的を生活環境整備

あり︑デイサービス事業に

内部検討をさせたところで

プロジェクトチームにより

施設の運営については︑

まいります︒

もとに着実に成果を求めて

政改革推進委員との連携の

三．ツ峠周辺整備

事業計画を取りまとめ︑全

関しては︑運営を西桂町社

基礎的整備事項であり︑行

地域防災計画の策定を通

体像を分りやすくお示しし

防災対策の見直し

じて防災対策の見直しを行

を示します︒

施策のうちいくつかのもの

ます︒次に活・活西桂重点

西桂建設を行うものであり

的な見直しの中で︑活・活

点施策﹂として平成八年度の予算配置事業一覧表といたしました︒

建設文教委員会による地震被害状況現場視察

住民の皆様方には︑日らが主体となってその成果を亨受できるよう
ご理解とご協カをお願い中し上げます︒

罧
一・

３

重点施策予算配当事業

基礎整備
◇道路体系の整備

１、

中学校前線拡幅改良事業費

１２２ ，５７０

振興

７６ ，９８４

振興

・地方道整備計画作成

２００

企画

，７４７

住民

１，

◇下水道の整備
・西桂公共下水道整備事業費

◇生活の基礎整備
・粗大ゴミー時集積場用地造成事業

３ ，３ユＯ

ゴミ処理関係補助事業
２・

８９５

総務 ・住民
住民

・ゴミ収集事業

１Ｏ

産業揮興

◇商業拠点の整備
・

簡工業活性化促進事業

５

７００

振興

織物業活性化及び製品閉発補助事業４

４００

振興

０００
３００
８７０

総務
総務
振興

ユ４０

総務

５００

総務

４１９

総務

◇付加価値商晶の＝開発援助
・

環境整備
◇防災対策の充実

３、

・消防本部西桂分遣所用地整備事業

５

防災体制整備事業

３

川改修事業

２ｇ

・準用河

・消防防災施設整備事業 ２１
・公共施設耐震耐力度診断 ４

Ｏ

Ｏ

Ｏ

総務

，

５００

教育

００２

振興

白主防災組織整備事業

１ ，９００

総務

その他交通安全対策事業

１ ，６３０

総務

・小屋の入防災対策事業

３

，

，

◇目主防災組織の育成
・住民防災意識高揚事業

◇防犯対策の充実
防犯灯 ・街路灯整備事業

４

◇交通安全対策の充実
・違法駐車等防止事業

福祉充実
◇レクリェーション施設の充実

４、

・三ツ峠周辺整備事業

４７ ，７１５

企画 ・振興

◇家庭菜園の促進
・特定農地貸付事業

３０８

振輿

１ ，５５９

住民

・配水管整備事業

２３

，７５０

住民

住民 ・社協

・各種保健事業１

２７

，９０２

住民＝

ユ２８

企画

・地区公民館建設整備事業２７

８８８

住民

１５

住民

・社会貢献活動支援事業

企画住民教育

・生涯学習事業

◇水道安定供給
・水源地整備事業

．

◇生涯保健対策の確立
デイサービスセンター 運営事業 ３２ ，３００

人材育成
◇町民主役の体制整備

５、

町民総意のまちづくり

１

０３８

総務

５０

住民

４９０

教育

１ ，１７２

教育

７６０

教育

，

◇社会参加人材育成
・ボランティア活動環境整備事業

◇環境浄化意識の高揚
・桂川クリーンキャンペーン事業

教育文化振興
◇文化交流の促進

６、

・芸術 ．求化交流

・生涯スポーツの普及．

２，

７００

２ ，２４０

教育

２ ，４８２

教育

・カウンセリング事業

教育

・英語助手の活用

２，

◇青少年非行防止対策
・児童館開放

◇個性ある教育の展開
・ピバ小学生国際理解活動推進校事業
・乳幼児と母親の交流事業

２００
３０

住民

２，

３月定例会 ・連合審査会

常任委員会
総務．

口 コ

建設文教常任委員会

国の法律の災害対策基本法

いても地元では区長を中心

使用上の規律等をもって

問デイサービスセンター

条例とするものであるむ

れ︑現地災害対応本部と︑

使用料一人五百円の徴収目

に対応を行うことが予想さ

に現地災害本部を置くこと
二つの組織ができ混乱する

的はなにか凸

の一部が改正され︑災害時

ができるものである︒
恐れがあるのでは︒

答

うかがい︑午後一二時には家

庭にお送りする︒

利用者の事故に対する

緊急時の対応は

︻審竃案件︻

案例一四件

西桂町災害対策本

部条例の一部改正

◎議案−

療費助成に関する条例の一

◎議案２西桂町母子家庭医

部改正

◎議案３西桂町乳児医療費

助成金支給条例の一部改正

練用の軽作業の材料代︑入

配である︒健康チェック︑

利用者の万が一の事故が心

理運営に関する条例の制定

問デイサーピスセンター

いるのは自主防災組織であ

浴サーピスのシャンプー代

﹇議決案件﹈三件

給食の食事材料代︑訓

答区長さん方が組織して

本部艮の独目判断は
る︒今後町防災会議等にお

緊急時の対応は︒

堅急時︑現地災冒対策

災害は何時おこるかわ

等に充てられる︒

答

工事謂負契約締結

事項の変更︵西桂町健康管

◎議案５

康福祉センター設置及び管

問

はかりして︑緊急時一一つの

問保健センターの使用料

◎議秦４西桂町いきいき健

からない︒緊急の場合︑本

組織が有効に機能するよう

断書︑意見書等により健康

施設受け入れの際︑診

部への協議時間もないこと
検討したい︒

一人百円は︑どのような場

が予想される︒このような

理センター電気設備工事︶

事項の変更︵西桂町健康管

工事請負契約締結

理センター建設主体工事︶

再度健康チェックを行う︒

◎議案６

答

さらに保健婦及び医師との

チェックを行い︑帰宅の際︑

西桂皿母子家庭医療口助成

は無料である︒個人が会議

運携を取るものである︒ま

合徴収するのか︒

に関する条例の一部改正

で使用する時などに使用料

た緊急時には富士五湖消防

場合の現地災害対策本部長

母手家庭の母及び児童に

をいただく場合もある︒た

との連絡を密に行う︒

検診でお呼びする場合

災害時においても防災無線

対する医療費の一部助成が︑

だし減免の規定が適用され

の独自の判断は︒

が確保されているので︑基

これまでの入院と歯科から︑

るので︑町民からの使用料

平成七年度西桂町

平成七年度西桂町

業特別会計補正予算二号議

三ツ峠グリーンセンター事

◎議案ｕ

算三号議定

老人保健法特別会計補正予

◎議案１０

三号議定

簡易水道特別会計補正予算

◎譲案９ 平成七年慶西桂町

予算二号議定

国民健康保険特別会計補正

◎議案８ 平成七年度西桂町

Ｈ予算﹈十二件

理センター機械設備工事︶

事項の変更︵西桂町健康管

工事請負契約締繕

本的には現地に指示を出し︑

通院についても助成の対象

徴収は少ないと思われる︒

答 町災害対策対策本部は︑

現場の対応を進めたい︒し

とするものである︒

なので︑対象者が実際に利

◎議案７

かし現場の早急な対応は︑

ビスセンターにお年寄りを

家庭の事情でデイサー

西佳皿乳児医療員助成金

預ける場合のサービスは︒

問

後報告の可能性もあるので︑

支給条例の一部改正

現地の判断が大切であり事

災害時の対応に関する運用

交付要綱の一部改正により︑

用できるのは一週問に一回

現在対象者は四十六名

間 町で主催する防災訓練

乳児疾病の医療費の助成対

ないし一一回である︒利用の

答

の際︑区長が地元地区の責

象年齢が満一歳から満三歳

際には午前九時には迎えに

山梨県乳児医療費補助金

任者として地区の防災訓練

とする改正である︒

規定を整備する︒

を進めて来た︒緊急時にお

３月定例会 ・連合審査会

と

主な歳出では︑基盤整備

国民年金口座振薔と

金はこれまで同様︑交付予
定である︒

として道水路の整備等︑周

辺環境の整備に協力したい︒

間

中学校費に耐震耐力度

問

診断検査委託が計上されて

現在商工会では︑共同

店舗建設に向けて取り組ん

いるが︑先の地震により校

態勢については︒

でいるが︑今後の町の支援

問 国民年金が平成八年度
答

答

婦人会の役割は

二千三七七万円︑環境整備

より口座振り込みに移行す

助努力を期待している︒将

四月にでも実施したい︒

の道路体系経費として一億

では主に防災対策として︑

るに伴い︑婦人会の役割は

来店舗予定地が自助努力に

４２３ ，１８１

ムロ

計

予算が可決されれば︑

い事業執行を︒

舎が心配である︒一刻も早

六千六六七万二千円の計上︑

これまでの集金業務からど

振替移行のための勧奨業務

学校週五日制実施にむけ

普通建設事業費＼

町としては基本的に自

福祉の充実では一億八二二

より確保できたならば︑町

婦人会集金組織加入者

のようになるのか︒

答

万五千円の計上である︒

生活基盤整備のため区か

執行では︑公共性に重点を

をお願いし︑未組織年金加

については︑婦人会に口座

置き予算計上した︒

入者に対しては口座振替加

また公共用の土地につい

て︑教育委員会では﹁西桂

，６３Ｃ

物件費３６７

らの要望事項に対する事業

問総務管理費の中で︑町

入促進業務をお願いする︒

学校週五目制の早期完全

このため婦人会への補助

が借り受けている公共用地
の賃借料の金額にばらつき
が見られる︒全体のバラン
スの中で賃借料を決定する

ては︑借地のものは買収す

町学校週五日制研究協議会

百万円

１， ７２５

（単位：千円）

般会計当初予算性質別内訳表

．３９５

扶助費６７

，９０６

補助費等２２６

実施を求める意見８

るよう努力してほしい︒

設立事務を進めている﹂と

，１５４

公債費１３３

必要があるのではないか︒

答 基本的には個別に契約

きな対応を教育委員会に対

のことであり︑議会側も学

バランスについては検討し

し今後も求めていく︒以上︑

を結び︑賃借料は設定され

たい︒今後の用地確保につ

議会として意見書提出は採

校週五日制に関して︑前向

いては︑できるだけ買収に

択すべきと考える︒

ているが︑全体の賃借料の

より行いたい︒

平成８年度

定

平成七年度西桂町

平成八年度西桂町

平成八年度西桂町

平成八年度西桂町

平成八年度西桂町

平成八年度西桂町

平成七年度西桂町

﹁掌校週五日制﹂

新たな﹁食料・農

地方分権の推進に

関する意見書＾案︶の提出

◎発議２

関する意見書＾案︶の提出

業・農村基本法の制定﹂に

◎発議−

見書＾案︶の提出

の早期完全実施を求める意

◎発議５

葵護三件

一般会計補正予算五号議定

◎議案

下水道特別会計予算議定

◎議案１８

業特別会計予算議定

三ツ峠グリーンセンター事

◎議案１７

平成八年度西桂町

老人保健法特別会計予算議

◎議案１６

簡易水道特別会計予算議定

◎議案

議定

国民健康保険特別会計予算

◎議案ｕ

一般会計予算議定

◎議案１３

議定

下水道特別会計補正予算二

◎議案１２

定

平成７年度各会計補正予算

一；

■

．碑・

葦＝

︑﹀．

の

後

福

．．︑．．．正

．宜．．．ぐ

一．曄 ．

．弾・﹂．

福正後の予算総頷

ａ２１７７９４干円
｛単位１千円）

（単位：千円〕

財

お

源
２５

総

．１００

務

費

民

生

費

金

１ ，３９８

収入

△１ ，１７２

金
金
入

△２８ ，６００
△１６７

衛

生

費

国保会計繰出金１ ，Ｏ０４ 、老保会計繰出金△６２７２
簡水会計繰出金１０ ，３９５ 、保健施設建設費△７４ ，２５０

農林水産業費

農業費△２ ，９７２ 、農林費△６ ，６６６

土

下水会計繰出金２

木

計

国民健康保険第２号

△４

，９４７

，６９５

△９ ，６３８

、土木管理費△４

１９ ，３４１

，０９４

西桂分遣所用地１５ ，７９５ 、その他消防費△２ ，９２０

消 防
教 育

，ＯＯＯ

１２ ，８７５

教育委員会費△４６８ 、小学校費△１ ，伯５

△５ ，２６１

中学校費△１ ，４０３ 、社会教育費△４８８
保健体育費△１４５７

合

，２８３

補正額

△６１

入田団地駐車場等用地３０ ，１６３ 、住宅費△１ ，０３５

△４１ ，伽

名

，０３６

道路橋りょう費△３ ，１００ 、河川費△５ ，２８８

計

△９５ ，２８３

特別会計福正予算

平成７年度
会

△１１

保健衛生費△７６ヨ 、清掃費２ ，６７１

△２ ，６３２
△９５

△３９ ，６１７

社会福祉費△５５０９ 、児童福祉費△２５９

６ ，６６５
△１ ，Ｏ１３

債
計

ち

監査委員費△１５４

３７５

付
入
収

み

い

３
２ ，ＯＯ０
４９９

産

使

徴税費△ｌ１Ｏ 、選挙費△１３０ 、統計調査費△７６７

９９ ．９９７

出

な

７ ．５００
，ＯＯ０

支

も

公民館用地購入等△２８ ，６０１、 総務管理費△９ ，８５５

｛単位：千円〕

おもな使いみち

予算総額

徴税費△５４６ 、保険給付費 ・老人保健拠出△２ ，９７２ 、保健施設費△８９２

，４ＩＯ

３１７５７０

簡易水道第３号

１０ ，５４４

ｌ０１ ，３２５

水源地用地買戻分１６ ，０５０ 、管理費８８７ 、維持費△１５７ 、改良費△６ ，２３６

老人保健法第３号

△１３ ，２３６

２３９ ，７０１

医療給付費△１４ ，２７８ 、医療費支給費１ ，０４０ 、審査支払手数料２

グり一ンセンター第２号

△３ ，１３６

３１５９７

下水道第２号

５０ ，０９５

１３７ ，７９１

総務費△６８２ 、グリーンセンター 事業費△７３５ 、水販売事業費△１ ，７１９

流域下水道負担金５２ ，０１８ 、下水道管理費△１ ，９２３

議会運営委員会

委員会付託案件に対す

＾運営方法決定︶

閉会中の委員会継続調

本会議開会

査報告︵事務調査事項︶

一

る審査期限をつける件

町長所信表明・町長提

案理由一括説明

本会議再開

︵議案一−十八一

本会議散会

常任委員会付託

連合審査会

間報告一議案士一了十

七︑十九一

付託議案建設文教委員

会期延長︵二十八旦

長中問報告一議案十八︺

＾一一十八日九時まで︶

本会議休憩

建設文教委員会

︵付託議案審議︺

長報告

︵議案十八︑発議五︶

質疑・討論・採決

一すぺて可決一

議員提案＾発議一︶

総務委員会

付託議案建設文教委員

＾付託議案審議︶

一事務調査一

建設文教委員会

総務委員会＾事務調査一

本会議散会

質疑・討論・採決＾可決一

本会議再開

告一議案一−十一︶

一２７日

付託議案総務委員長報

質疑・討論・採決

十九一

質疑・討論・採決

一付託議案審議︺

本会議再開

一すべて可決一

長報告︵議案十二︺

付託議案建設文教委員．２８日

告＾議案十＝丁十七︑

一

付託議案総務委員長報

一すべて可決一

一般質問︵勝俣隆幸議

員︑高尾活弍議員︑

永田富幸議員︶

閉会中の委員会継続調

査議決＾事務調査事項︶

本会議閉会

質疑．討論．採決

議員提案︵発議二︺

一すべて可決一

一議案十九一

町長追加提案理由説明

総務委員会付託

質疑・討論・採決︵可決︺

連合審査会

一

本会議散会

︵付託議案審議︶

議会運営委員会

︵運営方法変更決定︺

本会議再開

付託議案総務委員長中

日日

６日

ーユ日

１３日

２２日

２５日

２ユユ９
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大であるとのことである︒

周辺でも湧出する可能性は

があり︑グリーンセンタｉ

事業の打診をしてきた経緯

総計約七億円から八億円の

なると︑施設費用五億円︑

更に施設を建設することに

億一千万円位を必要とし︑

管挿入で三千万円︑合計二

していくという事で︑ご理

思う︒時期が熟したら実施

る事もいいのではないかと

泉が出たならば車で宅配す

の有料配分については︑温

また︑各戸に対する温泉

現在︑近隣市町村の一部

費用が必要と思われる亡

次︑温泉掘削による湧出

なければ・三千万円ほどを

ば︑一億三千万円︑湧出し

式という︑温泉が湧出すれ

困る﹂という話しであり︑

村も︑﹁お金がかかりすぎて

また︑温泉を掘削した町

るところである︒ご指摘い

西桂町の財政規模からは無

これらのことを踏まえ︑

では︑ヒットアンドペイ方

状況にもよるが︑小型タン

負担する契約で掘削を試み︑

削したけれども施設の建設

ただいた温泉掘削の趣旨で

コロｏ纈は財政的に兄合わせたい
口日の０８ば他の方簑で対匝する

ク車で各戸へお湯の宥料配

みごとに堀り当てているの

までは︑現状手がまわらな

ように見受けられる︒一一一月

してその成果を上げておる

近隣市町村では既に実施

にもよるがポンプ・電気設

掘削料一億三千万円︑深さ

試みると︑かかる経費は︑

西桂町でも温泉の掘削を

付けてあるところである︒

いうか︑頑張るように申し

については︑今立て直しと

グリーンセンターの活用

康福祉センターの活用︑三

え方は尊重し︑いきいき健

いは︑まちおこしという考

理があり︑現状見合せてい

解をいただきたい︒

分を計画に入れる事も一策

が状況である︒

質問 超高鮮化社会を迎え

十八日には御坂町で掘削を

備等を設置五千万円︑特殊

一部の町村では︑﹁温泉は掘

ではないかと思う︒

るに当たり︑医療施策はも

議決したという報遵が︑ま

方策を用いて対応したい︒

町長

から︑見合わせている︒

思うが︑今のところ財政面

も温泉は非常に欲しいとは

健康管理面︑観光面から

依口弁

前向きに検討を願いたい︒

望もかなり聞いていおり︑

町民の中にも温泉をとの要

形も考えられるではないか︒

ある施設を活用してという

運用の仕方によって

ツ峠周辺整備事業等︑他の

ある町民の健康保持︑ある

とより︑自已による健康管

た二十二日には丹波山村で︑

質間

温泉については︑西桂町

い﹂と聞いている︒

理の理念普及も急務であろ

四十五度︑毎分三百リット

はグリーンセンターの現在

議員

う︒町民各自が温泉を利用

ルのお湯が湧出していると

高尾活弍

し︑常に健康保持に努めて

の報道も聞いている︒

うか︑ご所見を伺う︒

泉掘削のお考えがあるかど

点施策・長期計画の中で温

このような中で︑町長重

もらう施策︑一方町民の温
かいふれあい運動の展開の
一助として光ある町 創 り の
確立に役立つと思う︒

活・活西桂建設の一環と

しの目玉とする展望︑こと

でも湧出の可能性が何ヶ所

町長

に温泉は三ツ峠グリーンセ

か有るということで︑温泉

匁＝弁

ンターのシｉズンオフの活

掘削業者二社ほどが︑過去︑

して観光施策による町おこ

用︑事業の充実になる︒

平成８年４月完成 ・秋山村の温泉施設

■ ■
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３月定例会 ・一般質問 ８

か︑またどういう考えで志

どういう金額であったの

ーが多岐にわたるため︑業

発電機で︑種類及びメーカ

工具セット︑チェンソー︑

シ︑ハンマー︑大エセット︑

コツプ︑ジョレン︑ツルハ

懐中電灯︑防水シート︑ス

する資機材は︑救急マット︑

今回自主防災組織に整備

えたが︑職員の事務量は膨

がいいかな﹂という事も考

ーカーを入れて入札した方

担当課に指示して﹁全部メ

省をしているが︑今度から

町でも悩んでこの点を今反

のため判定のしようがない︒

いものが見受けられた︒そ

したオプシ目ンが付いてな

見積の中では︑役場で要求

それと志村金物店からの

町民・国民の血税ですよ︒

しっかりしなければ︑県民・

助金が付いていたらもっと

民は信頼をしませんよ︒補

政を進めていたら本当に町

そういう尺度で活・活行

村金物店である︒

約業者で︑一番低いのが志

中で低い方から五番目が契

査では︑六社の見積金額の

しいのではないか︒私の調

七千八十円違うのは︑おか

ス部門をひいて整備工場を

山梨県でしっかりとサービ

ている者もいる︒ホンダは

整備士もディーゼルも持っ

役場にいる職員の中には︑

いっても成り立たない︒今︑

質問

わないような配慮も考えた︒

急事態が起きた場合︑戸惑

るということで︑各区で緊

使える工具をセットで備え

カー用品︑それに発電機に

二十九日︑六社に対し見積

村さんが納得できないのか︑

者へ資機材を指示する仕様

大なものになる︒日数をか

質間

されたと聞いている︒町民

の尺度とはかけ離れ︑決定

うも町長の尺度と町民感覚

私が調べたところではど

ならない発電機を中心に︑

る物晶︑重要視しなければ

も広く一般に使用されてい

などを考慮し︑メーカー等

災害発生時に使用する事

けであるが︑各商品が一流

が四十万円程高くなったわ

それと契約業者は︑金額

た︒

り︑総合的な判断で決定し

けての資料収集が困難であ

でもきてくれなければ困る

た︒また緊急の場合︑夜中

定価からの割引率で判断し

業者七万九千五百円である︒

物店五万九千五百円︒契約

発電機をみても︑志村金

答弁 町長

のためにと言うことでやっ

ティングして薄利多売︑町

何回と志村金物店がセッ

合︑必ず間に合うであろう︒

クを配している︒緊急の場

けられるようなネットワー

もっており︑瞬時に駆けつ

書の提出を依頼した︒

その点お聞きしたい︒また
書は相当品とした︒

等緊急整備事業について︑

のために︑正しいこの防災

総含的視野に立って︑業者

の物ということで受けとっ

サービスとか修理と

決定は町長であったのか︒

志村金物店から依頼され一

の見積り合わせがされてい

決定をした︒限度額につい

勝俣隆幸 議員

般質問を行うものである︒

ると思うので︑明快な答弁

ている︒発電機の機種を中

自主防災組織資機材

町では西発百五十号︑平成

から︑そういう判断も働い

心にオプシ目ンも考えてサ

ていただきたい血

ての決定である︒同じもの

ービスも考えていったもの

ては︑補助金の関係であり

だったら確かに安い方を選

は全てクリアーしているで

を求めたい︒

指定するホンダの発電機︑

ばなければならない︒業者

志村金物店は﹁町の
見積金額に差があったが︑

容量︑型︑その指定をされ

しょう︒しっかり答弁を︒

八年二月二十九日付け︑見

白主防災組織資機材等緊

より良いものを選んだ︒

はどこもみんな違っていた

質間

物店に通知している︒この

急整備事業は︑自主防災組

た物で見積りを入れた﹂と︑

オプションが付いていると

これは機種が違う︒また

その発電機であるが︑値

ます︒また完成品であり︑

見積り合わせには限度額が

織が使用する防災資機材を

だきたい血

をかけたので︑ご理解いた

答弁 町長
﹁町の職員と何回か打ち合わ

ので︑総合的な判断で発注

は二十八・八一％︑志村金

して︑町の求めるものを入

またオプションについても

答弁 町長

あるの か ︑ ま た 完 成 品 で あ

整備する事業である︒

町は平成七年十二月十五

物店二十六・七二％︑他は

引き率について︑契約業者

積書提出についてを志村金

る から晶物については 町 は

日県に補助金交付申請を行

れた﹂と言っている︒

指定をされているのか︒

業者からは﹁サーピス本

○・六七％︑一一・九五％︑

いうが︑志村金物店には先

い︑県の補助金交付決定通

オプションは投光機の他

位に誰にも負けないお値段

程言ったオプションが四つ

十・九二％︑二十四・〇

にレギュレｉタｉ︑カｉト

知を平成八年二月二十七日

見積書が町と同じ考え方

を入れたが︑通知が無かっ

とも付いておりません︒
三％という率である︒

リッジ︑ショルダーベルト︑

に受理した︒平成八年二月

で行っているのに︑四十万

た﹂という苦情があった︒

３月定例会 ・一般質問
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するとの答申であったが︑

その中に入れてもらい︑次

の日遅くとも二日後には全

部業者が持って行くことに

﹁町が半公共性の高い施設と

判断すれば︑一度に全部の

なっている︒以上からカラ

しておりません︒

るが︑町民に聞いても﹁粗

﹁町民のコンセンサスを
質問

町民の健康福祉の拠点と

大ゴミではカラスが来ない

協議会で町長は﹁県の指導

審議のため︑開催された︒

する︵以下︑除外︶申講等

ため︑農用地区域から除外

優良農 地 を 山 角 病 院 建 設 の

個人が何回と出しても除外

成五年六月四日に提出した︒

また岩田忠雄氏も同様に平

月十二日に協議会へ提出︑

の除外申請を平成四年十一

岩田勝美氏が水無し地区

理︵町内全体の見直しの中

いて︑除外に関する特別管

みである︒平成八年度にお

から事情を説明し︑納得済

頂いた︒両氏に対しては私

いと言うことで︑お断りを

ラスが来る︒これでは優良

す︒野菜も食べられる︒カ

猿が出て来て畑を掘り起こ

し野ざらしにすることは︑

粗大ゴミを一時集積︑野放

響があると言われている︒

し出があった尾尻の用地を

平成六年六月に地主より申

との指摘が議会より出され︑

することは︑不適当である

その周辺で粗大ごみを集積

ターを建設するにあたり︑

農業者のご理解が得られる

捨てられないようにしたり︑

フェンスをして生ゴミが

おりません︒

場を見ても︑カラスはきて

中学校の裏の粗大ゴミ置き

じゃないか﹂と言われるし︑

得なさい﹂と言うことであ

今日までに十数回に渡り振

に粗大ゴミを置く事は︑優

なるいきいき健康福祉セン

るよう私や振興課職員が︑

両氏について︑許可とな

面積を除外しても良いので

町長

スが来るような心配は全然

答弁

は﹂との事である︒

尾尻地区の公共用地

興事務所と協議してきたが︑

良農地で農業を営む者に影

っしゃった﹂と述べている︒

町は福祉向上になるといっ

事前協議の対象にはならな

西桂町農業振興地域

整備促進協議会︵以下︑協
て誘致しているのか︒

質問

議会︶は下暮地尾尻地区の

もあり町内を全域除外する

川凌い等の土捨て場︑粗大

て行きたいと考えている︒

農地から農民も離れ︑荒れ

用するため取得した︒今後

で除外する︒例年は申講に

そしてそこになまもの︑ビ

は不法投棄防止のためのフ

されない︒医療なら除外さ

が実施されるので︑その中

ニｉル袋を捨てるようにな

ェンス設置工事と︑隣地と

ことはできない︒柿園の水

で両氏申請地が除外となる

れば︑さらにカラス︑猿と︑

の境界に石積を行い︑有効

ように︑正しい使い方をし

協議会より答申を受け︑

よう︑取り組む考えである︒

また現実に来ている︒まさ

利用を図りたいと考えてい

ごみの取り扱い場所等に使

町では振興事務所と除外に

また病院建設は町の医

に農業者の苦痛の種をまく

る︒利用において︑環境を

野になることは間違いない︒

病院 用 地 の 除 外 面 積 は ︑

ついて協議に入ったが︑振

療・福祉の増進︑町の活性

ような事である︒

損なわないよう配慮したい︒

基づき除外する■一般管理︶

協議会及び農業委員会が一

興事務所の見解は︑岩田勝

化につながるとの判断で︑

提案する前に農民や地域

先ほどご指摘の﹁農業を

れるのか︒伺いたい︒

部六百坪という答申を出し

美氏︑岩田忠雄氏の両氏に

また各種団体からも病院は

の人達とのコンセンサスを

営む者にはカラスがきて迷

無し地域︑下暮地の尾尻地

たがその後︑全部除外に変

ついては﹁平成六年度に県

造っていただきたいとの依

行っていくことが︑大事で

惑だ﹂と言う事であるが︑

町長

わったと聞いている︒私は

において現地調査の結果︑

頼が口頭できている︒しか

ある︒尾尻公共用地の使用

生ゴミは捨てません︒また

答弁

去年十二月二十三日に︑南

不許可となっているので︑

し誘致はしておりません︒

目的を変更してもらいたい︒

域は︑優良農地として残し

都留地方振興事務所︵以下︑

事前協議書の対象とはなら

また農業委員会もこの件に

たい︒﹂と述ぺている︒

振興事務所︶でこの問題を

ない﹂と︑病院用地は協議

ついては了解済みである︒

察
視
場
現
地
用
共
公
尻

調べた︒担当課は﹁町長が

会ではニカ年に分けて除外

粗大ゴミもカゴをそろえ︑

公共性があるという事をお

３月定例会 ・一般質問 １０

ダルマ石から・Ｕ上豪での
三ツ︸８山１の改○工○は

譲員

し︑町では︑その委託金を

もってダルマ石から頂上を
含めた登山道の整備を行っ
ているところである︒

登山道の整備は︑町単の
財源では限界もあるので︑

地域材の安定供給基地を造

林業振興を図る目的で︑生

８口市・西憧０・□士百田市を
竈ぷ広竈林１の９胆について

場を建設中である︒町も負

材を加工するプレカットエ

ろうと︑大月市初狩に間伐

産︑加工︑流通と一貫した

尻む■と蘭８一地元地聰の
寝艘を８る申で取り個みたい

ンター利用者の増加︑地場
よう県に働きかけ︑同時に

については︑直接県で行う

成︑水資源の確保︑森林浴

林道開設によって山林の育

パｉセントが山林である︒

質間

町の林業振興︑生活環境︑

搬出することが必要である︒

め︑林道を整備し間伐材を

ットエ場を有効活用するた

▲■

産業生産晶もお土産となり︑

委託金の増額や補助金など

による体育の向上︑教育文

担金を出している︒プレカ

町の活性につながる︒ダル

を要望し︑県とともに美し

西桂町の面積の八十

マ石から頂上にかけての登

い三ツ峠の自然・景観を守

化の活動の場として︑大い

多くの事業費がかさむ工事

山道の改修工事を︑県の補

りながら登山道整備にあた

先程の﹁別なルートを考

至る黒野田林道︑西桂町に

は︑都留市大幡から笹子に

町長

うことである︒

十％から四十％になるとい

の場合︑地元負担金が三

林道は国庫補助事業で︑こ

国の事業の場合はあります︒

域林道は町の負担はなく︑

事業主体が県であれば広

答弁

の程度であるのか︒

る地元負担金はそれぞれど

質間 林道と広域林道おけ

でいく所存である︒

理解を得るなかで取り組ん

また合わせて地元地域の御

と十分協議し︑検討を重ね︑

域林道の開設を各関係機関

面︑自然環境に配慮した広

大いに利用するため︑防災

特に観光面から憩いの森を

助を受け進める考えはある

に恩恵を与えてくれる︒

西桂町側からの三ツ峠登

えたら﹂と言う質問である

隣接する湯の沢付近までの

林道について︑町ではダ

大月林務事務所の管内で

山者は近年増加の傾向にあ

が︑その点も十分踏まえて

林道も出来ている︒吉田林

町長

り︑安心して登山できるた

県へお願いしていきたいと

ルマ石付近から︑既に開設

回答

西桂町からの登山者減少

めの登山道整備をしていか

務事務所管内では裏三ツ峠

している新倉の林道とか大

八十八大師先 、登山道状況

登山が好評のようである︒

の原因として︑ダルマ石か

なければならない︒国光橋

の西川林道から新倉林道ま

いきたいと考えている︒

り︑登山者の安全を図って

広口弁 町長

らの登山道の急勾配︑悪路

ダルマ石間は年次計画で道

月・宝間の林道につなげて

田心っている︒

化が上げられ︑危険個所も

で開設されている︒

ほしい旨︑大月林務事務所

路整備を行っているが︑ダ

富士吉田市︑都留市と協

に既に＝一回ほどお話し申し

ある︒県観光課のダルマ石

議を重ね広域林道開設のた

上げてある︒更に︑現在策

ルマ石から頂上にかけての

めの一層の努力は︑林業の

定されている﹁山梨県地域

頂上間 の 全 面 改 修 工 事 か ら

育成︑生活環境︑観光等︑

森林整備計画﹂に取り込ん

登山道は国有地であり︑県

メリットにつながると思う︒

でもらえるようお願いする

三十有余年が経過し︑その

町民憩いの森への接点とし

山梨県では︑東部地域に

なかで︑努力している︒

は︑ご所見をお伺いする︒

て︑広域林道を作るお考え

が国に代って管理︑所管し

県は︑登山道の整備︑高

ている状況下にある︒

整備されれば︑お年寄りや

山植物の保護等のため﹁自

ルートを変更し登山道が

子供も 気 軽 に 登 る と 思 う ︒

然歩遣等管理委託﹂として︑

十万七千円を西桂町へ交付

また裏 三 ツ 峠 か ら の 帰 り の
登山者 も 増 え ︑ グ リ ー ン セ

整備された黒野田林道

のか︑ご所見を伺う︒

大８な工○は口に●８かけ６
い の ８ 唖 ぢＪは８ ローに箏め３

永田富幸

問

後は補修だけである︒

では安 楽 に 登 れ る 裏 三 ツ 峠

質問 三ツ峠登山は︑最近

▲■

問

ユユ

意見書可決

１「学校迦５旦制」の早期完全実施を求める意見書

新たな「食料 ・艘業 ・口村暮木法の
制定」に関する意見■（要旨）

…
１

平成７年４月より「隔週学校週５日制」が実施され

新たな基本法の制定を早急に確立するため 、下記の １ることになりましたが 、しかるべく速やかに「学校週
事項について 、積極的に対処されるよう強く要望しま １５日制」を完全実施に移行するよう次の諸施策を採ら
す。
…れるよう求めます
。

１，

食糧自給率の向上 、安全な食料の安定的供給を国 …
１ｌ ，
「完全学校週５日制」実施についての展望を早期
の基本的役割とすること
農林水産業のもつ国土 ・環境保全など公益的機能 １ に示し 、速やかに「完全学校週５日制」に移行する
。

２，

… よう努めること
を位置付けること
農林水産業の振輿による地域経済 ・社会の活性化 １２ ， 「完全学校週５日制」を実施するために ・現行学
１ 習指導要領の抜本的見直し ・改善をし 、早期改訂に
をはかること
。

。

３，

ｏ

４，

農林水産業の生産基盤と生活基盤を一体的に整備 １ 取り組むこと
１３ ， 「完全学校週５日制」を実施するために必要な諸
。

すること
５，

。

中山間地域の農林業の振興 、所得保障で定住化を １ 条件の整備をはかること
１ 以上 、地方白治法第９９条第２項の規定により意見
はかること
資源の循環による持続可能な農林水産業をめざす …書を提出します
。

ｏ

６，

。

こと

…

。

以上 、地方自治法第９９条第２項の規定により意見
書を提出します
平成８年３月２５日
山梨県南都留郡西桂町議会

１
…

平成８年３月２５日
山梨県南都留郡西桂町議会

…

議

。

議

長

牛

田

提出先： 内閣総理大臣

平舳年 雪蔑畿欝等輔組合
歳入歳出総額

１ ，１３６ ，３５５千円

（主な歳入内訳）

茂

長

牛

田

茂

…提出先：文部大臣 、大蔵大臣 、自治大臣
…

…

１地方分榊幽＝関する意貼（要旨）
１ 現在 、地方分権推進委員会において 、地方分権推進
１計画作成のための具体的な指針の勧告に関し鋭意検討
１が進められている
。

総務費負担金

３３ ，１７０千円

｛うち西桂町

２ ，５３４千円〕

企画費負担金
（うち西桂町

３４ ，７６４千円
２ ，Ｏ１６千円）

消防費負担金
９２３ ，２９１千円
（うち西桂町 ６５ ，５０７千円）
（主な歳出内訳）

企画振興費

３８ ，５１３千円

消防総務費

９７７ ，１６５千円

くうち西桂分遣所関係

消防事業費

４３百万円）

７８ ，１４４千円

１

地方への権限委譲 、国庫補助金の整理合理化 、地方
１税財源の充実など 、地方公共団体の総意を踏まえて
１年内の出来るだけ早い時期に内閣に対し 、具体的な指
１針を勧告されるよう強く要望する
、

。

１ 政府においては 、地方６団体の意見書と委員会の勧
１告を最大限に尊重し 、速やかに実効ある地方分権推進
１計画を作成のうえ 、法の期限内に具体的措置の実現を
１図られるよう強く要望する
１ 以上 、地方自治法第９９条第２項の規定により意見
。

…書を提出する
…

１
＝
平成８年慶富±五湖広域行政■務組合

富 ＝Ｉ＝五湖 ・るさと振臭整偏箏簑
特別会計当初予■
；

１提出先

。

平成８隼３月２８日
山梨県南都留郡西桂町議会

議長

牛

田

茂

：

…内閣総理大臣 、内閣官房長官 、内閣官房副長官（２名）
…自治大臣 、自治政務次官 、自治事務次官 、自治省行政局長

…総務庁長官 、総務庁政務次官 、総務庁事務次官

歳入歳出総額

１９ ，７９９千円

…総理府地方分権推進委員会委員長事務局長事務局次長

︒

．．畠

咄曲
︐一・

■ ・■ 亘

．

■

■
■一

■

．

■■
■

婁一

・尭．．

甜議

．

．叶

・岨

一
・︑

門箭寄聾蟹黒彗いｏ

の情報を収集した︒その後

十一時三十分頃︑低区の

崖崩れ土砂崩れの状況につ

害状況の確認︒道路状況や

防車一台︑公用車二台で被

ため電気探査で水量調査を

足するとの事である︒この

結果︑平成十二年度には不

源井戸の水量調査を行った

住民課概要説明

りたい︒

し︑役場の付近まで引っ張

憩いの森の水を横に配管を

化地域なので︑将来的には

住民課回答 当町は地震強

とがよいのでは︒

被害状況の確認のため︑消

水源は︑ほぼ復旧されたこ

いて深夜確認をした︒公共

行った結果︑憩いの森付近

また憩いの森からでは︑

午後十一時三十五分頃地震

住民課概要説明 三月六目

設の水の濁りである︒

設︑道路はニケ所︑水道施

関係はニケ所︑公共土木施

けを行うよう団長に要請し︑

れ︑消防ポンプ車にて泥は

センター付近は濁りが見ら

状況になったが︑グリーン

ていきたい︒

作成のなかで検討課題とし

いては︑今後地域防災計画

被害情報の収集方法につ

道水は大丈夫との報告を受

らないため︑地震で戸惑っ

区と低区の給水範囲が分か

委員指摘

道の認可申請の繰越明許を

源井調査業務委託及び上水

越して事業を行うため︑水

度事業を平成八年度に繰り

えると認可を受ける際には

となっている︒五千人を超

の推計人口は五千五六〇人

住民課回答 平成十七年度

白然流下で上がっていく︒

け︑四時二十分に給水完全

たと思われる︒広報等で︑

行っていきたい︒平成八年

このため掘削作業等に日

復旧の防災無線を入れた︒

高区と低区の給水範囲の周

上水道となる︒

委員質疑 認可事務全般に

三ツ峠グ

九旦二十日までには事業を

数がかかるので︑平成七年

現状の水

三月八日午前八時三十分現

とを確認︒それ以降も水の

施設は︑宿直者より情報収

に水が必要量出ることが見

倉見の天久保︑松久保︑下

帯へ配布︒

在︑被害状況は︑人的被害

状況確認︑水質検査を行っ

集を行い︑民間は︑翌朝よ

込まれ︑将来的に水道の水

暮地のグリーンセンター上

平成八年

なし︑住居被害は一部破損

た︒午後四時三十分過ぎに

り住民の情報提供により振

源を一ニツ峠に移していくこ

などの地域まで︑水道水が

発生︑七日午前○時三十五
作業を行う︒

午前六時に防災無線によ

企画課概要説明

知を図っていただきたい︒

一二十分後に第二報を流す︒

大震災の際︑水道水源の対

たいと思う︒また上水道経

たいという認可申請を出し

ツ峠のよい水を使っていき

ポトル一人二本の配布と決

を開き︑給水方法はペット

総務課回答

のように行ったのか︒

委員質疑

ているが︑三ツ峠に水源を

って縦割りにより給水をし

した︑吉田から都留に向か

当町は上町の水源を使用

ないと思われる︒

みがないと県の認可がおり

して一人歩きができる見込

め︑事業計画が公営企業と

立した経営が求められるた

っていた︒

応に非常に苦慮された場合

営では︑公営企業として自

定︒九時から一人暮らし老

時五十分頃から職員が参集

求め︑横割り給水も行うこ

ＹＬ
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も一部にはあると思う︒

町では将来を見すえ︑三

ついて説明願いたい︒

り給水不能状況の第一報を︑

リーンセンターでは地震と

終わらせたいと思う︒

﹁二万四千本を搬入する﹂と
の申し出があった︒

○会館は︑被害はなし︒

人等へ配布︑九時三十分か

し︑報道機関より余震状況

六日午後十一

被害の把握はど

らは地区の公民館にて全世

午前八時過ぎ役場幹部会

住民の中には高

午前七時にペットボトルを

の関係は不明であるが︑宿

委員質疑 昨年の阪神淡路

八日︑吉田保健所から水

配るのが得策との判断を示

泊棟受水槽にヘドロが溜ま

抜けない状態であった︒

し会社に照会︑会社より

く作業を行ったが︑濁りが

分頃水道水を確認︑泥を抜

一棟一世帯二人︑小中学校

は高区もほぼ濁りは取れた

興課で調査・対応した︒

とになった︒
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中学校の危険箇所について

よう望む︒

ある︒早期に改善をされる

る可能性があり大変危険で

害箇所には︑子どもが近寄

委員会意見

内壁に亀裂︑正面玄関入り

中学校の被害状況は︑校舎

分に若干ずれが生じている︒

に亀裂︑渡り廊下つなぎ部

落下︑新校舎の内壁︑外壁

である︒教室用時計が二個

振興課概要説明

り行っている︒

得たので︑授業は平常どお

危険ではない﹂との報告を

ら﹁この状態で使用しても

てある︒校舎は︑尊門家か

によりそのままの状態にし

使用もないため︑県の指導

プールについては︑早急な

の応急的な安全策をとり︑

して中学校校庭前の遂路拡

ら中学校前踏切の拡幅︑そ

忠魂碑前の遮断機︑それか

は三ツ峠駅構内の遮断機︑

階では今年の七月末までに

算に計上しており︑今の段

振輿課回答 平成八年度予

完成はいつ頃になるのか︒

グランド前町道拡幅丁事の

幅︑二箇所の遮断機設置︑

委員質疑

得ており買収で行う︒

ことで︑地権者より内諾は

らい切らしてもらうという

隅きりについては二平米く

こまで下げる予定である︒

が一・一一一ｍまでである︒そ

り︑このため下げられるの

はいけない﹂いう指導があ

ドの屋根には電線をかけて

は消防法の関係で﹁スタン

振興課回答

るのか︒

は︑ガムテープを貼るなど

教育委員会概要説明
ロガラスが一枚亀裂︑時計

では四ケ所道水路が崩れた︒

幅は完成の予定である︒

っている︒体育館は蛍光灯
一個落下︑ガラス七枚破損

中学校前踏切拡

校の被害状況は︑食堂等天

が一個破損している︒体育

まず柿園から倉見に渡る大

委員質疑 国道からの入り

教育施設の被

井四ケ所破損︑食堂等のガ

館は︑ガラス三枚に亀裂︑

橋線のところ約十ｍ道路に

口については︑吉田方面か

ている︒残り一ケ所につい

そのうち四ケ所は︑個人で

た箇所が五ケ所ほどある︒

また町内の田石積が崩れ

を願いたい︒

設置に関しては十分に配慮

題があったのでは︒時計の

るというのは設置方法に問

電柱について

ラスの亀裂二枚である︒プ

剣道場天井︑一カ所落下︑

亀裂が入った︒倉見の簑和

ら左折しようとする場合︑

小学

ｉル網ガラス一一十枚が割れ︑

時計一個落下︑蛍光灯カバ

田線では︑町道の石積の上

曲がりにくいと思う︒電柱

前の里道では約六ｍほど崩

ては︑災害の対象となると

委員指摘

れており︑これについては

ある︒柿園地区で石積が一

五という大きな地震ではあ

いうことである︒

ケ所崩れたが︑既に応急処

るが︑教室の掛時計が落ち

積むということで了解を得

マグニチュード

置をして復旧済みである︒

既に町の予算で復旧をして

調査をした︒上町の山の神

公共施設

ガラス枠︑五ケ所ほど曲が

ー五個落下している︒

に個人のブロック塀が建て

の移動︑隅きりの用意はあ

教育委員会の対応は︑小

てあり︑危険ということで

地震被害を受けた小学校食堂

