小さい予算で大きな仕事を
本会議︑ 賛成討論
めにも︑一層の努力を求め
ます︒また消防団︑区長︑

婦人会等︑各種団体役員の

竈．

万４３３岬
２１１偏８４

竈

方に対する報酬のバランス
がくずれていると感じられ︑

是正の必要があるのではな

活発な活動を展開していま

２胴６８３８万５９１１岬

入

側７讐

平成７年度一般会計歳入

繰 越金が昨年度比２ ３ ・

す︒補助金があるから事業

いでしょうか︒一方多くの

Ｏ％の減少となっており︑

をするという考えでなく︑

歳出決算の認定について賛

平成７年度の事業には︑難
町民に納得していただける

団体が町の補助金を受け︑

問が山積していたにもかか

結果を示すようお願いしま

身遁な間魎から合理化擁遁

膨大な数字が予定され︑綿

密な計画の下に取り組んで

いただき︑また受益者側に

負担金︑使用料金の問題が

で︑事前の広報活動等に意

供用開始から出てくる訳

ていないとのことで︑公園

を注ぐようお願いします︒

藺箏水迫特別会計

なものが作られましても︑

されております︒ただ立派

綱が大変立派な内容で設定

本隼３月には行政改革大

料金が果たして妥当なのか

う点になれば︑現在の水道

来を展望して資金確保とい

で５９３９万５千円で︑将

と︑一般会計からの繰入金

７年度の決算書を見ます

実行しなかったら何もなら

においても綿密なる検討が

必要ではないでしょうか︒

グリーンセンタ■会計

金請求伝票処理がだいぶ遅

それから債権者からの代

収入合計で６８％のダウンと■

ＯＯとして︑平成７年度は

概要では︑平成２年度をー

センター収支表６年間の

まして財政上は非常に厳し

れる場合があるということ

いうことで︑足りない分を

方向でお願いします︒

上げて推進していくという

は各課ごとにどんどん取り

題から合理化に関するもの

ないと思います︒身近な問

検討をお願いします︒

考えられますので︑慎重な

にむだな投資ということも

の利用状況によっては非常

本会議︑監査委員報告

関係諸書類等適正に執行
されており︑決算書につい
ては正確であることを認め︑

併せて財務に関する財務監
査も行い︑良好に処理され
ていました︒併せて意見を
述べさせていただきます︒

一般会計
７年度は２２億を越える今

い現状に立たされており︑

を聞く訳です︒迅速な処理

までにない大型決算︑従い

今後下水道︑上水道の大型

一般会計からの繰入金で賄

い︑６年間で２４００万円

での１８年問の財政計画では

平成５年度から２２年度ま

はないでしょうか血

事業展開が求められるので

間と競合しており︑新しい

の状況です︒この事業は民

総事業費が３９億７千万と︑

下水道特別会計

をお願いします︒

渡辺卓三監査委員

の事業を執行していかなけ
ればならないという中で︑

適正な執行計画を立てて健
全財政運営に取り組むよう︑
お願いします︒

公園の利用状況調査をし

２−

−

成討論を申し上げます︒

わらず無事執行されたこと

す︒また河川・道路のゴミ

くなり︑それにつれて役場

を示しており︑町長を始め

﹁小さい予算で大きな仕

も肥大化しています︒町民

処理に始まって︑近年行政

事﹂︑限られた当町の予算

に対して自助努力を呼びか

執行部のご努力に敬意を表

を有効に使うことが大切で

け︑町民総参加の町づくり

に対する町民の要望は大き

あります︒私はこの視点に

を積極的に行う必要があり

するものであります︒

立っていくつかの指摘を申

ます︒この実現のために行
政改革による役場組織体制

し上げ ま す ︒

まず町税においては収納

の見直しと︑適材適所の職
員配置が不可欠であります︒

率が低下傾向にあり町民の
納税意欲を低下させないた

平成８年９月定例会

晒

魑

３１ ，０７０円
７３ ，２４０円

５５ ，３８８円

維持補修費 、積立金
繰出金 、投資出資金等

このように

使われました

事務経費」般 、臨時職
員賃金 、業務委託料等

？

／愉

主に常勤の職貝の給与
町長 、議員等の報酬

平成７年度

魑

一股含冒ｆ決算

２７ ，７８６円
４１ ，８１４円

１へ

魑

２０６ ，２１１円

毎年度 、償還すべき
町債の元金 、利子

１０ ，５０９円

他市町村との広域業務
負担 、他団体へ補助等

、

〜
」一

大型備晶購入 、町道 、水路

施設設置費 、福祉手当
医療費助成 、敬老年金

ポ物等の建設等

（土地を除く）
１，
１，

１２２ ，９５０干円

２７２ ，２７３干円

２５９ ，８０７円

２２９ ，３１４円

平成７年盾特別含計決算
会

計

区

分

歳

入

歳

出

国民健康保険特別会計

３億３１９３万２０１９円

２億９５４０万２６６１円

簡易水道特別会計

１億５８２万８４０８円

８３３６万５２４５円

老人保健法特別会計

２億２９６３万６５４２円

２億２３１６万１６６７円

三ツ峠グリーンセンター事業特別会計

２９２６万４２０円

２９２３万１７１９円

下水道特別会計

１億３７７９万１５０７円

１億３６９２万７３１１円

一３一

町民本位の行政改革を断
に向かって左岸︶の整備費

桂川河川管理道︵桂川下流

清︒・清．画・簑宕竈．．害上一腓尼い

各位のご協力に対し感謝申

しましたが︑参加者に危機

宿泊体験訓練を実施をいた

な課題や参加者の意見など

残りました︒ 今回得た様々

の難しさなど様々な課題も

Ｏ−１５７対策

し上げる次第であります︒

感︑悲壮感を付与すること

桂川管理遣の整偏防犯灯早期設置
行し︑活・活西桂建設に向
を計上いたしました︒また

柿園地区の公共下水道第

けて全力で取り組みます︒

校関係者及び交通安全関係

４処理分区は︑実施設計を

この進入路を小学校への通

者等にご協議をお願いいた

組むにあたり３工区に分け

この建設のための事業展開

しました︒関係者の総意に

て発注することとしており︑

学路として活用すべく︑学

沿って対応してまいります︒

委託する事務を進めており

ンターの活用度も高められ

初めての試みとして避難所

９月−日の防災訓練に︑

整備予定の桂川河川管理道（上町側より写す）

について申し上げます︒

公園のレイアウトについ

町で行った道路拡幅工事

ます︒なお下水道管布設に

第−工区の実施設計は既に

いたしました︒今定例会中

と富士急行株式会社が行な

ついては︑第−工区のうち

ては︑８月中旬に議会︑町

に県より公園のレイアウト

った中学校前踏切りの拡幅

の一部についてｕ月中に工

終了しておりますので︑現

が示されますので︑議会の

工事と２ヵ所の遮断機設置

事着工を予定しております︒

民の皆様の考えを取り入れ

意見をお聞きし︑よりよい

工事も無事完了いたしまし

在は第２工区の実施設計を

公園といたしたいと考えて

た︒一般通行者の利用のみ

るなかで︑町から県に要望

おります︒一表紙の写真参 照 ︶

ならず︑検診車・献血車等
の大型バスの進入も可能と

補正予算に上町地区から

たものとなりました︒関係

なり︑いきいき健康福祉セ

公園への進入路確保として

一４一

呵民本何の行取改■宕饒行し︒
９月定例会

桂川管理道関係２０３５万 、道路改良工事外１３９４万９

４ユ９７万９

１４９万３

２３万６

体育文化振興補助金６８万８ 、学校給食関係５１万

寄

教育
５３万Ｏ

３２０万Ｏ

財産収入

消防本部西桂分遣所用地造成工事
２２万５

消

県支出金

官地払い下げ外ユ６８万 、白山川改修工事関係６００万
２２４万３

土

国庫支出金

付

９１３８万１

補正額合計
９１３８万１

補正額合計

３３９９万２

木費

役場隣接土地購入費
８８１４万７

総務費
地方交付税

一般会計補正予算（第３号）
平成８年度

１８億４０５０万３千円

補正後の予算総額

（単位：千円〕

（単位：千円〕

おもな使いみち
おもな財源

社会教育指導員期末手当２９万５

公債

元金１００万 、利子９１５万７

を今後の防災対策に生かし

防犯灯の重要性を再認識し︑

に発生した傷害事件により

成９年１０月を目指して︑富

開始は︑当初の予定通り平

ろうかと存じますが︑供用

月末をめどとすることにな

す︒このため造成工事はｕ

１ヵ月程遅れぎみでありま

間を要し︑全体の進行が約

ことなく︑万全を期してま

たしました︒気をゆるめる

出来る限りの対応を指示い

内部の連絡会議を開く中で

し︑各種の給食についても

凍保管庫などの機材を整備

指導のもと︑学校給食用冷

学校給食においては︑県

応をしてまいります︒

範囲で出来るだけ早めの対

関係者の協力と予算の許す

てまいりたいと思います︒

分遣所については︑富士

急行との協議や国有財産用

士五湖広域行政事務組合で

いりたいと思います︒

途変更等において事務に時

現在事務を進めている状況

全体へ防犯灯を設置する期

るものでございます︒町内

であり︑ご協力をお願いす

等︑区のご理解を仰ぐもの

この事業は︑電気料負担

に位置付けてまいりたいと

ための要素として︑恒久的

香るまちづくりを構成する

は︑活き活きとした文化の

定しております︒行く行ぐ

して高山良策展を開催を予

であります︒

本年もｎ月３日文化の日

間を当初３ヵ年で行う予定

考えております︒

に︑商工会青年部を中心と

でありましたが︑去る８月

５

１Ｏ１５万７

山梨県東部地震災害復旧工事関係

５６万Ｏ

災害復旧費

問

議案と審議
９月定例会運合審査会

現在︑国民年金は口座

婦人会には勧奨活動をお願

を行っていただけるよう︑

振替に移行中で︑口座振替

答

しているのか︒

会はどのような役割をはた

う形になっているが︑婦人

一般会計歳入歳出決算

平成７年の町税の滞納

のような対策をとるのか︒

千円と増加傾向にあり︑ど

固定資産税で１８８２万５

動があり︑将来的には教育

婦人会には多岐にわたる活

人会の役割が終わっても︑

意見

いしている︒

滞納は納税組合未加入

額は︑町民税で８１７万円︑

答

委員会に計上されている補

いる︒また研修事業等を実

答 対象は小学生で︑預か

いか︒また申し込み方法は︒

供を預ける費用はどれくら

助金に︑この国民年金に計

施している︒町織物協同組

る時間は午後−時頃から５

物のデザインも取り組んで

税をより容易とするために

上されている報償相当額を

合もこの事業に参加してい

時までである︒費用につい

国民隼金における婦

者に多く発生しており︑納

口座振替を計画したい︒

含めていただきたい︒

るので︑織協を通じて申し

てはおやつ代程度︑申し込

納税環境をよくしても

滞納する者はいると思う︒

込むのが便利かと思う︒

みは小学校にお願いしてあ

間

強制手段は取るのか︒

意見

る︒現在２６名の児童が登録

ターは︑地元業者がもっと

間

児童はＹＬＯ会館に遊びに

問

利用者が増えるよう︑

町長答

広く町民にＰＲする必要が

されている︒

自由に利用できるようにな

行けないのか︒

課長にも交渉に歩

いてもらう︒また差し押さ

ある︒

郡内地場産業振興セン

えを前提とした内容証明の

らないものか︒

答 おやつがでない程度で︑

問

同じように利用している︒

その他は学童保育の子供と

放課後︑保護者のいる

発行も検討している︒

答センターは地元業者の
ための施設であり︑地元特

保育を実施しているが︑子

放課後対策として学童

問

産品の展示販売・開発︑織

婦人会に対する補助は
納税組織に対する報償とい

児童に利用されるＹＬＯ会館

６■

■

。

８竈讐只 、６会酎決○はな８寸べ〜で６る

、

．

、甲府市仮称山宮河川公園（担当：甲府土木事務所）
３

、武川村

∴上鰍一鳳⁝・町︑偏へ称鶴肌測肚公甘国・

武肌樹丁フレ．ンド一バしケ趾風．肌一．

災害等による被害に対して

にお願いする予定である︒

公園敷地から河川まで全部

進めてまいった訳である︒

はどうか﹂というテーマで︑

﹁水に親しめるような公園

後６時までとなっている︒

夏時間で︑午前１０時から午

プンした︒利用時間は今は

答

朝何時からか︒

は﹁自然天然の材料を有効
に活用して行きましょう︒﹂

いのか︒また遊具施設の類

バｉベキュウ施設は土

部に協カする必要がある 。すぱらしい公園を作 って

フレンドパ ーク武川（担当１武川村役場）

２

か︒また公園の利用時閻は

事務所説明

は︑県が積極的に面倒を見

公園というイメージで︑日

問 どれくらいの利用者が

この公園建設は

形成事業一まちづくり特別︶

ますが︑通常使用での破損︑

曜日あたりは小さい子供は

あるのか︒

役場説明

は平成３年度から整備を始

草取や清掃等は町で管理し

公園で︑中学生︑小学生の

答

県で行う景観

めており︑今年度で事業は

ていただく予定である︒

高学年は河川の方に降りて

日が多い︒平日はやはり少

行部に一任するのではなく 、我々議会としても執行

近くに駐車場を設ける

今年の６月１９日にオー

終わる予定である︒

いは︒

だいぶ水に親しんでいたよ

ない︒またオートキャンプ

喜んでくれるような公園にしたい 。これが基本構想

この公園の特徴について

というもので︑鉄平石︑オ

答

うである︒囲いはなく入場

作りをしていきたい 。みんなが利用でき 、みんなが

公園に駐車場は設けな

ーストラリァ産のレッドウ

予定である︒遊具施設は特

基本的な公園建設の考え方として 、「場所的に西
桂の中心地で中央公園としての機能を持たせた公園

問

ツドと言う材料を使ってい

では飯倉炊さんもできるよ

７■

■

無料で運営している︒

野庁 、また都留土木事務所にお願いするときは 、執

うになっている︒

昂り橋建設につしｒては委員より 、「防衛庁なり林

問オープンはいつから

川管理道等 、とりあえずは歩道ということで理解し

に予定はしていない︒

ているのか︒

いる︒

平成８年８月９日所管事務調査
柿の木公園整備計画について

仮称鶴１１１河川公園（担当：大月土木事務所）
１ 、上野原町

る︒また上野原町と管理協

事務所説明

答

公園の教育的な価値は

である 。また本呵 ・上靱からの進入路については桂

定を結び︑公園の管理は町

堤の伝統的工法である水

在同様な事業では︑基本的

甲．晴祠〆仮・弧皿宮測ｍ．螢園

制︑牛枠とか聖牛︑菱牛︑

に管理は地元で︑との協議

置している︒他に築山︑水

問

県の考えと︑利用する

ここには信玄

沈枠等︑模型があり︑学習

のうえで︑事業を起こして

路︑低地とか回遊式の園路

答

県が管理している︒現

が出来るように案内板を設

を整備して︑市民がそこで

人達がどう感じるかにはギ

要ではないかなと思う︒

めるということが︑一番必

の人を加えた中で計画を進

ヤップがある︒やはり地元

憩える場を造ってある︒
公園面積は７５００里ｍで

ある︒事素は平成元年から
４年までである︒
問 公園は甲府市が管理し

。

いただきた帆」との要望が出された

。

ただきたし）との町長の答弁である

てしｒ

地
察
視

曲．．．．・

＃

（調査）仮称柿の木公園建設事業のための県内先進地視察
（縞果）鶴川河川公園 ・自然天然の材料を有効に活用
山宮河川公園 ・管理は地元自治体が望ましい
フレンドパ ーク武川 ・水に親しめるような公園

視察参加者
西桂町議会議員１０名
執行部参加者４名 、町長 、振興課長 、振興課主査 、都留土木事務所
職務による参加２名 、議会事務局 、運転手

・︐．

．＃．

．

ｏ

一一

行欧改弓による
阿役螂竈竈︑いｏ改竈は
上下水道課を新設︑

梅原啓一議貝

保健を担当する係が相互に
十分な遵絡調整を図り業務
を推進することによって︑
福祉全般の一元化を果たし︑

高齢化社会での福祉行政が
展開できると考えている︒

来年２月に防災会設開催を目標に

んでいるところである︒

組織の再編に向けて取り組

ており︑現在これに従って

を中心に検討すべき﹂とし

観光体制の充実強化の４点

企画財政の機能強化︑産業

上下水道事業の体制強化︑

含めた福祉全般の＝兀化︑

では︑﹁住民の健康管理を

である︒﹂また組織の再編

自覚と向上等を目指すもの

ども頂戴した︒

するように﹂とのご意見な

積極的に優秀な人材を登用

をもって戦略的に対応し︑

き﹂との意見や﹁企業感覚

西桂町独自の改革を行うべ

方策を求めるのではなく︑

員会においては︑﹁安易な

なお９月２５日の行革推進委

働させたいと考えている︒

化を図り︑この１０月から稼

状の課に属する係体制の強

再編の前提整備として︑現

のか︒また住民への周知対

のような指針で進めておる

あって地域防災計画を︑ど

あるかどうか︒また当町に

いても備蓄庫設置の考えが

のことであるが︑当町にお

年度中に炸成が仕上がると

当町の地域防災計画は今

されている︒

中学校の宿泊体験等が実施

計画が練られ︑今年もまた

ても毎隼防災の日に新しい

る今日︑当町におい

地震防災がさけばれ

人命救助対策と︑火災発生

計画を定め︑地震発生時の

及び生活必需品などの備蓄

飲料水・衣料・医薬品・毛布

害に備える備蓄計画・食糧・

災害応急対策の中で︑災

信計画を定める︒

る︒また防災教育計画︑通

を作成するなど検討してい

ため︑初動体制マニュアル

が効果的に災害に対処する

消防団・行政各課・住民︶

し︑各関係機関︵自主防・

計画・災害復旧計画を柱と

害予防計画・災害応急対策

防災計画見直し箏務を造めている

水道課を新設し現在の４課

応について︑発震と同時に

とを考え︑自主防災組織・

また︑来年度に目指す組織

から５課の体制に改編し︑

どのような対策を考え︑復

成９年４月−日より︑上下

上下水道に関しては︑平

人員面においても明らかに
増加する業務量から若干の

職員募集も行ない︑上下水
道事業の体制強化を図りた
いと考えている︒

高齢化社会に向けての福
祉充実のための組織につい

対策編の見直しを進めてい

地域防災計画及び地震防災

防災計画の改定を踏まえ町

を進めておるところである︒

目途に開催できるよう事務

為︑防災会議を来年２月を

る︒以上の防災計画策定の

啓蒙していく事などを定め

る︒地域防災計画では︑災

・鼻雛ザ縞

議をかさね︑町民に周知・

消防団等︑防災機関との協

行政改革推進委員会

旧を考えておるのか︒

福祉全般の一元化を実施する

高齢化社会︑福祉行
政の対応︑さらに水

道問題︑平成９年度からは

本格的な下水道問題も動き
出すと聞いている︒現在の
課ではとても事業の運営は

出来ないと思われ︑課の整
備についての町長の考えを
示していただきたい︒また

当町の行政審議会の町長諮
問に対する状況もお聞きし
たい︒

・服饒鐵雛
大綱で﹁現在の４課を見直
し︑行政二ーズの的確な反

ては︑住民課の中の福祉や

Ｑ

・

．・一一

Ｑ
映・職責の明確化・職員の

８−

−

■ −

＝
＝

引
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●

いつ ぱん

＾
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●

＾

＾

畷

÷農轟奮婁
県道富土吉田・西桂線整傭は

地点が起点で︑終点か︒ま

士吉田西桂線はどの

県道昇格により︑富

る訳である︒

示をし︑管理が山梨県へ移

と山梨県で県道としての告

となっている︒これが済む

地元の理解を得て実施する

た行程距離は何キロメート

含め道路整備を図らなくて

今後︑県遣ルート変更も

県道ルートの通過地域住
はならない︒それには地元

ルであるのか︒

民のコンセンサス等の問題 ︑

倉見区の住民感情に十分な

の町議会議員を含めた倉見

説明対応はどのようになつ

長期計画の中で新たな町
地区の人たちに︑道路建設

配慮をしながら︑地元地区

道また農道についての新建

相談員となっていただき︑

ておるのか︒

設計画があるのかどうか︒

地元住民の方の意見もお聞
きする中で︑時期がきたら︑

・皿鮎汽讐

長期計画の中で︑新たな

地元説明会を開いて︑コン

が国道 と 接 す る 所 で あ り ︑

町道及び農道の計画は考え

田市︑小山田木鋼所椥付近

総延長は約８・２キロメー

てはいない白しかし︑今後︑

センサスを得て︑摩擦のな

トルである︒現在︑富士吉

地区からの要望があれば︑

の交差点であり︑終点は西

田市と共に都留土木事務所

出来るものは︑順次実施し

いように進めていきたい︒

へ県道としての告示のため

ていきたいと思っている︒

桂町小沼︑町道溝下２号線

の関係書類を提出する運び

匡審議案件１︻

案例一−件

◎議案２６ 西桂町老人医療費

字算一−件

助成金支給条例の一部改正

平成８年度西桂町

一般会計補正予算３号議定

◎議案２７

平成７年度西桂町

︹決算一６件

◎承認５

平成７年度西桂町

一般会計歳入歳出決算認定

◎承認６

歳出決算認定

国民健康保険特別会計歳入

平成７年度西桂町

平成７年度西桂町

簡易水適特別会計歳入歳出

◎承認７

決算認定

◎承認８

出決算認定

老人保健法特別会計歳入歳

平成７年度西棲町

三ツ峠グリーンセンター事

◎承認９

業特別会計歳入歳出決算認

定

平成７年度西桂町

下水道特別会計歳入歳出決

◎承認１０

同意一２件

算認定

西桂町教育委員会

の委員の任命につき同意を

◎同意ユ

求める

員

９−

−

Ｑ

ム寛︑

下８地の
治．山・治水の・対竈は

の地域全体が軟弱な岩山

設置の事業予定は︒またそ

その上流における砂防堰堤

らせをいただきたい︒また

年度以降の事業計画をお知

白山川改修事業の９

倉見地域の準用減川

願いしたところ︑現地調査

木事務所の河川砂防課にお

げていただくよう︑都留土

を︑県の事業として取り上

の間約２２３・Ｏメートル

ては︑東京電力用水路まで

９年度以降の整備対策とし

Ａ服準用河川白山川から
上流にかけての 平 成

ルにより現地を視察してい

所管内の危険箇所パトロー

所について︑大月林務事務

えん堤の間の山腹の崩壊箇

策では︑倉見山の頂上から

次に厄神川上流の崩壊対

務事務所にお願いする︒

ていただけるよう︑大月林

の対策事業として取り上げ

策は︑小屋の入防災対策事

また流木止め等の防災対

木事務所管内の危険箇所パ

策は︑今年の６月の都留土

次に松久保地区の防災対

務所へお願いしている︒

いただくべく︑都留土木事

何らかの事業を取り入れて

備の護岸改修整備をお願い

１・５キロメートルの未整

徽長谷川綿行下流までの約

崩壊の発生の危倶について

所には早速対応していただ

その結果︑都留土木事務

するものである︒

は︑平成８年７月８日付け

き︑７月中旬には水の木川︑

次に一石川︑西方の山腹

で一級河川護岸改修及び砂

書を都留土木事務所長あて

堤設置のため︑今年度中に

れた︒水の木川の砂防えん

１３日

西桂町公平委員会

休会議決

質疑・討論・採決苛塗

議員提案＾発議６︶

常任委員会付託

上程議案に対する質疑

決算監査報出□

２６︐２７︑承認５−１０一

案理由一括説明一議案

町長所信表明・町長提

査報生目

閉会中の委員会継続調

会期の決︷疋

会議録署名議員指名

本会議開△ム

＾運営方法決定一

５日 議会運営委員会

関する意見書の提出

発議６ 道路整備予算確保に

一発議一−件

める

の委員選任につき同意を求

◎同意２

−審劃案件２︻

一石川を現地調査を実施さ

に提出した︒主な内容は︑

都留土木事務所において測

防えん堤整備に関する陳情

水の木上流部及び一石川へ

量委託を実施し︑地権者説

︵ｎぺージに続く︶

の砂防えん堤設置︑柄杓流
川について上河原橋より︑

渡辺誠司公平委員

県の−業として取り上げて
もらえるよう努カする
の山腹崩壊の発生の危倶に

ついて︑ゴルフ場造成事業

る︒平成９年度に最後のユ

の事前協議書の取り下げが

あり︑今後の防災対策の促

基を完成させる計画である︒

で︑流木留対策は︒

を実施された︒平成９年度

る︒何とか事業実施に向け

業として平成７年度から平

トロールの際に︑特に私の

連△口審査会

本△颪議散会

一付託議案審議︺

一１０一

進について進捗状況は︒

次に厄神川改修事業及び

から実施できるよう︑現在

て努力していきたい︒

急傾斜地崩壊危険区域と

成９年度の３カ年計画で４

方からお願いをした︒急傾

整備された厄神川

また今後さらに流木止め等

えん堤設置事業は町・県に

調整中である︒

考えられる松久保地域の災

基のえん堤を大月林務事務

斜地崩壊対策事業を含めた

下暮地地区の一石川西方

て対策は︒

害対策は︒

所において事業執行してい

川上流 の 山 腹 の 崩 壊 に つ い

より完成された︒この厄神

Ｑ

整備された白山

ライフライン晒倶及び
生濱物竈の偏竈蘭倶についで
極めて目要な課題であり
対策を講じてまいりたい

各区自主防災組織に無線機
保については︑案として建

４点目の災害時の道路確

よう目指すものである自

及び受令機を配備致し︑合

設業者︵土木・水道等︺と

害の早期収集が計れるよう

せて各区自主防災組織に啓

５点目の応急物資の確保

の協力体制の確立をしてい

伴う消火活動訓練及び施設

については︑応急物資の備

蒙を促し︑消防団において

の保守点検を行なっている︒

蓄に公共施設や避難所の空

きたいと考える︒

各区自主防災組織及び消防

室を利用するほか︑町内の

は︑常日頃より火災発生に

３番︑電気通信としての
団の協力のもとに︑施設の

商店の商品も備蓄であると

の横線の確保は︒

北西部他活断層地震
東電︑ＮＴＴとの逗携及び
充実に配慮を尽くしたい︒

東海地震︑県より県

の想定調査結果が発表され
簡易発電機の配備は︒

ついては︑災害時における

２点目の飲料水の確保に

よう事前に協定を結ぶ必要

は優先的に配付いただける

いう考え方から︑災害時に

４番︑交通対策として︑

水道は供給不能事態が想定

があるものと考えている︒

たライフライン確保︑生活

され︑湧水の利用と水製造

５番︑避難所及び生活物

どの方策を確立して︑飲料

１番︑消防団活動での組

幹線道路の確保は︒

資の対策としてのテント︑

企業との問に協定を結ぶな

物資備蓄確保について伺 う ︒

織点検︑救急活動︑及び救
毛布︑寝袋︑防寒着︑主食︑

炊事セット等々の確保︑備

ぐ災害物資をお届け

被害がでた地域へす

急用品︑衛生用晶︑防火活
動における自然水︑消火栓︑

できる︑全体的な備蓄倉庫

的なものを建てることも必

水確保を図りたい︒また一一一

ツ峠方面の水源探査を実施

要である︒倉庫の中には物

蓄状況の対策は︒

しているが︑水源地を２箇

晶等が整理され︑佃時でも

防火水槽の確保は︒

所に構え︑災害時における

２番︑上水道対策として

災機関の初動が極めて重要

即持ち出しが可能なような

の飲料水︑ミネラルウォー
ター︑簡易水道での倉見・

体制整備につなげたい︒

形の対策が講じられないか︒

である︒住民安否・人的被

３点目の電気・電灯・通
信・電話の復旧については︑

電力・電話・運輸関係の機

委員数を１９名以内とした︒

水道係と併用して使用する

回購入した役場隣の建物を

裏の総合倉庫を︑または今

・鵬鐵好れ
関から委員を委嘱し︑防災

など︑２つを備蓄倉庫にし

防災会議委員の増員を図り

会議で連携を計り︑ライフ

たら良いと考える︒

明会を経て︑来年度から事

業執行予定で取り組むとの

回答を得ている︒一石川に

ついては︑あと数箇所えん

堤を設置すれば︑河川の氾

濫を最小限にくい止められ

るのではないかと考え︑９

月中旬に大月林務事務所と

現地調査を実施したところ

１９日

２０日

本会議再開

付託議案総務委員長報

告一議案２６︐２７一

質疑・討論・採決

一全議案可決一

休会議決

連合審査会

本会議散会

一付託議案審議一

総務委員会

一所管事務調査一

全員協議会

＾都留土木事務所︑柿

である︒えん堤設置は大月

林務事務所で治山事業とし

質疑・討論・採決

告＾承認５−９一

付託議案総務委員長報

査報告

会期中の委員会事務調

本会議再開

＾所管事務調査︶

建設文教委員会

木公園構想図提示一

２７日

て取り組む方向で測量に入

るとの回答を得ている︒地

権者のご理解を得て︑来年

度から事業執行ができるよ

う努力したい︒

また柄杓流川の未整備の

護岸改修整備については︑

＾全議案承認︶

付託議案建設文教委員

都留土木事務所の見解では︑

本格的な工事を執行するに

長報告＾承認皿︶

町長提案理由一括説明

一承認一

質疑・討論・採決

は︑武遣館から上河原橋及

び下河原橋までの間を今の

川幅を約２倍にして︑下流

肩意１︐２一

質疑・討論・採決

を整備するとの理由づけが

あれば︑国の事業として取

一全議案同意一

本会議閉会

査議決

委員会閉会中の継続調

牛田議員一

一般質間一梅原議員︑

り組めるとの回答である︒

１０月中には関係地権者への

説明会を開催し︑ｕ月末ま

でに都留土木事務所へ返事

をしたいと考えている︒

一１１一

た︒阪神大震災を教訓とし

避難所体験参加者 、夕食つくり

小沼・下暮地線を現状以外

・服り︑鉢鮎肘

Ｑ
ラインが早期に復旧される
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