新年明けましておめどう

に新年を迎え西桂町の一段

を固めて参りました︒ここ

活西桂の下に︑町政の基盤

ども意思決定機関といたし

くの課題を抱えており︑私

町においても克服すべき多

町民の皆様方のご期待に応

ましては︑より豊かな住み

ご承知のとおり現在の社
えるよう決意を新たにして

の躍進を期して︑議会人と

会情勢は２１世紀を目前に控

おりますので︑どうか本年

良い町づくりを目指して今

え︑地方分権・高齢化・少

も相変わらぬご支援ご協力

して清新の気がみなぎるの

子化が急速に進行しつつあ

を賜りますよう︑心からお

後さらに創意工夫を重ね︑

ります︒住民二ーズの多様
願い申し上げます︒

を覚えます︒

化などにより町村の果たす

終わりに皆様のご多幸と

ございます︒町民の皆様に

頃から町議会に対する暖か
べき役割はますます増えて

ご健勝をお祈り申し上げ︑

賜り︑厚くお礼を申し上げ

げます︒町民の皆様には日

迎えのこととお喜び申し上

しい希望に満ちた新春をお

は︑ご家族おそろいで輝か

いご理解と絶大なご協力を
いくことが予想されます︒

新年のごあいさつといたし
ます︒

重点施策のうち﹁基盤整備﹂

町長が掲げる﹁活活西桂﹂

待している所であります︒

められています︒町民が期

政事務組合において現在進

ｍ年度の内部業務のＯＡ化

庁舎内０Ａ化の事業内

問

を経て︑人材育成をはかり︑

意見

したい︒

１１年からの本格導入を目指

容と総予算は︒

答事業期間は約５年を計

画し︑総事業費概ねユ億２

−３千万円を予定している︒

問 計函では平成ｕ年度に

住民情報システム︑平成１２

入となっているが︑住民に

とは結榛であるが︑住民サ

年度に税業務システムを導

関係が深い業務のＯＡ化を

ービス向上のため本格導入

町長室の２階への移動

って移動するのか︒

いるが︑いかなる理由があ

という計画が持ち上がって

間

対し努力を求める︒

を早めるよう︑役場職員に

準備期聞を設けるこ

先に導入することはできな
いのか︒

答コンピューターを使い

こなせる人材が役場にはほ

とんどいない︒このため平

成８年度の試験的導入︑平

成９年度の全庁への導入︑

蔽鰯榊

町長答 庁舎にＯＡ機器を

設置するためと下水道業務

の拡大に伴い︑１階の事務

所確保のため私が２階の和

室に移動する︒

２−

■

このような時にあたり西桂

ます︒昨年は前田町長の活

新年明け支．し．・て．・一・・
消防救急業務の稼働実現を

下水道事業の完成は平成２２

西桂消防団本部では昨年末

めざして︑富士五湖広域行

年を予定し︑現在工事が進

町民の防災意識の高揚を

に︑最新型消防ポンプ車が

業として３カ年間の建設期

図り︑災害の無い平和な平

められています︒また柿の

間を要し︑平成１０年に町の

成９年であります様︑心か

納車披露されました︒

中央公園として完成の予定

ごあいさつといたします︒

らお祈り申し上げ︑新年の
いては︑平成９年ｕ月より

です︒西桂分遣所建設につ

木公園建設は山梨県所管事

てまいりました︒

お灯でどうぐで・．い一玄す一一．

町民の皆様︑平成９年の

新春を迎え︑お喜び申し上

げます︒昨年５月︑副議長
に就任以来︑石原議長を補

佐し民主的議会運営を推進
し︑さらなる町勢発展のた

め微力ながらお手伝いをし

一）

滋議長
石原
小林隆芳副議長

一般含計第５冒禰正予算ほか全蟹案を可決

運合審査会 ・議案審議

謹賀新年
平成９年
高尾活弍議員

永田富幸議員

渡辺英一郎議貝

前田目智男議員

高尾嘉一議員

今年も町勢発展のため

議員一同がんばります

西憧皿総合行政システム化計画
蝉年度ごとに導入状況を勘案して計画変更を行う）
平成８隼慶（役蜴庁舎内試瞼的ネットワークの整備）
１ 、電子メール ・電子掲示板 ・スケジュール管理の試験的運用
２ 、幹部職員ヘコンピューター 導入 、操作徹底 ・課内指導者の養成

平成９年直（全役蜴施没内ネットワークの醐〕
１ 、電謡回線使用による外部施設との情報網の確立
２ 、職員への電子メール等の完全導入 、操作徹底
３ 、必要とされる職員ヘコンピューター 導入
〔保育所 、ＹＬＯ 、いきいきセンター グリーンセンターを含む）
平成１０年度（内部，鶉システムのむ入）
工 、総務課 、企画課関係 、上下水道係等の業務システムの導入
２ 、直接住民に関係しない係のシステムを導入

平威１１年度

住民窓口業務のシステム化（住民票 、印鑑証明等）
２ 、住民情報管理（保健衛生 ・住民福祉業務等）のシステム化

１、

を 務の明るが所今
を年． な
設こを課性係
けの取とをで工設度お
たら同確あ事置購当
町めせ一保る関す入初
民別たのすの係るし
に館いフるで者予た下
利に 。口た
が定別水
用は アめ業出で館道
し会 ｉに務入あに業
のりつ 事務
て議 で
い室 事他透すた務は
慮わの大お・
閥意９るた
会 わ．
。だ
しし代切・

見年

てい表ないず
度一け
い部者 執寺住町に連る
た．
屋が務る民長事のよ

平成１２年度

戸籍事務 、町内土地の地図楕報のシステム化
２ 、役場独自の課税業務のシステム化

１、

配さ
一３一

ｒ民

にを

成い

町内の粉によるそば会（みつとうげそばの会〕

て︑平成８年！２月末納車予

園造りのため気がついた点

付けの視点からより良い公

なお︑柿の木公園への上

の３ヶ年間の事業予定です

ていく考えであります︒
定です︒︵納車された︶

町地区からの進入路の確保

富士五湖広域行政事務組
本計画案は︑都市住民と

は︑どんどん県に申し入れ

偉﹈；■ズ︑ほ８５しｕロレ■行う

国においては国民の不信
をかう事件が発生し︑公務
員に対する綱紀粛正を求め

私も他山の石として︑役場

合において平成８年ｕ月に

西桂町消防団本部に配備

が︑今年度事業として公園

一４一

る対応がなされています︒

職貝には綱紀粛正を促した

地域住民との交流の場とし

充実を図る一方︑観光資源

造成工事の発注を行ったと

中旬までに造成工事を終了

の開発という二面性の目的

ところであります︒

する予定です︒その後︑施

を持たせ︑その整備を図っ

てレクリェーシ目ン施設の

設の建設に入り︑西桂分遣

ていくものとします︒

また︑防犯灯の町内全体

する消防ポンプ自動車につ

内の荒造成等の工事を発注

の予︷疋です︒

山梨県の所管事業として

所の稼働は︑平成９隼ｕ月

ころであり︑平成９年２月

桂コミュニティー周辺及
び駅前周辺から郵便局付近
までの間に６５機の防犯灯と

取り替え設置するもので︑

平成９年２月中旬までには

へ設置についても︑関係機

いては︑消防委員をはじめ

したとのことであります︒

平成８年度から平成１０年度

関のご理解のもと早めの対

とする関係者の意見をお聞

町の中央公園としての位置

設置できる予定です︒

応を考えております︒

きする中で︑中間検査を経

消防ポンプ自動車かぎ渡し式（左１新型車 、右１廃車された２号車

９蟹婁・
１２月定例会

∴６

二！．．８・．

．平．

．と

．．

︸

．使．．
．

．．．６．４多

荊

．．．２．．．

．．７．．．

．．・８

．め∴

として︑桂川左岸の河川管

理道に環境を考慮した防護

柵を設置し︑安全対策を施

してまいります︒

してまいります︒

将来に向けての上水道経

営認可のため︑新水源を求

めて三ツ峠山麓に井戸を掘

り振興を図ってまいります︒

今後も各種団体と連携を取

ちで支援を行っています︒

ります飲料水の安定供給に

していくうえでの基盤であ

てまいります︒今後も生活

確保を目指して事業を進め

って良質で十分な供給量の

また付加価値商晶の開発と

努めてまいる所存です︒

町では補助金というかた

して︑草木染め︑地味噌作

り︑そば作りなどといった

ことに挑戦している団体な

どもあり︑今後の成果を更

の維持や加入者の負担金の

開始においては︑町の会計

しました︒下水道事業供用

都について工事に着工いた

の第４処理分区のうちの一

平成８年１１月に柿園地区

応してまいりたいと考えて

で︑具体的事項を検討し対

あると認識しておりますの

の施策がまだまだ不十分で

だ人づくりに関しては︑そ

施策に掲げた人聞性に富ん

しました︒活・活西桂重点

に期待しております︒

いきいき健康福祉センタ

ー内にボランティアコーデ

あり方などいくつかの検討

おります︒

イネーターの事務所を設置

課題がありますので︑審議

会等を設置し︑ご意見を拝

聴する中で運営方法を検討

５■

−

１千８００万円 を計上
役場システム化５カ年計画初年度

○園鷹支…

− −

● ■

．１■

１・︒

・．．＾

．・砧

一

関係吝のこ理解が

年次計画で取り組みたい
ある昔ながらの遣らしい道
だなと感じた︒私はこの道
については西桂のふるさと
の道として︑できることな

ング等生潜道とし・て農道の．

昌ギ■ング一■サイグリ ・ ■

がある所は手当をしていか

が強ければ︑また危険個所

しかしながら地域の要望

今ま続■い．■てざた．１．蓄サ■いヶ・

この道は︑散歩・ジョギ

周辺の人達の強い要望があ

いきたい︒地権者また川の

Ｑ．・

■何地・蚊■の穴口取水一ｕ波■び■．

溝下農道（倉見区内桂』■１右岸管理道）の現状

ら残しておいた方がいいの

共用の実態から︑■地敏要塾■

なければならない︒関係者

ではないかと実感した︒

である倉見区内棲川右岸■︑■

の協力が得られると言うの

地域社会におけるジ

富士見公園を経由平成橋上

であれば︑年次計画を立て

慶業振■興■のために慶

してまいりたい︒

ながらできうる限り努力を

までの遺踏整備のお考えは邊

示をしているところであ

サイクリングロードや各町

時代でないと感尤届が■血＝■

り︑振興課には夏場の前に

道の草刈りを実施して︑少

しでも歩きやすいように気

島鐵鐵バ
ングをする道として︑自然

れば︑整備を考えてきたい︒

を配っているところである︒

が残っていている土も草も

．一■同取水口については

■■■■・■昭和４７年に防衛庁所

管の障害防止工事として整

備されたものと聞いている︒

過去確かに２年に一度くら

いの割合で異常水位による

土砂が堆積するとのことで

ある︒町では平成６年度に

堆積した土砂を早急に取り

除くために︑重機が桂川に

入れるよう進入路を設置し

た︒水門自体は耐用年数３０

年が過ぎていないので︑事

業化は困難であると県に確

認しており︑今後も土砂の

取り除きにより水量の確保

に努め︑農業・生活に支障

がないようにしていきたい︒

６■

−

Ｑ

焦篶顯鐵

１１１１

Ｑ

一一

■

一一
一一

一一

ａ
一一

つぱ
い．．

竈Ｕ川聰水回．ニニＩ＝ゆが心■

用水●倶ｏ庭０８口がぶ，
耐用年撒が週きていない

皿で土砲の撤去に努める

▲１

確立するこ
．一

■■

◇地方公務員
任命権者
■

■伺地については取得

後徽隼が穣過ｔ て 省

佃カ所か考つ︑つ概宥姐ガ一

の勤務評定は︑∴蛾務雇遇じ

て貢献度を判房々マ

ある︒．仮に町長の主襯鷹︒一

めて取得しなければならな

で法４０条−項の職員の勤務

に反することになる︒そこ

公務員惨．へ臥下法︶第１５条

され︑運用・管理をしてい

導を受け条例︑規則も整備

記されており︑町は県の指

・咽絨顯請

支障が出るので︑都留土木

い︒今後の町有地取得には一

るところである︒人事記録

功序列劉で袋︒施され︑地方

事務所に災害防止を要望し

の評定を具体坤木准鷹寸冶

朝礼を実施︑窓口・電話対

３分聞スピーチを行って︑

職員全員一人一人が当番で

ろでありその実践として︑

資質向上を図っているとこ

職員には意識改革を促し︑

載していく考えである︒

整備し︑勤務評定状況も記

台帳をより効率的な台帳に

利用目的をはっきりしたも一

所屑で述ぺた綱紀廓正の腐

ていた︒平成９年度に調査

を行うことになっており︑

り︑・一．．．

虎城工て省る現状ス．卑省．

事業名称については︑荒廃

のに︑私はしていきたい︒

１

委託費を計上し︑地形測量

に粗造成をされ駐卓場とし．

砂防山腹工事として行う予
定と聞いている︒完成後の

てゆ箏源ぷ一↓寸肩噸斜塊．

崩壊噂喋がなざ牝衣鋒に∴

状況を見て︑駐車場等の利
用も配慮していきたい︒

別か計圃があるのか﹄．

■るために買ったとい

う報告を受けている︒しか

応・サｉビスの改善︑また

町民への接遇態度の改善を

行った︒また職員の適材適

所の方向性を見いだすため

に︑私と職員一人一人との

対話を行った︒その中で服

務規律厳正についても話を

判断力．渉外力．協欄唯∴

事管理面に生かし︑企業感

３︑課長徽は川．一鮒．甘．

してきたところである︒

理は︑能力主義・実

責任感とされている︒一■■∴∴

覚の中で対応していきたい︒

職員の努力・勤勉さを人

績主義により葵施し︑信賞

以上町長は勤務評定の潜一

７−

■

Ｑ
し今すぐ土地を造成すると

劃藏岬定を配饒した人事台帳を蟹偏
自治体職員の人事管

私が直接臼目に規偉厳正を指示した

必罰の姿勢が基本で︑職員

Ｑ

・

譲鰹詞鴻饒絆岬 成絹の評定を行い
その評定の苛

、鋤舳の
｛１るこど

職員の任」
能カの実証１

・

岬平

民主的かつ
一一一

鐘誰？１評
も って地方Ｅ
＝＝

郷幣
◇地方公務員

略 …勤務条件…略…
運営を保障し
Ｄ人羨＝ 機禺典びに地方公務員の

この法律１
」１

◇地方公務目

﹂・．

＾古
一

品

二︑

．．．

設置予定である︒

２︐２階にもう一つ和室が

管してある大量の法律関

あるので︑役場地下に保

室が無くなるため︑２階

係の書籍をならべ︑役場

︑ユ階に町長室・応接

和室を改修し︑総務課の

関係者の閲覧場所にと考

上下水道関係の器具等を

る状況が外からも分かるよ

不都合がある場合はブライ

うにする︒見られることに
４︐１階に小さな倉庫もあ

ンドで仕切る計画である︒
庫として利用する︒

駐車

東

箇桂町職員給与条

平成８隼度西桂町

◎一嚢弱辛減舟年慶酉控箪︒

国民健康俣険椿別会酎補正

◎嚢菰∴麗俗鷹噛桂仰

辰桧婁蓮予導︑号識定

◎譲案３０

．．
初の
定筥⁝
．制字
４件

◎該案２９西渥町行攻手続条︒

例の一部改正

◎議案２８

Ｈ条例﹈．．２件．

告＾平成８．年度酉棲町一般．
．∴会計補正予筑４号議定︶．■・

◎承認ｕ専決拠分事項の報一

Ｈ承認﹈ユ件一．

に．審劃案件・１

るので︑非常災害用の倉

保管する予定である︒

し︑農業関係の機械器具︑

３︑ユ階は倉庫として利用

えている︒

一部と一緒に移る予定︒

︑ＯＡ化機械が設置され
るので２階の展示室に︑
担当の企画課が移る︒

別震嚢書
呵民の利用も司能
また役場庁舎東側別館に

残った１階の応接室は︑

部屡を仕切る壁を取か払い

間

１︑現状２階の和室・洋間

なる■ぺ■く個室にならないよ■

っいては︑

の壁を取り除き︑小会議

う配慮が必要である︒．

役場改修につ

室を設置し︑現状の役場

総務課説明
いては︑平成９年度の予算

総務課答

く︒案としては

ー︑ＯＡ化機械︵プリンタ

ｉ︑印刷機︑コピー機︑
シユレッター︺の部屋は︑

現在の印刷機部屋と町長
室を併せて広さを確保︒

２︑来客者の相談室は現在
の応接室を改修する︒

３︑上下水道係に対する事

壁はガラス張り
庁舎２階和室の機能を引

。

化に向けて計画を立ててい

庁する住民代表者と靱長が接するのにふさわしい部
屋となるよう配慮する必要があることを指摘する

として︑通常は利用してい

ないよう配慮するとともに 、移転する呵長嚢は 、来

き継ぐものとする︒

屋は 、プライパシーが守られるとともに密室になら

務所確保は︑利害関係が

業特別会計補覆予算工号譲一
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考える 。ただし相談に訪れる住民と職員が接する部

発生しやすい係というこ

．定

告

本件に関しては 、委員会として楓ね適正な計画と
とで︑庁舎ユ階事務所に

前田町長が執務する現状の町長室

役場東側別館２嗜は小会言姜室に
（結呆）町長室を２陪に

皿 岨 叶＃
岳

二
＝１
苗．
由

＾ヰ

＝

（調査）役場庁舎改修計画は
、

町属の砂易ぽ

﹁さ

教育委員会

み﹂のご神木を立てたり︑

◆︐どんどん帰き﹄とは

﹁さいのかみ﹂のご神木

各家庭で正月に使った松や
飾り物を集めて燃やす﹁ど

のかたわらで︑子供が集ま

る日だともいう︒小正月を

に飾るために各家庭で﹁ひ

﹁さいのかみ﹂のご神木

で︑本来は厄年の人が﹁さ

は﹁道橿神﹂ともよばれ︑

町内では﹁さいのかみ﹂

下暮地では今でも︑写真の

てられなくなったが︑上町︑

郡内では３０年ほど前から立

き祭りを盛り上げる︒

のかたわらでは太鼓をたた

う︒また﹁どんどん焼き﹂

と虫歯にならないともい

う︒団子をあぶって食べる

ると風邪をひかないとい

という︒またこの火にあた

燃やすと︑字が上手になる

書き初めの紙をこの火で

り︑これを燃やすのである︒

より正月の飾りを受け取

る︒子供と世話人は各家庭

んどん焼き﹂だけは別であ

と大人に怒られるが︑﹁ど

火をたく︒日ごろは火遊び

んどん焼き﹂は︑正月最後

前後して町内で行われる行

いちん﹂を作るが︑その後
ことにより ︑厄がおちると

てられる︒﹁さいのかみ﹂

る場所の路上に︑Ｈ日に立

かみ﹂の石碑が置かれてい

って１３日から１６日にかけて

ご神木の多くは﹁さいの

どんどん焼き（上町都町）

の行事として︑特に上町・
下暮地で盛大に行われる︒

これら小正月の行事には
子供が多く参加する︒子供
の多くは行事のいわれもあ

ると思う︒今回はこの行事

まり知らないで参加してい
１月１５日︑小正月を 過 ぎ

た小正月は﹁女の正月﹂と

も呼ばれ︑正月中に忙しか

事がその節目となる︒﹁ひい

−年間玄関□に飾っておく

った女性たちがゆっくりす

ちん﹂を飾った﹁さいのか

いう︒

この﹁ひいちん﹂は︑四
角の布を三角の袋に縫い︑

いのかみ﹂に奉納する︒ご

道教えの神として旅人を災

ように盛大に﹁ひいちん﹂

をまつるために行われる︒

神木を片付ける時に世話人

難から守り︑道路での事故

をつるしている︒１６日には

中にモミガラを入れたもの

より各家庭に配られ飾られ

から人々を守ってくれる︒

ご神木を﹁おっころばす﹂

ど︷そ﹇ん

る︒贋よけになるという︒

またお産の神・農業の神と

と言い︑片付けられる︒

◆︐さいのかみ﹂とは

のはなぜであろうか︒

◆﹃ひいちん﹂とは

の不思議を調べてみたい︒

さいのかみの神事（上町横道ご神木〕

ると正月気分が抜ける︒ま

資料提供

のかみ﹂とは

ヰデ

また奉納した厄年の人も

もいわれている︒

﹁ひいちん﹂がもらわれる

ｇ■

■

、、

