献厩

平成９年５月８日臨時会

新体制のもとで
開かれた議会をめざサ
由
；

あいさつ

一議会広報編集委員会 、議長に聞く一

会において︑小林隆芳副議
長の辞職に伴う選挙にあた

審議に努めていきたいと思
います︒

議長

住民の広報として︑

住民に理解される紙面作り

委員会に任された案件の審

任委員会で行われています︒

ていますが︑実質審議は常

思決定の場は本会議となっ

議長

議会議長会副会長に就任さ

会々長︑５月に山梨県町村

月に南都留郡町村議会議長

広報委員会

会の第一歩だと思います︒

ことが︑住民に開かれた議

を目指していただきたい︒

常任委員会及

広報委員会

議にあたっては︑住民の意

れました︒抱負を；目︒

広報委員会

どのような議会運営をなさ

向を十分調査の上で行うこ

議長

町の事が広く町民に伝わる

れるつもりですか︒

とを︑また議会運営委員会

の振興と議会の活性化に役

び議会運営委員会に二一一冒︒

活活西桂建設を提唱されて

には︑適切な運営方法の提

立てるよう︑積極的に会を

せていきたいと思います︒

広報に住民の意見を反映さ

民と議会の架け橋となり︑

ときに際してその職責の大

佐したいと思います︒

町長におかれては︑

南都留郡２町７カ村

するところであります︒今

きさを痛感いたす次第であ

議長

議会運営上︑町の意

３年目となり︑現在︑三ツ

案を希望いたします︒

運営していきたいと考えま

議長は今年４

峠周辺整備事業などの具体

広報委員会

す︒県町村議長会では︑研

平成９年度は︑

的な事業展開が図られてい

条例設置となり︑今後︑町

後誠心誠意かつ公正に西桂

ります︒豊かな住みよい︑

広報委員会は

ます︒議会としては︑これ
らの事業が住民の福祉と生

町議会のために潭身の努力

いきいき西桂町の進展を推

修を通じ議員の資質向上の

活環境の向上に寄与するよ

をいたす所存であります︒

進し︑町民各位のご健勝を

要職に推薦を受け就任いた

り︑計らずも不肖私がその

ております︒かかる重大な

経験のない難問題が山積し

社会等各般にわたって未だ

累積赤字等︑政治︑経済︑

崩壊︑高齢化社会への対応︑

あいさつといたします︒

い申し上げまして︑就任の

り町民各位のご鞭捷をお願

もに同僚議員各位はもとよ

心より祈念申し上げるとと

↑

専決処分事項の報告

專決処分事項の報告

土地の取得

平成９年度西桂町一般

議会運営委員会

↑

本会議休憩
連合審査会
◇付託議案審査
本会議再開
◇付託議案総務委員長報

総務委員会付託

一括説明−一括質疑

一承認１−４︑議案２９︐３０一

◇町長議案一括上程

◇会議録署名議員指名
◇会期の決定

◇運営方法決定
８日本会議開会

４月２８日

会計補正予算−号議定
○土地取得費の遁加

護案３０

﹇予算﹈１件

議案２９

﹇説決案件﹈１件

約の一部改正一
〇字句訂正

︵山梨県町村総合事務組合規

上げ
丞認４

〇課税限度額５３万円への引き

の一都改正一

承認３ 專決処分事項の報告
＾西桂町国民健康保険税条例

に関する条例の一部改正︶
○県補助金要綱改正に伴う改正

その他字句改正
承認２ 尊決処分事項の報告
＾西桂町母子家庭医療費助成

○所得割・たぱこ税の税率改正︑

＾西桂町税条例の一部改正︺

承認−

﹇報告﹈４件

＝審訟案件：

一助となるよう︑会長を補

う︑住民の意向をふまえた

我が国においてもバブルの

しましたことは私の光栄と

前田巳智男

２

議長
石原
副議長

−

・
・

．
■盲；；＝１

去る５月８日の臨時町議

■

ミ︑

サ ツ カー場 隣接地を
追加取得 し ま

５月臨時会運合審査会 、議案審査

技術習得のための道場︑資
料館等を作るのに必要な土
地であるので買わなくては
ならないと思っている︒

通して利用者があると見込

ミニサッカー場はー年中

用価値が出てくると思う︒

と考え︑指示を出した︒

環としてミニサッカー場建

まれ︑その中には合宿をす
町長答

概要説明 町重点施策の一

設用地について地権者に協

る団体もあるので︑冬場の

ほうがいいとは思うが︑用

正規な競技が出来るサ

力をお願いしているところ

グリーンセンター活性化が

地確保等予算がかかるので︑

可能であればした

↑

高尾嘉一

↑

一承認１︷４︑議案２９︐３０一

止□

一括質疑・討論・採決
◇副議長選挙
◇常任委員選任
◇議会運営委貝選任
◇議会広報編集委員選任

本ム酉議休憩

◇各委員会正副委員長互

選︺

互選の報皆

本会議再開
◇各委員会の正副委員長

◇閉会中の委員会継続調

査議決

＾議会広報編集委員会一

本△五議閉△西

永田富幸

問

であるが︑﹁建設用地の隣

図られると考える︒

当面ミニサッカー場をメイ
ンとしてやっていきたい︒

西桂町議会構成一覧表

ッカー場を用意すれば︑利

接分を買って欲しい﹂と要

峠の活性化が図られれば︑

大ぎなほうの土地は一ニツ

望があり︑２筆５６５︐ｍ増
の用地変更となった︒

このため取得総面積が５
千３９６空ｍとなり︑取得面

茂

牛田

積が５千里ｍをこえるので︑

３−

■

法令により議会の議決を求

２つの土地のうち大き

めるものである︒

問

な土地の利用目的はわかる
が︑小さな土地は利用度が

将来的な構想の中

低いと恩うが︒

町長答

では小さいほうの土地は︑
バス道路一一一一ツ峠へのアク

セス道路一にあたるのでは

前田巳智男

副委員長

高尾嘉一

議会広報編集委員会

議会運営委員会

。

請願陳情審査をする

。

委員小山忠男

永田富幸

委員長高尾活弍

委員長小山忠男

副委員長

牛田

員梅原啓一

委

梅原啓一

建設 、水道 、教育関係の調査 ・議案審査

総務 、企画振興 、住民福祉関係の調査
議案審査 ・請願陳情審査をする

滋

石原

前田巳智男

渡辺英一郎

員

委

小山忠男

員高尾活弍

委員長永田富幸

滝口憲一

副委員長

．茂

委員長牛田

建設文教常任委員会

総務常任委員会

巳智男

副言義長前田

滋

原

石

言婁長

副委員長小林隆芳

委

ないかと︑それで買えると

きに買うほうが良いのでは

ミニサッカー場計画平面図

患いの森公園内設置

公衆トイレ５月より倶固苗

一般会計補正予算第２号ほか
全議案を可決
平成９年度

．
▲
左

６月定例会連合審査会 、議案審査

蝸

入の仮契約を締結したので︑

条例に基づき議会の議決を

求めるものである︒

現状の福祉バスは︑８年

が経過︑走行距離約７万ｈ

であり︑また住民の﹁ゆっ

たりとした居住性﹂等の声

に配慮し︑更新する︒

問 現状の福祉バスを︑グ

リーンセンターの送迎用も

と合意ができたので︑土地

地の進入路予定地の地権者

答柿園・長塚地区の町有

地の買い戻し費の内容は︒

問

問

上した︒

答

でいるのか︒

代は︑どの時期まで見込ん

電機のリース代とその燃料

とは困難である︒グリーン

ると︑町で２台保有するこ

配・バスの維持管理を考え

技能を持った運転手の手

答

用したらどうか竈

ための移動用として︑再利

しくは子供のクラブ活．動の・

開発基金により先行取得し

め︑どのような方策を検討

センターの送迎は︑今後の

農地費に計上の公共用

た︒今度の補正により整備

しているのか︒

トイレの電力確保のた

近くに流れている

小川を利用した水力も検討

課題とさせていただく︒

乗客の安全確保のため︑

用地を基金から買い戻し︑

町長答

平成１０年３月分まで計

農道整備を行う︒

問

したい︒また電線の地中化

この農道の整備内容は︒

答道路幅５メートル︑延

問

も検討に入れたい︒

意見

バスとなるよう︑バスの外

を血えたらどうか︒

町民に親しまれる福祉

らゆる方策を検討して︑電

観のデザイン・名称に工夫

来年の３月までにあ

力確保に努めてもらいたい︒

長７０メートルである︒

．患いの欄のトイレ

薔のための冒カは

町長答 職員にアイデアを

三ツ峠周辺整備事業費

討したい︒

問

マイクロバス購

求めて︑より良いものを検
概要説明

に計上された憩いの森のト

イレ浄化槽運転のための発

４−

ただし．当団は婁で︑ｏカ倶亀

発電機（左側）により稼動する憩いの森の公衆トイレ（右側〕

企画振輿課概要説明

ミニ

サッカー場建設については︑

用地確保が完了予定で︑９
月には造成工事を発注する︒

オートキャンプ場について
は地権者と交渉中である︒

桜植樹については︑歩け歩
け運動の際２７０本植樹︑

しかし電力供給のための用地確保に
、

解決のめどがつ＜とは考え難いといえ
る。 町長以下全職員をあげて 、県 、電
力会社を含むあらゆる方面への働きか
けを強め 、また方策についても幅広い
検討を加え 、一刻も早い解決をはから

うが︑比較検討ばされたか︒

レ設置の方が安くすむと思

問

企画振輿課答

全体に影響する︒

はいつの事業か︒

関しては︑県に確約書を提

がされなければ困難である︒

計上し︑発電機によるトイ

企画振輿課答

出した︒確約書には︑発電

憩いの森のトイレ設置

レ供用開始をはかりたい︒

事業で県の補助を受け着手

機による供用開始をすると

６月定例会に補正予算を

間

した︒

記載されており︑補助がか

発電機による公衆トイ

この問題に

たは借り受け等金額によ各

間

らんでいるので︑発電機を

平成８年度

交渉によって︑解決できる

ル使用欄始ば長期化する七

確保する必要がある︒

有償であれ

土地の確保は︑買収ま

か︒

思われ︑それなら仮設ト木

企画振輿課答

ば交渉の余地はある︒ただ
し当町では一一一ツ峠の町道に

ついて無償で用地を確保し

てきた経緯があり︑他の地

権者とのバランス上︑有償
はしない︒

くつか民有地があふと恩う

三ツ峠線の適路敷にい

るが︑山林は環境庁の基準

が実態はどうか︒

問

の電柱によって電線を確保

企画振輿課答

つかある︒有償にすると︑

確かにいく

したいとのことである︒ま

地下埋設は町内は可能であ

電力と交渉を重ねた結果︑

出された︒５月に入り東京

でお願いしたいとの条件が

向けて 、地権者との交渉は困難をきわ
め、一課事務吏員による努カのみでは

た別ルートは管理道の確保

５−

１

。

れるよう強く要望する

ｏ

を得ない措竈と言える

ｕ月３０日開催予定の植樹祭

に再度︑桜の植樹を行う︒

桜並木についてはいくつか

地権者の同意が取れていな
い︒

憩いの森に設置した公衆

。

、

トイレは︑電力の確保のた

茂

、

めの３月の交渉では︑同意

総務委員長

、

をもらえない地権者より電

憩いの森植樹際

憩いの森トイレ完成後速やかに使用
開始がはかられなかったことは 、優先
されるべき電力の確保を後回しにし
本体工事に入 ってしまったことなど
執行部の事業計画の甘さを指摘せざる
を得ない 。本件は県補助事業であり
発電機によるトイレの供用開始はやむ
線の地下埋設もしくは鉄塔

委員長就任あいさつ

去る５月の臨時会により 、総務常任
委員各位のご好意によりまして 、はか
らずも委員長の重責を仰せつかりまし
た口 本委員会は申すまでもなく 、町新組織に
よる総務 、企画振興 、住民福祉の各課 、及び
出納室これらをまとめて審査を進め 、町の事
業推進に参画するものでございます 。近年の
住民の意識も社会の高度化にともなって一層
複雑多様化し 、なかなか世論の一致を見るこ
とは容易でない世相となっております 。これ
らの世論を背景にして 、町の意思決定するに
あたって 、十分な調査検討し 、その機能を十
分に果たすべく 、その責任は誠に重大である
と存じます 。幸いにして先輩同僚議員のご協
力ご支援のもと 、一層の努力をいたしたいと
存じます

牛田

三ツ峠周辺整備事業の進捗状況は
（調査）

（結果）サッカー場用地は確保 、憩いの森への電力供給は困難か

ミニサッカー 場予定地

的な意思によるべきもの﹂

ビスの低下の恵れ

ります︒

ならないものと認識してお

をいたしました︒憩いの森

等の一部を除いて事業発注

また桜並木の植栽も区有林

の地権者のご理解が得られ

は︑その送電について一部

に設置したトイレについて

情鶉化時代に弓．嚢さるのでは
たり︑私の所信の一端を申
とか﹁吸収された地域が衰

﹁市町村合併は住民の自発

し述べ︑活活西桂の建設の

退し︑身近な行政サービス

６月定例議会の開会にあ

ため︑議員並びに町民各位

が低下する﹂などの意見も

憂欝ついて一

にご理解とご協力を賜りた
ございます︒

みならず地方においても

います︒しかし近年は国の

業への取り組みがなされて

を迎え︑県を中心に記念事

地方自治法も制定５０周年

分かは回避できるものでは

情報化の時代にあっては幾

ればならない事由は︑高度

ります︒また︑合併しなけ

いかと危瞑するところであ

ービスが低下するのではな

合併によって身近な行政サ

といった感が否めませんし︑

したいと思います︒

庭並びに地域ぐるみで推進

ある青少年の健全育成を家

を実施して︑多感な年代で

議の会員が合同で巡回指導

ＴＡ及び青少年育成町民会

より毎月︑中学校教諭︑Ｐ

した︒当町においては５月

６■

■

いと存じます︒

様々な課題を抱え︑地方行

ないでしょうか︒今後は︑

神戸の小学生殺害事件は︑

革にみられるように効率的

市町村合併特例法の改正な

現状の西桂町における合

行政を求める動きが加遼さ

どが見込まれ︑変化してい

この事業の一つであるミ

社会に多大な衝撃を与えま

れました︒地方分権もその

く合併の諸条件︑行政環境

ニサッカー場の設計委託を

併については︑吸収される

ひとつであり︑市町村合併

などを見極めながら高所に

先般入札発注いたしました︒

一磯縫に一一て一

に絡めて論議されていると

立って考えていかなければ

＾一一一ツ峠周辺整備箏業︾

ころであります︒地方では

上空から見た西桂町

酉桂一雰市呵村合併ば行政ザ

６月定例会

建設中の上町公民館

建設中の西桂分遣所

おもな

級荊

長命橋１号線（柿園長塚地区）整備１千４６７万円 を計上

会 計
名
一般会計第２号補正

補

正

予算総額

額

２千０９１万９千円

１９億Ｏ千２８１万９千円

○長命橋１号線整備
１千４６７万１『 ＝円
柿園長塚地区公共用地進入路の整備のため 、用地取得費 、測量委託 、拡幅工事費を計上

○新福祉バス購入費追加

１５０万Ｏ千円

「ゆったりとした屠住性」との要望をふまえ 、町民が利用しやすいバスを選定 、購入するため

○三ツ峠周辺整備事業費追加
２１０万８千円
憩いの森公衆トイレ稼動経費として 、来年３月までの発電機リース 代、 燃料代を計上

老人保健法会計第１号補正

４０１万２子円

○過年度負担金償還金

２億６千７５７万３千円

４０１万２千円

平成８隼度医療費支払い実績に基づき 、杜会保険診療報酬支払基金より超過交付された支払基

金交付金の返還
６千４４５万９千円

○測量設計登記委託

３０万Ｏ千円

公共用地の未登記解消に伴う 、測量 、分筆 、登記委託料を計上

下水遣会計第１号補正

２６万１千円

２億４千０３１万５千円

○下水道運営審議会関係経費
２６万１千円
条例制定により設置される下水道運営審議会関係予算を計上

皆長町建負
発設業

様

５

《

と上注に者月上

施町の着の３０町
工公事手決日 公
細民業し定に民
部館とてを入
廣護讐盲早聖塞

し委ぺます行設
霜易区

一纂》

活嘱は開会
動さ区設福去
結
をせ長い祉る
期てをた協５ 設婚
待い通し議月 置相
したじま会２６ に談
てだてし内日 つ所
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る
お検利つ極
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線士
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め心木の係る事関て

箏１１１萎
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目
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伴》
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一７一
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るどカトのり機
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の別よレ渉す利
となるの状 。用
考方発稼況今し
え法電動を後て

．

、務
まてに事ち図と務係》
、書こ所図

い選美「会買
ま定過質かい福《

つ者で発

に平中

事成で現

《

奪晃重驚塞妻
さ月す設分湖
。建 遣消
寿貢筆肇塞寒
れで

青甥養豆讐

い談
と し
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えが
て ら
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り

た

一ぺ月
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〇一
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．．ぴ四〇

Ｌ・．

Ｏ．

．語

．．血龍．・．

岨

ＯＯ・Ｑ．

０

下流部分の護岸改修及び造

施設を有効利用する山−で︑

、

成工事の経費について県に

山祇神社から上方に７

お願いした︒

問
メートル幅の道ができれば

オートキャンプ場

企画振興課概要説明

集客をはかっていきたい︒

岳︑

．宇

＃

︸

・

︐．・︒．

寵．

．

． 彗

店

．咄■

鋼

良いが︒

町長答
の土地を購人した時点で広
げていきたい︒

問 よく調査して︑お客の

視察して︑

入るキャンプ場にしていた
だきたい︒

企画振輿課答

９・１０年度の２ヵ年に渡る

問冬場の需要を増やすこ

︑■

胴

憤事
総務藷任委＝ 民会

冴

翻

．｝

よりよいものにしていきた

県事業︑仮称柄杓流川公園

とも考えなくてはいけない︒

＆

■．７

■■一

８１

■

い︒三ツ峠と一ニツ峠周辺の

については︑初年度５千万

町長答

そのためミニサッ

川で早ければ平成９年８月

カー場で冬場の人集めに利
用したいと思っている︒ミ

場も使えるようにする︒

ニサッカー場は人丁芝で冬

遊歩道などの施設も整傭す

施設のアクセス道路の

問

早期着工をお願いする︒
予定では１３メート

ルのバス道路を入れる計画

町長答

オートキャンプ場建設につ

である︒町に金がないので︑

また一一一ツ峠周辺整備事 業

円を越える見込み︒

る︒箏業全体でー億５千万

場︑東屋︑水洗トイレー基︑

改修工事︑遊具施設︑駐車

過ぎに事業執行する︒護岸

。

いては︑平成ｕ年度県事業

＃
止・

。

補助により実施したい︒

ｋ
｛

冬場の利用客を増やし三ツ峠グリーンセンターの
活性化を念頭に入れ 、特色を持 った公園づくりとし
て、 魚のつかみどり 、オートキャンプ場等いろいろ
研究して 、人の集まるよい公園を作るよう要望する
また良い施設を作 っても進入路がなかっ たら 、施
設の良さが半減してしまうので 、アクセス道路は施
設と関連して考え 、早期に着工するように要望する
として︑仮称柄杓流川公園

柄杓流川公園計画平面図

載

咀一

１０年度の事業化決定 、下流のオートキャンプ場は１１年度を予定
９・

（結果）

８

多

鰭晶

品．

県事業柄杓流川公園整備計画とは
（調査）

早．

■

に上程したい︒

られるならば︑６月定例会

事務調査で議会の同意が得

るものである︒このため今

によって議会の議決を求め

自治法第２条第５項の規定

事項を定めるもので︑地方

利用を図るため︑基本的な

き︑西桂町の安定した土地

計画法第８条の規定に基づ

企画振輿課説明

企画振輿課答

もらうほうが良いと思う︒

く︑作成途中でかかわって

民にお知らせするのではな

このような計画は決定後住

て住民にお知らせするのか︒

調査の結果はどのようにし

問

帳の整備が十分でない︒

また昭和６０年当時は道路台

面積も変更になっている︒

である︒調査の際西桂の総
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甲

茱

一調

問 昭和６０年で道路面積３６肋

ンケート結果を載せる︒

道路問題は企画振興

三ツ峠オートキャンプ場計画平面図

−■

締昌
．・一・

．・・

桂条は志企ト説意アも映隣︑性映画よ
西８て意︒一と民のる反近く然反計る
第つのるケるるこがの な必を用取

が平成７年では１７脆と減っ

意見

ついては企画振興課に窓口

一．■

埋．

く

＼

一． ．＃■

９−

−

国土利用

ているが︑道路は年々整備

課と建設課で所管がまちま

まちづくりアンケート

されており︑数字がおかし

ちである︒道路整備計画に

平成７年度

ミ

。

；

。

う要望する

いのではないか︒

企画振輿課答

ケー 」一レセレター

〃行

罰・・

董

Ｈ

。

を一本化する必要がある︒

三ツ峠

町計画については 、国土利用法
の４に市町村計画の策定にあた
、公聴会を開催するなど 、住民
を尊璽することか要求されてい
画振輿課では 、まちづくりアン
調査で十分民意が反映されてい
明された 。たしかに行政側によ
の把握は図られたが 、住民には
ンケートが土地利用計画につな
のかは知らされておらず 、民意
カ昔
十分であるとは言えない
でも議決されている市町村は少
６月議会に上程して結論を出す
は乏しいと考える 。十分に民意
させるため 、条例による国土利
審議会を設置するなどの処置を

の数値は地籍調査後のもの

至る

＝・

易

西桂町計画の進捗状況は
●

国土利用計画
（調査）

務
常優委魔
総務＝

（結果）民意の反映のため 、条例による審議会の設置を

請願・陳情は

採択となりました

▼学校事務職員及ぴ学校栄養職

員等︑現 行 の 義 務 教 育 費 国庫負

担対象職 員 の 範 囲 を 堅 持 し︑教

めの請願

育の機会 均 等 水 準 維 持 向 上のた

▼郵政事業分割・民営化に反対

する意見書の提出のお願い

委員長就任にあたって

。

一虚擁鐵川詳

一置﹂に関する意見書採択

一補償制度を検討する審議会の設

▼永住韓国人の地方参政権確立

一のための立法化を求める陳情

一 ▼﹁国有林の民営化に反対し︑

国有林の再生を求める意見書﹂

▼﹁定住外国人の地方参政権﹂

の提出に関する陳情

問題に慎重に対処することを求
一める要望

平成９年５月８日開催の臨時会にお
いて 、議会運営委員各位のご推挙によ
りまして 、委員長の重責に就くことに
なりました 。微力ではございますが 、これま
での経験を生かし 、円満な議会運営と活発な
議案審議が図られるよう 、積極的に取り組ん
でいく所存であります
議会運営委員会はその名のとおり 、議長が
提案される 、会期中の本会議 ・常任委員会の
審議日程案の作成を行います 。また議会運営
上の問題等 、議長の諮聞に対して 、解決案を
示す役割もあります
民主的な議会運営のため 、本委員会の役割
は重大であります 。町民皆様方のご期待に応
えられますよう 、努力していく所存でありま
すので 、ご支援をお願いいたします
。

議会運営委員長

小山忠男

。

の副
担要

学校事務鵬員 ・学校栄養職員給与を国庫負

対象外とする拮置反対に関する意見書１

郵政事業の分割 ・民営化に反対する意見書（要旨〕
現在 、郵政事業は 、郵便 、貯金 、保険の３事業を公

国は義務教育諸学校に勤務する学校事務職員 ・学校
栄養職貞の給与費を各県が全額負担すべきという義務

共サービスとして全国に公平に提供し 、国民生活の安

教育費国庫負担制度の見直しを検討しようとしている

なかでも 、郵便貯金は 、簡易保険とともに財政投融

ことが伝えられています

定向上と福祉の増進に大きく寄与しております

。

資の主要な原資として 、社会資本整備や国際協力にも

。

学校運営を支えている学校事務職員 ・学校栄養職員

活用され 、民営化という事態になれば 、地方資本の整

を国庫負担の対象外とする負担転嫁は 、義務教育制度

備はますます遅れをきたすことにもなりかねません
また郵便事業においては 、採算性を重視した民問へ移

の根幹にふれるものであります 。さらに 、その方向は

。

、

地方と国との間の相互信頼関係を根底から覆す重大な

される事になると 、全国統一料金制度を維持すること

方向でもあります
よって 、教育の機会均等が引き続き確保され 、義務

はきわめて困難となります

教育費国庫負担制度の現行水準を維持 ・発展するよう

割の重要性に鑑み 、現行の経営形態を堅持し 、分割

学校事務職貝及び学校栄養職貝を国庫負担の対象外と

民営化を絶対行わないよう強く要望いたします

。

する措置に対し 、断固反対するものであります

よっ

。

これら郵政事業の果たす公共的 ・社会的役
・

。

以上 、地方白治法第９９条第２項の規定により意見

。

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

て、

書を提出します

。

。

平成９年６月２４日

平成９年６月２４日

西桂町議会議長

西桂町議会議長

提出先：内閣総理大臣 、郵政大臣

提出先：文部大臣 、大蔵大臣 、自治大臣

大蔵大臣 、

平成８年度西桂町一般

二審竃案件＝

承認５

覇告一−件

会計繰越明許費繰越計算音の
報告

○役場ＯＡ化事業︑年度繰越に

伴う計算書の報告
案例﹈４件
西桂町職貝の勤務時

間・休暇等に関する条例の

邊案３１

一部改正

員等の安全福祉の迦用の改正

○国の規則改正に伴い︑■女子職

議会条例の制定

謝集３２ 西桂町国土利用計画審

条例の一部改正

謝簑３３ 西桂町国民健康保険税

○均等割をー万６千円に︑平等
割を２万２千円に引き上げ

審議会条例の制定

謝案訓 西桂町公共下水道運営

○下水道使用料等︑町長の諮間

﹇謝決案件﹈１件

に対して審議する機関の設漬

﹇補正予算﹈４件

訟案珊 物品供箱契約の締結

謝藁３５ 平成９年度西桂町一般

平成９年度西桂町老人

会計補正予算２号議定

訟黛３６

保健法特別会計補正予算−号
識定
融案３７ 平成９年度西桂町簡
易水道特別会計補正予算−号
議定

醐案珊 平成９年度西桂町下水
．道特別会計補正予算−号識定

郵政事業の分割一民営

﹇醐員発邊﹈２件

発醐４

学校事務職員・学校栄

化に反対する意見杳の提出

養職員給与を国庫負担の対象

発訟５

見客の提出

外とする措置反対に閲する意

一１０一

総務庁長官

上がった時点で︑実施する

教育長答

て通行可能かと思われる︒

で一部買収に同意している︒

建設課答

本年２月の交渉

知らせ願いたい︒

構想をたてたらどうか︒

握するため今年７月にＰＴ

買収でなく代替え地を希望

歩道の状況を把

町長答

Ａ役員と現場を視察したい︒

している地権者もいる︒全

富士山に向かって

鯉のぼり︑つり橋が出来た

予定どおり進んでいれば通

体的には好意的な感触を受

に︑つり橋建設に係わる予

はめどをつけたい︒来年度

要な用地確保のための地権

算を一部計上したい︒

現在までのつり橋に必

者との交渉経過についてお

。

ヨ．．

時点で考えてみたい︒

学路変更について︑その時

けているので︑今年度中に

粗造成が終了すれば通

問

点で決定をしていきたい︒

問

工事中は歩道を

学路にできるか︒

建設課答

確保するとしても重機があ
って危ないが︑小学校のＰ

ＴＡ等が通学路という形で

認定するということになれ
ば︑安全対策を講じたい︒

平成９年度の事業の中で歩
道の舗装があるので︑それ
が終了すれば防護柵を施し

◇運営方法決定

１０日議会運営委員会

１７日本会議開会

◇会議録署名議員指名
◇会期の決定
◇閉会中の委員会継続調

＾承認５︑議案３ユ︑３９︶

査報告＾総務委員会︑建
設文教委員会一
◇町長議案・町長一括上程

一含む請願−一

一括説明・一括質疑
各常任委員会付託
本会議散会
連合審査会
◇付託議案審査

総務委員会
◇所管事務調査
建設文教委員会
◇所管事務調査

◇会期中の委貝会事務調

２４日木会議再開

査報告＾総務委員会︑建
設文教委員会︺

◇付託議案総務委員長報

３３︐３５︐３６︐３９︺

告＾承認５︑議案３１︐

長報告＾議案３４︐３７︐３８︶

一括質疑−討論・採決
◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論・採決
◇議員発議上程
秦議４︐５一

説明・質疑・討論・採決

査議決＾総務委員会︑建

◇閉会中の委員会継続調

設文教委員会︑議会運
営委員会︑譲会広報編

集委員会一

本会議閉会

一１１一

灘．

平成９年度の

ゲートボール場を２面

−面は土でその横

って︑管理を寿クラプにお

そこにゲートボール場を作

に芝のところがあるので︑

町長答

受け入れ可能か︒

に変更との寿クラブ要望は

問

化されている︒

置で︑事業費５千万円予算

置︑植栽の一部︑東屋の設

歩道の舗装︑水路と池の設

工事内容は︑公園内の造成︑

建設課説明

。

鯉のぼりを公園が出来

永囲富幸

公園工事は今後２年ほど継続し 、工事車両状況を
見ていたのでは通学路確保は先の話となる 。町は関
係各課が協力し安全対策を講じ 、通学路の変更が容
易となるよう環境整備に取り組み 、教育委員会は通
学路変更に積極的な対応を期待する
また公園本体の完成時には 、つり橋の建設も完了
するよう努カされるとともに 、公園及びつり橋の建
設では 、景観 ・環境に配慮するよう希望する
願いしたい︒

問

委員長就任にあた って

去る５月の臨時議会において委貝
各位のご推挙により 、建設文教委員
長に就任することになりました 。委
員各位のご指導とご協力を頂き対処したい
と考えています 。ご承知のとおり下水遭工
事、 公園 、新設されるミニサ ッカー 場、 オ
ートキャンプ場 、桜の里づくり事業 、体育
振興 、社会福祉 、教育文化等々に町当局が
独自性を発揮し 、積極的な推進が図られる
よう 、その中で建設文教委員会に託された
重要案件は山積していますが 、地域の方々
のご意見を入れ 、その進捗状況を見守る所
存であります 。地方分権が叫ばれその受け
皿としての市町村には 、多くの課題が蹄の
音高く迫 っています 。町民各位のご理解ご
協力をお願い申し上げます

建設文教委員長

９年度は公園内施設の整備 、早急に河川管理道を通学路へ
（結呆）

螢一

．．．

咄．

饗饗饗
﹂

県事業柿の木公園建設の進捗状況は
（調査）

響醗
叩
−

。

集収日
収集回数
種

可燃ごみ

３回／週

月・ 水・ 金

不燃ごみ

２回／月

毎月第２週火

・木

粗大ごみ

２回／月

毎月第４週火

・木

され︑現在接続率９８％であ

血

町 田
﹂

凡例

次

一一一

原一

三

．．司．

︻

．治

韻
島
新

炉．

内．．・．

幻．

松山

環境管理センター

る︒この施設は８千人の処

理人口を有し︑その内︑定

な条例は設置してないが︑

別府

宮鳥町にはゴミ

処理施設と不燃ゴミと粗大

住人口を４千人︑観光客４

る︒不燃ゴミは︑非常に少

美しくする会の方々が有料

三段娘

概要説明

ゴミ︑小動物の処理施設が

千人と換算した︒処理方法
は分流式の方法︑処理方式

あり︑別に埋め立て処分場
がある︒ゴミ処理施設は昭

は活性汚泥法である︒

公共下水道を始めた理由

和３５年に建設し︑その後平
成元隼に日１４トンの処理施

頭のあんこの汁等の汚水が

は︑昭和４０年代にもみじ饅

可燃ゴミは年間２千１Ｏ

流れ︑海岸が茶色くなり観

設を造っている︒

○トン出ており︑６５％が事

光地としての■イメージが悪

り組んだ︒

なく年間２００トンであ

によるメイン通りの清掃を

１

１

・

官口

岩国

、

■

ｏ

長門

ｊ１采温泉

ｏ

広島県

タ

広○

山口県冊：

小郡

下

苧甲ｒ

小倉

業所︑３５％が一般家庭ゴミ

トン程度で処理するぺ−ス

問町並がきれいだが︑特

いため急きょ公共下水に取

であり季節により相当に量

別な条例があるのか︒

り︑スチール缶とアルミ缶

している︒

一１２一

である︒通常６トンから８

の変動がある︒秋になると

環境管理センター答

についてはリサイクルして

問

特別

ー日ｍトンという状況であ

おり︑ガラス・陶器は砕い

されているようだが︑週に

ごみ収集は業者に委託
て埋め立て処分している︒

環境管理センター答

どれくらい回収するのか︒

託で収集しており︑粗大ゴ

ごみは毎週月・水・金で︑

収集形態については︑委

ミと不燃ゴミ・小動物の処

不燃ごみは週−回である︒

可燃

理は職員で行なっている︒

ただし週により不燃ごみの
晶目が変わる︒

公共下水は昭和４９年ｕ月

に︑町単独で事業を進め︑

問

西桂町と比較して人口
昭和６２年の９月全域面整備

広島県宮鳥町の位置は

宮島町ごみ処理施設平面図

一．

午
胴日■ 剛

冒．

咀■ｒ．

（総務委員会調査）宮島町のごみ ・粗大ごみ ・不燃物処理施設は

（結果）島内で全て単独で処理 、煙 ・有害物質の出ない焼却機械を使用
宮島町のごみ収集形態及び収集回数

宮島町水質管理センターにて

１１

１１＝
＝１１

（建設文教委員会調査）宮島町の公共下水道処理施設は

Ｏ％の加入の達成 、建設工事には時間と経費がかか った
（結果）ほぼ１Ｏ

宮鳥町下水道使用料金表（平成９年度〕

１０ｍヨ

が２倍であるのはなぜか︒

が半分であるが︑一方予算
なる恐れがある︒貴町の道

水の工事が始まると渋滞に

ており︑競艇場は宮島町と

に競艇収益が多く繰り入れ

環境管理センター答

うな工法を取られたか︒

滞を防止するのに︑どのよ

下水道工事を進める上で渋

路も非常に狭く感じたが︑

予算

大野町︑大竹市で共同運営

下著渋汕蟹程は
迂回路竈倶と宿閻エロ
環境管理センタｉ答

咄，軋Ｗ嗣唖珊■，一

蜆１１，１

ｒｌ＝＝■ｌｉ！榊 ｉ朋刊■＝

している︒平成９年度の町

税は３億７千万円弱︑４億
−千万円が競艇からの見込

が５９億あったが︑約半分に

工事は主に夜間工事を実施

みである︒４年前まで予算

なっており︑競艇の配分金

し︑迂回路があれば迂回路

下水

も落ち込んでいる︒

一１３一

を確保を図り工事を進め
た︒また観光シーズンを避

けるなど迂回路が無い場所
は︑夜間掘削しては朝埋め

戻すなど︑非常に時間と経

はむｏが出ない
問

費がかかった︒

平成元年に建設したご

み焼却炉について現状の性

間

厳島神社周辺では電柱
能はどうか︒

環境管理センター答

がなく︑電柱の地中化につ

ごみ

煙も出ない︒かくはんしな

電気会社と電話会社へ負担

環境管理センター答

いので︑燃え殻が残りやす

金を出し進めてきた︒現在

いての建設費用はどうか︒

いため完全に焼却するには

予算の関係でストップして

焼却炉は煙突が見えなく︑

時間がかかる︒性能的には

いるが︑当初の目的である

きたと思う︒

きれいに﹂の目的は達成で

町で

有害物質は出が少なく︑処

﹁神社を中心にその周辺を

西桂町も国道−本で下

理機械により取り除いてい
る︒

問

宮鳥町水質管理センター 平面図

最終沈殿池を見学（開放型施設〕

７９円
５０ｍヨ
２６〜
２５ｍｊ ６８円 、
１１〜

５１〜２００ｍヨ ９１円 、２０１〜５００ｍヨ ！１３円

超過料金

以上ユ３５円
５０１ｍヨ

につき
１ｍヨ

まで

６８０円

基本料金

長

