腫営感覚による行財政運営を
一般会計賛成討論
葉どおり︑限られた自主財
源の中で極力無駄を省き︑

中学校建設整備基金︒公共
施設整備基金・減債基金の

平成８年度西桂町一般会
の堅実な財政運営を志向し

立を行なったことは︑将来

３つの基金に対し多額の積

計歳入歳出決算の認定につ
た点から高く評価されるべ
きであります︒

いての賛成討論を行いま
す︒昨年度と比較して︑歳

いき健康福祉センターの建

減額の理由としてはいき

す︒そのような状況の中︑

いても悪化の傾向にありま

ており︑各種財政指標にお

しかし監査委員の指摘の

設完了に伴う普通建設事業

下水道事業や公共施設の老

入はｕ・６％の滅少︑歳出

の大幅な減額であり︑限ら

朽化に伴う建設整備︑三ツ

ように︑昨今の当町の財政

れた財源︑限られた予算の

峠周辺へのアクセス道路整

は１３・７％の減少となって

中で当初予定していた事業

備等︑今後予定されている

状況は硬直化の様相を呈し

を概ね執行できたものと理

社会資本の整備はどれをと

将来に備え基金の積立を

た点は非常に高く評価する

訳でございます︒

ｃ国民健康保険会計

滞納繰越分の徴収がほと

より悪化したものとなって

るとおり︑平成７年度数値

済も困難であり︑交渉の過

ており︑場合によっては返

年の累積金額が大きくなつ

監査委員報告

おり︑要因として各種委託

程で分割なりの方策を考

んどされておらず︑毎年毎

料の伸びに伴う物件費の増

え︑全庁一丸の体制を取る

員
委
査
監
一一一

高が経常収支比率を押し上

関係諸帳簿及び書類等適正

会計の決算審査にあたり︑

計歳入歳出決算書並びに５

平成８年度西桂町一般会

が横ばいの中で︑それぞれ

ります︒ここ数年自主財源

つあり︑硬直化が進んでお

財政構造は弾力性を失いつ

げており︑依然としてその

施設等の改修と鋭意取り組

水圧低下地域の■解消︑老朽

現在耐震施設への移行︑

○藺箏水道会計

必要があると思います︒

卓

辺
渡

に執行されており︑正確で

い水のイメージ確保に会計

み中のようですが︑おいし

でやむをえない点もありま

運営の健全化を図りながら

の必要な投資的経費の増大

務に関する財務監査を行

す︒今後︑公共施設等の経

あることを認め︑併せて財

い︑全体に良好に執行され

平成８年度は一般会計よ

立派な良い水道ということ

い︒ただしこのような自主

りー千６百万円を繰入れ︑

常的な維持管理費の増大が

財源の乏しい財政事情の

平成２年から８年までの合

ております︒今後一層の努力

平成８年度総合収支の特

中︑将来に備えて基金にお

計が４千万円となり︑公営

で推し進めていただきたい︒

徴として普通建設事業費

いては︑中学校建設整備基

事業の難しさも認識してお

見込まれる中︑無駄のない

﹁７年度いきいき健康福祉

金の新設︑減債︑公共施設

りますが︑深刻な状況にあ

を要望いたします︒

センター事業﹂の大幅な減

整備︑土地開発︑各基金の

りますので︑三ツ峠周辺事

Ｑグリーンセンター会叶

少に伴い︑歳入で前年度比

増加を図り︑年度中−億６

業に絡めて改善の対策を検

支出を心がけていただきた

８％のそれぞれ減少となっ

千５百万円を積み立て︑将

討していただきたい︒

＠一般会計

ております︒問題点として

来に備え堅実運営を志向し

１２・７％︑歳出では１３・

主な財政分析指標に見られ

２−

９４２円

○出１８口８甲５４０万

湖
■脂

−

臼入１９口８干３０１万２干３５９円

禰８覇

おります︒

解しており︑町長始めとす

事業であり︑財源の確保と

っても多額の経費を要する

めて 敬 意 を 表 す る 次 第 で ご

ともに既存の行財政運営の

る当局のご努力に対し︑改

ざいます︒町長の提唱され

抜本的な見直しを必要とす
るものと感じておりま す 亡

る﹁経営感覚を取り入れた

効率的な行財政運営﹂の言

平成９年度９月定例会本会議

吊﹄

ａ−舌

メ一

︑

、
竈

，

︷団

芭．

主に常勤の職員の給与
町長 、議員等の報酬
事務経費一般 、臨時職
員賃金 、業務委託料等

施設措置費 、福祉手当
医療費助成 、敬老年金

大型備品の購入 、町道
水路 、建物の建設等

ク
︷ 一︐

魯
示冴
圃︑

」Ｊ

２６万２干５６１円

２７万２干６９１円

牛田識員

各種委託料の伸

びに伴う物件費の増大が経

常収支比率を押し上げてい

るとのご報告ですが︑その

中で委託料はどのようにな

っておりますか︒

■それから昨年度の監査報

告の中で︑滞納整理表はあ

りますが訪問面接の交渉記

録がないむねの指摘があり

ました︒その交渉記録の宥

無についておたずねします︒

波迦監査委員 ご指摘のと

おり高い数値かと思いま

す︒組織の大小にかかわら

ず︑前向きに色々取り組む

中で︑当然出てくる間題で

避けて通れない資金だと思

います︒これをいかに検討

して有効活用することだと

思います︒

滞納整理の問題は︑滞納

繰越額決算書で解ります

が︑回収が進んでいない点

は問題だと思います︒この

ような状況の中で︑折衝記

録簿は今期の審査で拝見し

ました︒これを作成し︑活

用する中で催促状︑訪問に

取り組んでおります︒

３−

■

１２８万７干３３８干円

１３３万７干２干円

へ
いノ

１０万５干９６３円
毎年度 、償還すべき
町債の元金 、利子

〃
＾

︑

）
蛆
コ

Ｆ●●

｛
一

７万５干１９円
維持補修費 、積立金
繰出金 、投資出資金等

リ

５万９００円
６万５干７１０円

８年度
２万９干２２７円

４万５干８０８円

１万１干９１４円

他市町村との広域業務
負担 、他団体へ補助等

＼ タ

大沢公園下の柄杓流河川公園予定地の現状

翌８日から業務開始の予定

・上町公民館建設

備を予定しております︒

ております︒

で︑常駐職員３名︑消防自

上町公民館は︑１０月３０日

いて申し述べます︒

・一一一ツ峠周辺アクセス道路

動車ユ台︑救急車ユ台の配

９月定例議会の開会にあ
たり︑私の所信の一端を申

地方道路整備計画作成委

の経費を必要とする事業で

意見に耳を傾け︑計画性あ

町民各位には︑ご理解ご

・桜並木植栽事業

合

・富士五湖広域行政事務組

富±吉田消防署西桂

．一

し述べ︑各位のご理解ご協

ニミニサッカー場建設事業

あり︑今後は議会︑県関係

託を完了しましたが︑多額

最近の国における行政改

設計委託が終了したの

機関をはじめ関係者と︑慎

︽一一一ツ峠周辺蟹備−簑︾

革は︑省庁再編や地方分権

で︑敷地の造成は年度内に

重に協議検討を重ねてまい

力を賜りたいと存じます︒

など課題が山積しており︑

完成するよう事務を進めて

りたいと考えております︒

＾各竈箏簑の執行状況︾

る開かれたまちづくりにま

協力を頂き感謝しておりま

分遣所新設

４■

−

地方行政運営に大きく影響

・オートキャンプ場

います︒

たび第２次橋本内閣に堀内

現在︑土地所有者と土地

する問題であります︒この

光雄代議士が通産大臣にご

交渉を重ねており︑用地取

・仮称柄杓流河川公園

をおかけしましたが︑１０月

就任なされ︑謹んでお祝い

発展にご活躍をご祈念申し

都留土木事務所と協議中

６日完成予定です︒庁舎東

・庁舎改修について

上げます︒

でしたが︑公園の一部の設

別館については︑ｕ月１９日

得に対応しています︒

さて西桂町では︑﹁活活

計が済みｕ月中旬護岸工事

の完成を予定して改築に着

を申し上げ︑県土︑町土の

西桂﹂の実現に取り組んで

に着手と伺っております︒

い進する所存でございます︒

す︒来るｕ月３０日には︑町

１０月７日竣工式を行い︑

町民各位には大変ご迷惑

おります︒今後とも多様な

これより活活西桂建設の

民総参加の植樹祭を計画し

工しております︒

ための事業の執行状況につ

コンピュータ導入のため改修された役場事務所

計図僅薯関かれた豪盲づくｏに豪い違し由ｏす
９月定例会本会議

完成が待たれる上町公民館

ｇ月より利用開始︑新福祉バス

平成８年度の６会計決算額
会計名
一般会計

歳入歳出決算差引繰越明許費繰越額

９干７６１万１干４１７円

（区分）

懐出

○基盤整備

１干８００万Ｏｒ ＝ＯＯＯ円

総嶺）

（カ

ッコ

実質収支額
７干９６１万１・ Ｆ４１７円

内予算計上額）

１億３千７フ７万Ｏ千円（１億３千８５６万４千円）

中学校前線拡幅改良事業 、地方道路計画作成 、粗大ゴミー時集積場用地造成事業 、ゴミ収集事業 、ゴミ処理関係補助事業

○産業振輿

１千０１０万０千円（１千０１０万Ｏ千円）

商工業活性化促進事業 、織物業活性化及び製品開発補助事業

○環境整備

７千５０９万７千円（７千フ５６万７千円）

消防本部西桂分遣所用地整備事業 、消防防災施設整備事業 、防災体制整備事業 、公共施設耐震耐力度診断 、準用河川改修事
業 、小屋の入防災対策事業 、住民防災意識育成事業 、自主防災組織整備事業 、防犯灯 ・街路灯整備事業 、違法駐章等防止事業
その他交通安全対策事業

○福祉対策

、

８千９１８万１千円（９千８７５万８千円）

三ツ峠周辺整備事業 、特定農地貸付事業 、デイサービスセンター 運営事業 、各種保健事業

○人材育成

２千９８３万９千円（３千０１８万６千円）

町民総意のまちづくり 、地区公民館建設整備事業

歳入歳出決算差引

会
計
国民健康保険特別会計

２何９干６９９万Ｏ干８９４円

２億７干６１７万７干８４２円

２干０８１万３干０５２円

老人保健法特別会計

２億４干７２４万４干１２７円

２０３干４８４万２干２１６円

１干２４０万１干９１１円

グリーンセンター特別会計

３千４１９万９干Ｏ０６円

３干３９８万Ｏ干２４０円

２１万８干７６６円

簡易水道特別会計

７干７２３万３干３２１閂

７干４９４万７干５７７閂

２２８万５干７４４円

下水遣特別会計

１０４干１４２万Ｏ干１９６円

１億４干Ｏ０８万８干９２３円

１３３万１千２７３円

会

歳

補

計
股会計３号補正

９年度

入

総

額

正

歳

額

出

総

額

補正後の予算総額
１９竈１干８９５万６干円

１・ Ｆ６１３万７干円

○公慣費追加

１千１７６万４千円
平成８年度借入れした起債の償還金の額が明らかになったため

事が進んでおります︒上町

完成予定で︑現在順調に工

たいと考えております︒

され︑ごみの減量化を図り

の再利用の分別収集が徹底

・県道富士吉田・西桂線

区の皆様と打ち合わせを進

めております︒

な関係図書を県へ提出︑そ

７月上旬供用開始に必要

昨年度に続き︑本年度は

の結果９月末に告示を行い︑

・防犯灯設置事業

各地区の主要道路を中心に

縦覧期間２１日間を過ぎれば

ると思われます︒県の管理

多くを設置する予定で︑問

・福祉バスの購入

下となった時点で︑整備等

一部西桂分の供用開始とな

福祉バスの新規購入は８

住民対応等をして︑一歩ず

もなく発注いたします︒

月２９日納車の運びとなりま

・簡易水道事業について

つ進めて行きます︒

化している焼却炉について︑

上水道への移管に向けて

５■

した︒車内の居住性と軍体

町は家庭用簡易焼却炉の設

水圧不足地域の解消等安定

・仮称柿の木公園建設

置を推進してきましたが︑

供給が図れるよう水道基盤

の図柄も考慮し︑住民の皆

今後補助金制度を廃止する

整備に努力してまいります︒

都留土木事務所と協議を

方向で検討しております︒

・下水道事業について

様に喜んでいただけるよう

公共施設内焼却炉は閉鎖し︑

下水道の運営に関し審議

重ね︑現在河川砂防課で詳

ごみステーションを利用す

をいただくための下水道運

買い替えを行いました︒

る方向で検討を進めており

営審議会が︑８月２２日︑議

細設計作成中で工事発注は︑

ます︒なお各家庭の既設焼

会の代表者︑区長さん等蝸

・焼却炉について

却炉は︑その事情に鑑み利

名の方々に審議会委員を委

１２月上旬になる予定です︒

用を控えるよう指導してい

嘱し設置されました︒

ダイオキシン発生が問題

く予定ですが︑併せて資源

■

。

平成８年廣清・ 清酉桂違設決算

・工箏設計変日が目立つ

未納は︑滞納額が大きくな

意見

企画振興課答

の遊歩道の計函は︒

問

企画費︑柄杓流川沿い

れぱ︑支払いも困難になる

事業で取り組みたい︒

町税︑固定資産税の

ので︑たまらないよう納税

問

憩いの森トイレヘの電

平成！０年度

指導の徹底を図ること︒

力確保︑桜植樹のための地

権者との交渉の経過は︒

大多数の地

権者が了解し︑２名の方と

企画振輿課答

問財産管理費︑町の借地

現在交渉中である︒

関してはダイオキシン閥題

の費用が実状金額に比べて

けている土地を買収するか︑

が指摘されている︒既設の

問 清掃費︑ごみの焼却に

借地代僧下げについて相手

焼却炉はどうするのか︒

高いと思う︒この際借り受

方と交渉する必要があるの

町長答

紙では発生しない︒
では︒

ビニールを燃やさないよう
町長より﹁でき

住民福祉課答 分別収集を

総務課答

指示も受けているので︑ご

強化し︑ゴミでなく資源と

に住民に周知徹底させる︒

指摘のとおり地権者と交渉

して再利用を推進したい︒

るだけ買収する様に﹂との

を検討したい︒

全議案を可決

９月定例会連合審査会

︻審薗案件︻

西桂町童度心身障書

案例一８件

者医療費助成条例の一部改

訟案仙

正

条例中の字句の訂正

○国の法律の名称変更に伴う

費助成に関する条例の一部

醐案４ 西桂町母子家庭医療

改正

○国の法律の名称変更に伴う

西桂町老人医療費助

条例中の字句の訂正

成金支給条例の一部改正

藺案〃

○国の法律の名称変更に伴う

字句訂正︑県基準の変更に

西桂町乳幼児医療費

伴う対象者の所得限度額の

変更

助成金支給条例の一部改正

訟秦鴫

○國の法偉の名称変更に伴う

西桂町国民健康保険

条例中の字句の訂正

条例の一部改正

訟案糾

条例中の字句の訂正

○国の法律の名称変更に伴う

西桂町在宅老人短

期保護季数料条例の廃止

融察第価

○運用基準の変更により手数

ため︑条例を廃止する

料を徴収するケースがない

西桂町地域福祉基金

条例の一部改正

醐案蝸

○葵態の基金残高に条例の数

西桂町交通安全条例

字を合わせるため︒

の制定

訟案〃

○町民の安全のため努カ規定

６−

予定された事鶉はすぺ

一般会計決算ほか
平成８年度

−

ただし呵税滞紬の増加・幌却炉禰助の見直し

中学校裏の桂 コミュニティ駐車場造成工事状況

道路整備予汀確保に関する意見書（要旨）

道路は人々の日常生活に欠くことのできない最も基
本的な社会基盤である 。特に西桂町は 、国道が朝夕の

今後︑三ツ峠周辺整

の建設によって︑新しい事

業展開に収入増を図り︑地
元の特産品のセンターでの

販売をすることも検討する

解説
備により利用客の増加を図

さらに近くに湧出する鉱

必要がある︒

いく必要がある︒全般にわ

泉は成分良質と云うのでセ

り︑健全な運営を目指して

たってセンターの収入が減
ンター浴場も今後の課題と
して事業展開に期待したい︒

また委員より﹁従業員の接

■

ヨ一

■．

茱一
■■

一；

問

一６

ｕ

罰一

一−！

副一

韮一

一Ｈｕ

茱一

； 罰
■一

■一

茱一

土木費︑監査委員の捲

なる理由によるのか︒

を設け︑啓発活動に努める

ため︒

談のうえ設計を組むように

指導する︒

大幅な設計変更を実

国土利用計函＾西桂

平成８年度酉桂町国

決算認定

人保健法特別会計歳入歳出

承翻８ 平成８隼度西桂町老

出決算認定

民健康保険特別会計歳入歳．

承認７

般会計歳入歳出決算認定

承認６．平成８年度茜桂町一

湊墓で件

■融案５０ 平成９年霞西桂Ｗ一
．般会計補正予算３．号議兜．

﹇補正予算﹈１．件

て︑基本的な事項を策定

計画的な町土の利用に関し

○住民の意向を反映しつつ︑

．．町．計圃︺議定

融案蝿

ンピュｉタｉを靱入する契約

た全蓼務職貝にネットワークコ

器配備として︑出先機関を含め

○行政システム化計画第２次機

物品供給契約の締結

Ｈ識決案件﹈２件

の説明が受けられるよう配

今後は必要があれは担当課
建設課答

慮する︒また監査報告書公

設計変更の多く
は住民の追加要望で︑やむ

表にあたっては︑十分な内

意見

施する場合には事前に議会

の多くは地域要望である︒

にお知らせ願いたい︒工事

建設課答

十分に地元住民の意をくん

翻案蝸

問 監査報告が表面的な数

字にとどまっているように

思える︒十分な監査が行え

ていないのでは︒

■■

摘により︑工事契約後の設

■．

町長答 監査委員に町職員

るとのことであるが︑いか

一茱
Ｈ
韮一

Ｈｕ

Ｈ

を得ず工事内容を変更した

■■

問

触して現場を把握した後に
発注すべきではないか︒

なるよう︑工事担当者には

設計変更がなく

積極的に情報を提供したい︒

容となるようこちらからも

一Ｈ

罰一

韮一
罰一

距一
罰一

葭一

■１

が︑当初よく地元住民と接

一弐

変更理曲は麗解できる

ために生じたものである︒
一出

罰一

⁝一
茱一

への遠慮があったと思われ︑

計変更が多く実施されてい

罰
；

で取り組んでいただきたい︒

毎月出納検査を実施 、監査委員

っているのは︑テニスの衰

退︑ミネラルウォーターそ
の他である︒

客態度の向上による固定客

西桂町議会議長

空 罰

現場にいき︑関係住民と相

ツ峠グリーンセンター事業

颪認９ 平成８年度西桂町三

平成８年慶西桂町簡

特別会計歳入歳出決算認定

承認１０

平成８隼度西桂町下

易水適特別会計歳入歳出決

算認定

承聰１１

水遺特別会計歳入歳出決算

﹇融員発畿﹈１件

認定

関する意見畜の提出

発議６ 道路整備予算確保に

７■

■

全体の収入の大半が︑利

平成９年９月３０日

■罰

の確保︑無駄を省き経費の

大蔵大臣

自治大臣 、

、

提出先：内閣総理大臣 、建設大臣

。

以上 、地方自治法の規定により意見書を提出する

；

用者の多い夏場に集中して

線道路に至る道路網の整備を一層促進すること

。

節減を図り︑増収を目指し

策定に当たっ ては 、所要の予算額の確保を図るこし

いるのが現状で︑年聞を通

持し 、その全額を道路整備に充当すること

。

て努力をお願いする︒﹂と

非とも必要であり 、下記事項について積極的に対処さ

して利用者が利用できる施

設を促進し 、道路整備予算のなお一層の拡大確保が是

の指摘がなされた︒

消が望まれているところである 。新規バイパス等の建

設としてミニサッカー場等

国土の均衡ある発展を図るため 、市町村道から幹
３、

平成１０年度を初年度予算とする新道路整備計画
２、

ガソリン税 、自動車重量税等の道路特定財源を堅
ユ、

。

れるよう強く要請する

グリーンセンター 施設（中央建物は管理棟〕

通勤 ・通学時聞帯を中心に交通渋滞が発生し 、その解

．．甜

＃・一．

⁝．

．・．＾

ｏ
Ｏ
︑・

一一

．

一一

一一一

呵の清性化につながる
○崇振貝方策は
耕作放棄地解消のため口振除外︑

．・義嬢．

現在︑町の活性化を図る

いて︑前向きに対応する︒

議等と協議し︑農振除外つ

び農業振興地域整備促進会
おり︑町では毎年︑西桂町

なかで︑三ツ峠周辺整備事

耕作放棄地の対応は︑現

か伺いたい︒

猟友会に委託して有書鳥獣

業等を実施しているが︑特

る有害鳥獣被害が多発して

近年イノシシ・猿等によ

いた︑

等について︑町の対応を伺

むと恩われる耕作放棄農地

ールであり︑今後急激に進

理している農地が４ヘクタ

化等の理由により︑町で管

７ヘクタール︑農業者高齢

口業機械恥入︑特雇品開発に努める

本年度は■５年に一度

の特別管理いわゆる

町で全体の農振地区を見直

関と協議等を重ねるなか

駆除を実施しているが︑今

在農業委員会で︑土地所有

すことについて︑県関係機

で︑近いうちに認可になる

産晶加工施設・そば道場施
いるか伺いたい︒

農業の衰退化の原因とし

るところであるが︑効果的

後どのような対策を考えて

と聞いているが︑住民アン

ケｉト調査等からも今後町
の活性化を図るには︑農振

な運営は図れていない︒今

で予算化しているが︑荒廃

ーンカルチを３台購入予定

いる︒今後の農振地域の見

可されたとの報告を受けて

からの除外が９月２６日に認

県・近隣市町村に︑その対

有害鳥獣防除対策は︑

地銀行活動の理解を広める︒

地の解消を図り︑併せて農

て︑農業機械等の高額化が

農地の広がりを抑えるには︑

直しについては︑町の活性

応について調査したところ︑

除外の方法を考えるべきと

大型トラクター等を導入す

化のため︑住民アンケート

サウンドパンチャーという

後一層︑積極的に耕作放棄

べきと考えるが︑今後大型

調査結果等を考慮し︑県及

答汽讐繍肺

農業機械の導入計画がある

あると恩う︒町では︑リタ

いたい︒

者に保全管理を指導してい

、ソ

設等の建設計画があるか伺

滝□憲一議員
の意見が多くある︒残され

た農振地区について︑今後
の考え方を伺いたい︒

昨年農業委員会で実施し
た農地現況調査では︑耕作
放棄農地面積いわゆる農地
として活用されない農地は

機械により被害減少に効果

があったと聞き︑試験した

ところ好評なので︑３基購

入する︒併せて有害鳥獣対

策事業が︑補助対象事業と

なるよう県に働きかける︒

農業機械等の購入は︑財

政上の問題もあるが︑農業

機械管理・運営等から農業

委員会︑農業関係者と十分

協議し︑県単独事業補助金

導入により︑前向きに対応

する︒

特産品加工施設建設は︑

現在︑産業振興対策・農業

振興対策として︑みつとう

げ手織の里グループ・西桂

町生活改善グループ・みつ

とうげ大豆の会・みつとう

げそばの会等で遊休農地を

利用した活動を展開し︑特

産晶開発等に向けた取り組

みについて︑心から敬意と

感謝を申し上げる︒地域住

民による町おこしが︑町の

活性化には必要不可欠なの

で︑今後は財政面でクリア

できれば︑建設したいと考

えている︒

問耕作放棄地である

８■

■

■ ■

− −

一＝一

一ま
ん
︑

：﹂

−

問

．
１

；
＝

ｒう 、

いつ こ

ら
＝
一一

＾
＾

＝

ｗ
岬
幸！

農業委員会より農業指導を受ける小学生

都留土木

、

事務所においては︑本委員

建設課概嚢説明

。

後日報告をお願いする

会の結果でよろしいという

公園内に町民にアイデアを

公園の建設にあたっては︑

ということである︒柿の木

多目的広場で対応する︒

ストリートバスケット等は

を作る︒＠スケートボード︑

いて︑ｏ素足で歩く歩道等

建設課答

一一一一いんが︑ススキ等の田は大

一一一一けで︑いろいろ取り組んで

一一一一れない︒そばや大豆を作れ

一一一一いも︑なかなか理解が得ら

一一一一が︑土地所有者との謡し合

■１．１

募り︑よせていただいた事

噴水は電気設備が必要であ

を老人から子供までの中央

一川﹄

１．．■

■■■■

一一一一ば放棄地が少しでも滅るわ

一６

柄について建設課と都留土

るため作らない︒＠花壇は

町ではこの公園

木事務所河川砂防課と協議

遊歩道のり面を利用して作

ている︒寿クラブと協定書

公園としていきたいと考え

⁝一一きに導入をお願いしたい︒

一一一一処理できない︒何とか前向

一出

茱一

一一ｕ型のトラクターでなければ

る︒＠水遊びができる小川︑

を結んで︑土・日曜日に芝

罰一

基本的確認事項としては︑

池︑水飲み場２カ所を設置

を重ねてきた︒

﹁河川親水公園﹂とする︒

きない︒また管理人がいな

設備は河川区域内に設置で

機械︑壁のある建物︑電気

草花を植栽する︒＠ゲｉト

設置する︒￠外郭周辺に木︑

ずまや︑トイレ︑駐輸場を

する︒＠防犯灯︑水車︑あ

問

思う︒

ろまで確認していきたいと

用しないなど︑細かいとこ

生広場をゲートボールで使

一一一一も４社取材に来て宣伝にも

一一一一遣場を実施した︒マスコミ

一一答貴帥繍紬い

一出

一一一一験遣場の施設は作れないか︒

罰一

一一ｕ場の建設は先としても︑体

罰一

一一一一なカ好評であった︒そば遣

罰一

■−−■

一一一一 先般２度ほどそばの体験

い公園については︑夜間は

ボール場は１面設置し︑芝

を供給するための地下水の

距一

閉鎖が原則＾県下統一性を

生広場にもー面のスペース

くみ上げは︑２４時聞行うと

いう︑﹂とか︒夜問も︒

水車をまわし︑・川の水

もって公園作りをすすめて

を確保する︒＠遊具の設置
は安全︑機能性を考慮し︑

いるとの県の見解︺という
ことである︒

一一一一題となっている︒失礼塗言

■■■■

■．．■

建設課答

⁝⁝い方かもわからないが︑お

今の段階では２４

ぬくもりのある木造のアス

時間ずっとまわす予定であ

⁝一一貸ししても使ってそのまま

Ｈｕになる心配がある︒後職員

茱一

⁝一一が掃除することになるとマ

罰一

一６

一一一一イナス面も多いと懸念して

一一一一おり︑管理運営等を協議し

■１．１

１■．１

一一一一解をいただきたい︒

茱一

９■

■

また遊具の設置については 、町民から出
された意見を考紀して機具の選定を行い

ことになれば︑平成９年度

公園内のレイアウトにつ

レチック感覚の物にする︒

る︒公園の池に魚をはなし

なお遊具の設置︑植栽関

たいと考えている︒

問

係については︑最終年度の

平成ｍ年度事業となる予定

るか︒

平成９年度の事

地下水源調査はしてあ
である︒

建設課答

業で掘っていく︒

一一一一 体験道場は︑ミニサッカ

芝生広場のゲートボー
ルについては︑老人クラブ

意見

⁝⁝１場の横に外からも見える

一一一一ながら前向きに検討する︒

の方々にもお願いして金曜

地下水源の確保はなるべく

一一一一ガラス張りの体験場を作る

距一

目のプレイが終わった時点

早くお願いしたい︒調査を

Ｈｕべく進めているので︑ご理

水車︑小川のための

で︑テープ・ワク・線等は

早めにしたら良いと恩う︒
で︑お願いしたい︒

撤去してもらういうこと

問

空

本件についておおむね適正に処理されて
いることを確認し 、平成９年度の公園建設
箏業を町と県との協言義結黒に従 って行うこ
の事業着工の発注をしたい

町議会 、公園内護岸建設現場を視察

。

とに同意する

一蘭

県事業仮称柿の木公園建設事業の進捗状況について
（調査）

査

團所 管 箏

暇文

（結果）河川親水公園また町中央公園として町民の要望を取り入れる

﹄萎蕾琶は
委員会の際︑町長は

平成８年６月の総務
二︑開発事業は町で行うか

一︑開発の目的と利用計圃

三︑開発規模︑事業日程及

面を見すえた計画として取

地権者と折衝状況は

四︑区域内の地権者の数︑

び資金計画

り組みたい︒﹂と表明︑平

答刷篇篶派

条件であり︑開発による受

は環境に十分配慮する事が

く寄与し︑開発にあたって

地帯として環境保全に大き

であろう︒しかＬ山林は緑

活動にも寄与することが大

る︒また山林所有者の縫済

期待されているところであ

とっても開発は相乗効果が

ンセンター事業の活性化に

ではないかと恩う︒グリー

く︑唯一の開発可能な地域

学校裏山の景観はすばらし

れている当町にあって︑中

約８０％近くを森林で囲ま

組みたい︒﹂と表明された︒

捗を見ながら︑開発に取り

遺路など周辺整備專業の進

ーを連携させ︑良好な市街

リアである桂コミュニティ

周辺整備事業と公共施設エ

源開発を目的とした三ツ峠

実を図るとともに︑観光資

レクリエーション施設の充

地域住民の交流の場として

は三ツ峠周辺を都市住民と

このような状況下︑町で

の有効利用が必要である︒

地利用の制約条件から山林

ものにとどまっており︑土

ころ住宅を中心に小規模な

従って開発はこれまでのと

利用が課題となっている︒

桂川があり︑効率的な土地

を占めており︐中央に国道︑

ｋ里ｍと全体の面積の約７９％

このうち森林面積がｕ・９９

質問第３︑開発の計画は︑

ながら推進したい︒

と考える︒議会にお諮りし

基本的には町で実施したい

質問第２の事業主体は︑

図りたいと考える︒

致し︑雇用機会の拡大等を

果を踏まえ︑優良企業を誘

の住民アンケｉト調査の結

また活活・西桂まちづくり

設として開発を考えている︒

ーツ・レクリエーシ目ン施

市住民の交流のため︑スポ

が︑三ツ峠周辺整備事業の

先の委員会で説明している

質問第ーの開発の目的は︑

地権者の折衝状況であるが︑

質問第４の地権者の数︑

と考えている︒

議会にお諮りし決定したい

中でしっかりと計画をたて︑

の指導を受け︑長期展望の

の財政投資金額は︑国︑県

約３万坪を考えている︒町

で検討するが︑予定として︑

想・基本計画の策定後の中

模及び資金計画は︑基本構

整えば工事着手になる︒規

えているが︑県との協議が

き等があるので数年後と考

開発の時期については︑県

行う手順になろうかと思う︒

意を得ながら地区説明会を

の指導・許認可事務の手続

計画を策定し︑地権者の同

益は町民全てであることが

地整備の形成を図りたいと

まず開発の手順について説

画を進めたいと考える︒

理想である︒以上の観点か

考えており︑また自然景観

開発を予定しているエリア

一翼を担い︑地域住民と都

ら中学校裏山開発計画につ

明すると︑基本構想一基本

中学校裏山から見た町中心部

の保全・改善を促進して計

は︑﹁三ツ峠へのアクセス

成９年９月の総務委員会で

校裏の山地を造成し︑観光

﹁町民の要望もあり︑中学

問
いて︑おたずねする︒

一１０一

呵による開発︑優良企崇の誘致と

レクレ ェ ー シ ョ ン 施 設 が 目 的

左手前の山が開発予定の中学校裏山

臨鞘謹

・予算についてさらに検討の必要がある
（結果）ルート

多く︑工事費用もかかる︒

このため排出される残土が

山を掘削する必要がある︒

しなければならないので︑

ためには勾配が９％以内と

であるが︑補助対象となる

案は最短ルｉトで真っ直ぐ

道にもつなげたい︒

画もあるので︑進入路を林

にぬける林道を建設する計

また一一一ツ峠に都留から吉田

取り戻せると考えている︒

くらいかかっても︑十分に

ればアクセス道路に１０億円

なるようにしたい︒そうす

て︑開発地区が優良地区と

良企業を誘致するなりし

取り付け︑山を平にして優

に︑開発地区への進入路を

たいと考えているので︑議

計画し︑再度調査を検討し

ター方面へ抜けるルートも

り︑下暮地のグリーンセン

２７０ｍのトンネルを掘

あるので︑忠魂碑付近に約

の案ともに事業化は困難で

る︒このため提示した二つ

円以内としたいと考えてい

町長答

葺構想・基本計画策定後︑議

； 今後の事務として︑基本

；ている︒

一岨り︑およそ８０％の地権者よ

一一一一内の地権者は︑３０数名であ

し周会

事業

分めす

進たとで︑︒会
のしころれる議
へとるこされて
区的あととわい
地目でる要恩つ
地を要す必とに
暮化必承が要況
下性︑了算必状︒
は溝めね予が捗る
路のたむの討進す
道町のお額検の講
スた発お多と査 要
セま関てし査調 う
ク︑のしか調は よ
アて辺としな町る

入一一一はあ今こに

間

問

会のご意見も伺いたい︒

一一一一は適当と考える︒と同時に

と峠員ｏ＋た告
路ツ委る後の報

ツ峠へのアクセス遺路は関

山を切り崩し道路の敷地を

山の開発は︑山から下暮

一一一一地権者はもちろん︑地域住

工事の負担は１０億

企画振察課概要説明

連があるのか︒あるとすれ

確保するもので︑この際ト

地の方面に土を落として上

中学校裏山の開発と三

名︑仮称小沼・三ツ峠線設

ば︑開発と一緒に残土処理

ンネルによるルｉトを考え
たらどうであろうか︒

示されたー案２案とも

計委託︑地域は中学校裏山

をすればよいのでは︒例え
ば滝入地区の窪地を埋めれ

を平らにしていく︒あまり

付近︑あざ名滝入︑四ツ入
等の山林地︑三ツ峠グリー

一；

；り立ち入り調査の同意を得

一罰

一一︸会へも説明申し上げ更に︑

彗地権者への説明会を開い

一一⁝て︑スムｉズにご協力を得

■一

リーンセンターの活

三ツ峠周辺事業とグ

⁝一一られるよう努力する所存で

一一一一ある︒

■一−■

一一一一
一一一閻
一一一一

⁝一一性化を繕び付けるこの開発

罰一

茱一

一出

一一一一民のコンセンサスを得なけ

葭一

罰行が難しいと恩う︒町長の

億円以上になってしまう︒

ス道路整備を山の開発につ

町長答

一一一一れば︑この大きな計圃は進

ば処理が出来るのでは︒

ことのないよう

；提唱している活活西桂の藷

残土を持ち出す

ンセンター方面へのアクセ

建設課答

な設計も考えた
残土量が大量のため困難︒

道路周辺の窪地

ス道路である︒道路の規格

を埋めることも考えたが︑

１３ｍ︑距離はー案︑約２．ｍ︐

今回の事業
は︑町道三ツ峠２号線のバ

企画振輿課答

関係は残土処理費用が１９億

イパス道路である︒

２案は若干短くなる︒予算

円以上︑全体の事業費が３０

以上の理由によりー案２案

なげたい︒そうしないと単

一一一ツ峠へのアクセ

以外のルートを再度検討し

クセス道路が整備された後

けでは︑町が潤わない︒ア

に町道のバイパスというだ

基本的に２

−案と２案の遠いは︒

たい︒

問

企画振翼課答

茱一

一

い︒かなりの金

；金手当もしていただきたい︒

彗事業に支障のないような資

一；

額がかかるが２

；

事になれば︑いかに

このような大きい仕

万から３万坪く

らいはとりあえ

一一一一ということも一つのカギだ

一一一一して補助金を持ってくるか

；

２次計画で山を

一一一一と思う︒あまり町財政を圧

ず確保して︑第

登っていけばも

っと広い土地が

あるので︑そこ

も開発したい︒

一一⁝迫しないような計画でやっ

一一一一ていきたいと思うので︑ぜ

繧一

一一⁝ひともご協力をお願いする︒

一１１一

；

一｝

；

；

；

一

は国庫補助事業対象︑幅員

三ツ峠アクセス道路はここが入り口か

一一

一一

彗

；

一刮

葭

三ツ峠アクセス道路計画の進捗状況について
（調査）

務

繕務常任委日会

一一

一蟹一

生

一︑一ぷ

二一

茗

一一一一∴

民間ミニサ ッカー施設の状況は
（調査）

（結果）人気とともに利用状況は好調 、人工芝は多目的利用が可能
山中湖スポーツセンター

概裏説明
展望もあると思う︒

工芝のため︑多目的利用の

子でボールけりしたり︑人

宿を中心とした旅館経営を

間コートの下は土か︒

私はスポーツ合

しているが︑最近はテニス

ミニサッカーに目を向けた︒

で︑他のスポｉツを考え︑

利用者が減少している状況

ある︒しかし冬霜関係があ

境にマッチしていることで

土にしたというのは自然環

センター答

そのとおり︒

５人でできる手軽さ︑最近

らの参加チームのべ２千チ

で挙行され︑今年は予選か

ーもつき全国大会も当施設

れている︒昨年はスポンサ

桂スポーツ少年団も利用さ

会人の方々が来ている︒西

小学生から４０−５０ 歳 の 社

きはＵ字溝を流れる︒

浸透する︒ただし大雨のと

センター答少量のものは

間 雨は浸透するのか︒

ため維持費はかさむ︒

がかかる︒しかし寒冷地の

リートはひざとか腰に負担

を混ぜてある︒またコンク

の人気スポーツである ︒

ームで︑決勝大会は７３チー

問人工芝の下にはクッシ

レジャーとスポーツを目的

環境に恵まれたこの地に

になっているので︑また全

コート全体がかまぼこ状態

センター答入っていない︒

９日説会運営委員会

◇運営方法決定

蝸日全員協謝会

本会謝開会

◇運営内容確認

◇会期の決定

麦西議録署名議員指名

◇閉会中の委員会継続調

査報告＾総務委員会︑建

設文教委員会︺

︵議案４０−５０︑承認第６

◇町長議案一町長一括上程

−ｕ一

一括説明

◇決算監査報告

一括質疑

各常任委員会付託

本ム萎散ム酉

連合審査ム酉

一含む請願２一

◇付託議案審査

２５日全員協識会

本会醐再開

◇運営内容確認

告＾議案４０−５０︺

◇付託議案総務委員長報

一括質疑・討論・採決

本ム姦散会

◇付託議案審査

連ム□審査ム酉

総務委員ム酉

◇所管事務調査

◇運営内容確認

３０日全員協識会

一１２一

るので︑地盤改良という薬

ムで盛大に行われた︒

ョンが入っているのか︒

センター答薄いフェルト
が入っている︒

に家族連れで訪れるお客さ

体に勾配をとってある︒ま

地下に水抜きがあるか︒

んもある︒小さいお子さん

たフェルトにも溜まる︒

間

を人工芝で遊ばせたり︑親

経営者｛右端）より説明を受ける議員

イベント広場としても利用される

１１人制のサッカー

公営ミニサ ッカー施設の状況は
（調査）

（結呆）運動公園から転用 、人工芝の下は土が疲れなくて良い

轡場

伊
静閾

海

雄＼雛 三島

至名古屋

グランドホッ ケーとの併用や施設の移動も可能

兄／原

蘭

ｖ

咽

長泉町教育委Ｑ会

この製品︵ＦＲ

Ｐフェンス︺は三菱重工の

委員会答

概要説明

製晶である︒そして東京産

運動公園をミニ

サッカーに転用した︒施工

業がこの製晶を扱っている

ということである︒

業者は東京産業欄︑人口芝︑

フェンス︑このフェンスは

委園会答

間人工芝の下は﹁アスフ

ている時は人の力では動か

ひいていない︒砕石で平ら

ＦＲＰフェンスと言って︑

ないようになっている︒逆

にし︑その上に砂をひいて︑

ァ■ルトはひいていないか︒

に水さえ抜けば移動が可能

その上に砂が動かないよう

中に水が入っている︒入っ

となる︒人工芝は移動可能

に特殊なサンドロック層を

アスファルトは

なので︑他に用地があれば

設けて︑そして人工芝をひ

いている︒試合をしていて

全体移動が出来る︒

このグランドのフィール

も︑途中で足に負担がくる

ある︒総工事費は消費税を

５００円︵消費税込み︶で

事を施工し︑４７８万９千

委員会答

は可能か︒

また破損部分の部分的修理

問

ということはない︒

ドの寸法は幅１６ｍ︑長さ３６

ｍである︒工事費の計が３

千２００万円とそれに消費
税がついて合計３千２．９６

含み３千７７４万９千５０

場を見ると︑１０年位が耐用

万円である︒夜間照明の工

０円である︒

年数と思われる︒部分的な

人工芝の耐用年数は︑

間業者が東京産業と一冒っ

取り替えは可能である︒

人工芝のテニス

ていたが随意契約というこ
とで︑１社きりなのか︒

本会議再開

査報告︵総務委員会︺

麦五期中の委員会事務調

◇付託議案総務委員長報

一括質疑・討論・採決

告︵承認６−９︺

長報告︵承認１０︐１１︺

◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論・採決

◇議員発議上程

一発議６一

説明・質疑・討論・採決

◇一般質問

高尾嘉一議員︺

＾滝口憲一議員︑

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

員会一

委員会︑議会広報編集委

本会諏閉会

あなたの

請願・陳情は

﹁道路予算確保に関す

採択と．なりました

請願２

る意見書﹂の提出を求める請

願

一１３一

半
島

塑磐
。。

！御殿場線

足柄

長泉町のこ案内

