を新たにしております︒今

り︑私共はこれらの諸課題

い大きな課題が山積してお

いずれもゆるがせに出来な

立しました介護保険料等︑

いりますと共に︑町民の皆

の権威をますます高めてま

が築き上げてこられた議会

議会の歴史の中で先輩議員

滑な議会運営を心がけ︑町

げます︒﹁１年の計は元且

新春を迎え︑お慶び申し上

町民の皆様︑平成１０年の

島根県沖日本海でロシア船

てきました︒昨年−月２日

の周辺にまで影響を及ぼし

れがそのまま私たちの生活

重大な出来事が起こり︑そ

昨年も激動の１年でした︒

とは重要なことと思います︒

返り新年の計画を立てるこ

の区切りの時に昨年を振り

て良い年でありますように

最後に本年が皆様にとっ

話題でした︒

行士の快挙も少ない明るい

宇宙遊泳を果たした土井飛

選手︑スペースシャトルで

出場の原動力となった中田

県内関係者でサッカーＷ杯

話題が多かった訳ですが︑

金融破綻︑景気低速︑暗い

薯竈
運合審査会 ・議案審査

道路体系の整備︑また昨年

新年明けましておめでと
に向けて積極的に対処して

様に親しまれる開かれた議

後とも民主的かつ公平で円

うございます︒町民の皆様
いく責務があると認識して

１２月国会において法案が成

には輝かしい希望と期待を

会を目指して努力をいたし

今後とも格段のご指導ご

おります︒前田町長が提唱

進展を注視し︑町民全てが

協力を賜りますよう心から

もって新春を迎えられたこ

新世紀の幕開けが間近に

幸せを享受できる豊かな住

お願い申し上げ︑町民の皆

てまいる覚悟であります︒

迫り新たな時代を迎えよう
みよい町づくりを目指して

様のご多幸とご健勝をご祈

しております活・活西桂の

としているとき︑地方分権
創意工夫を重ね︑町民皆様

念申し上げ︑新年のごあい

ととお慶び申し上げます︒

の推進︑防災対策の強化︑

のご期待に応えるよう決意

さつといたします︒

にあり﹂とは古い言葉です

籍タンカーが沈没し︑重油

お祈り申し上げ︑新年のご

碧ヨ竈

置費助成を追加計上する︒

なり追加し︑老人ホーム措

し疾病の状況により増額と

乳幼児医療費助成事業に関

り事業で変更が生じ追加し︑

上である亡また桜の里づく

ーションを設置する予算計

保育所の３ケ所にゴミステ

経費を追加︑小・中学校と

は︑小学校の通学路整備の

概要説明 歳出の主な内容

問

８名となっている︒

のベットで１１名︑リースで

し者は１９名で︑うち町有分

住民福祉課

トの利用状況は︒

たきり老人等への療養ベッ

問

指導を徹底する︒

どの事故防止は︑児童への

学年齢児の桂川への転落な

で事業化したい︒小学校低

平威９年虜一胆会計第４号補正予口審査

問 土木費道路橋梁費︑桂

し希望者は増加傾向にある︒

道小沼中央線より桂川管理

前購入や使用済み療養ベッ

町有のベットを増やし︑白

高齢化の今日︑貸し出

現在の貸し出

民生費老人福祉費︑寝

川管理道の整備に伴い︑町

道へ小学校通学路を変更す

トの寄付など協力をお願い

国民健康保険会計予算によ

住民福祉課 今回の補正で

する必要もあるのでは︒

るための条件整備は︒

○掌喀への−入豊●は

口通路の敷地境界確認のた

保のための土地買収費と出

今回︑通学路への進入路確

通学路変更を望んでいる︒

教育長 学校︑保護者とも

所得審査などにより貸し出

い︒今後は希望者に対して︑

れる等︑協力を呼びかけた

クラブからの寄付も見込ま

来年度は三ツ峠ライオンズ

次計画で増やしていきたい︒

る購入を計画している︒年

めの測量設計委託料を計上

し決定を検討したい︒

一叢１０書尼□竈化

した︒平成ユｏ年度当初予算

２■

−

産業振興︑教育文化の充 実 ︑

新年明けまして

が︑昨年と今年は一瞬の継

回収のため大勢のボランテ

あいさつといたします︒

世相は銀行・証券会社等の

続です︒私たちは目先のこ

ィアの尊い活躍を見ました︒

おわでとうごぐいます

とにとらわれがちです︒こ

議員 ・町長等の平成１０年３局期末手当
引き上げを見送り 、全議案を可決

専．

；︒

．

垂

・

＾．

（単位：千円）

平成９年慶の各会計補正額

．．．串

︑．

・．．・伸

．．

＃

申．．．．
．

・

︑・

◇運営方法決定

皿日議会運営委員会

１５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

査報告︵総務委貝会︶

︻１審む案件曇

西桂町国民健康保険

案例一５件

税条例の一部改正

謝案５１

よる生活困窮者への国民健

○県の指導により︑災害等に

◇町長所信表明

譲案５ユー５７一

西桂町営住宅管理条

西桂町職員給与条例

識案６０ 西桂町教育長の給与

は据え置く改正︒

手当に隈り︑町長︑収入役

○平成１０年３月支給の期末

び旅費条例の一部改正

議案５９ 西桂町長等の給与及

与を改正する︒

○県の指導により︑町職貝給

の一部改正

謝案５８

いて改善を行う改正︒

公営住宅の供給方式等につ

い︑入屠者資格︑家賃制度︑

○公営住宅法の一部改正に伴

例の全部改正

諏集５２

康保険税の減免規定の改正︒

◇町長議案一括上程

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

◇付託議案総務委員長報

１９日本会議再開

一括質疑・討論・採決

告＾議案５ユ︑５３−５５一

◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論・採決

長報告一議案５２︐５６︐５７一

◇町長議案一括上程

譲案５８−６０一

一括説明・一括質疑

総務委員会付託

等及び旅費に関する条例の

◇議貝発議上程一発議ヱ

説明・質疑

一部改正

末手当を据え置く改正︒

○町長︑収入役と同様に︑期

総務委員会付託

本会議休憩

手当に限り︑据え置く改正︒

○平成１０年３月支給の期末

条例の一部改正

酬及び費用弁償等に関する

発議７ 西桂町議会議員の報

Ｈ議員発議﹈１件

連合審査会

本会議再開

◇付託議案審査

︵議案５８−６０︑発議７一

◇付託議案総務委員長報告

一括質疑・討論・採決

◇一般質問︵牛田茂議員一

３−

１

１

．．

１９億４千４８２万６

国民健康保険会計１号補正

ｌ１９万７

２億７千３２５万４

職員人件費 、介護用ペット購入費等迫加

議案５５

グリーンセンター 会計１号補正

２０万８

２千９９０万７

臨時職員賃金減額 、職員人件費追加

議案５６

簡易水道会計２号補正

２９万７

６千４７５万６

職員人件費追加

議案５７

下水道会計２号補正

７６万ユ

２億４千ユ０７万６

職員人件費追加
議案５４

．．

櫓原啓

新峠

．．卑謹

一般会計４号補正

２千５８７万Ｏ

別記 、職員人件費追加

議案５３

歳出内容説明
補正後の予算総額
額
正
補
計
会

平成
永田富幸

年
賀

英

今年も町勢発展のため

す
議員一同がんばります

グリーンセンター 横ミニサッカー 場予定地

護岸工亭着手柄杓流河川公園・ 県へ移管終了冨±吉田西桂線

ダ嚇螂

た︒またオートキャンプ場

責任は我に帰属するものと

公園から憩いの森公園まで

＾仮称柄杓流河川公回︾

平成９年ｕ月定例議会の
自覚し︑事の執行にあたら

って実施する計画で︑本年

現に向けて取り組んでまい

の延長約２ｈに︑桜︑もみ

本格的な植栽については平

開会にあたり︑所信の一端
ねばならないものと認識し

度は︑去るｎ月３０日に多く

税収の落ち込みや緊急経済

りましたが︑三ツ峠周辺整

じ等の低木類︑合計２千本

建設予定地の左岸側につい

を述べ︑活活西桂の建設の

ております︒私においては︑

の町民の参加をいただくな

対策による新たな歳出増は︑

備における事業展開や県道

を植栽いたしましたが︑次

都留土木事務所において︑

ため︑議員及び町民各位に

活力あるまちづくり＝心の

かで植樹祭として実施する

地方交付税に少なからず影

富士吉田西桂線など数々の

年度においても更に植樹を

成９年１０年度の２ヶ年に渡

ご理解ご協力を賜りたいと

豊かさが享受できるまちづ

ことができました︒一一一ツ峠

響を及ぼし︑国費負担を地

局面において議員︑住民各

行い︑三ツ峠の豊かな自然

ても︑都留土木事務所より︑

存じます凸

くりを目指して活活西桂を

グリーンセンター横の農村

方や国民に転嫁する種々の

位から後押しとなるお力添

と美しい景観を助長させ︑

平成９年１１月３０日実施 、第２回植樹祭

護岸改修工事に着手しまし

我が国の経済情勢は︑長

掲げ︑平成９年度もその実

制度改正にも拍車がかかり

いをいただき︑誠に感謝に

４−

−

引く景気低迷により政府の

かねないと危慎するところ

事業効果を高めてまいりた
いと考えております︒土地

堪えない次第であります︒

ではこれより活活西桂建

であります︒また︑金融機

関の相次ぐ破綻は︑日本版

所有者︑関係各位のご協力

たところであります︒

現在︑造成工事に着手し

︽ミ一一サツカー蜴建股︾

第であります︒

設のための執行状況につい

＾三ツ峠周辺整備箏簑ｖ

ビックバンの幕開けを目前

のとなってしまいました︒

まず桜の里づくり事業は

に心より感謝申し上げる次

今後規制緩和が進むにつれ

平成８年度に憩いの森に若

て申し述べます︒

て︑地方公共団体において

干の桜植栽を行いましたが︑

に︑不安心理を助長するも

も地方分権の代償として︑

え

ミ一一サッカー場造成

１２月定例会本会議

繕務 常 任 委 貫 会

（調査）三ツ峠周辺整備事業 ・アクセス道路計画の進捗状況は

（結果）憩いの森公衆トイレ移転へ ・各計画の甘さを指摘

２号線の拡幅を実施する︒

他の電力確保も検討したが

先進地の施設調査を早急に

沢公園下の柄杓流公園等に

め憩いの森公衆トイレを大

実現が困難である︒このた

実施し︑事業計画に基づき
移動を検討している︒

失敗例も含め︑

概算収支報告書を作成し︑

委員意見

委員意見

企画振輿課概要説明
報告されたい︒オートキャ

の準備不足が原因で電力確

オー

トキャンプ場予定地の河川
ンプ場︑柄杓流川公園とも

周辺に整備された堰堤があ

保が出来なかったため︑今

事業化の段階で

改修工事は︑都留土木事務
所より︑平成９年度中に護

回の困難な状況が生じた︒

移動はやむをえない処置で

っても災害が起こる可能性

があるため︑上流部の整備

岸改修工事を実施する回答
を得た︒敷地内の大蔵省管

いただきたい︒

企画振輿課概要説明

ネル案について３案の工事

トン

あるので︑早急に実施して

関係

を要望する︒

企画振輿課概要説明

轄の国有地は︑町費をかけ

ず︑河川の敷地として建設
省に移管した後︑無償の使
用貸借協定を結び利用した
い︒柄杓流川公園建設は︑
県事業として平成１０年度よ

地主の要望が実現困難なた

費は︑共に１０数億円が予想

される︒土地取得費は金額
に入っていないため事業費

は更に多くなる︒これが最
終案でなく︑今後も検討す
る血

委員意見莫大な経費がか
かるので︑単なる道路整備
では町民の理解は得られな
い︒中学校裏山の開発と三
ツ峠アクセス道路とをセッ

トにして検討する必要性が
ある︒

本年度中に護岸改修工事に
一．■１

着工予定と聞いております︒

り︑今後のソフト環境の整

台体制が整ったところであ
一⁝

一罰

聖一

■．

茱一

⁝一

■一

茱一

一

茱一

茱一

配備をもって︑職員−人−

＾県遁富士吉田西桂線︾

備の取り組みについては︑

一−■一

王一
茱一

長年に渡り懸案の県道の

行政システム化計画が示す

■■

路線認定︑区域決定︑供用

とおり住民基本台帳システ

■．

開始につきましては︑平成

ムをかわきりに順次導入し

１■

−■

てまいる予定でございます︒

９年ｎ月１７日付けで山梨県

一；
茱一

■．

告示となり︑年内には確定

一罰
彗一

の運びとなりました︒供用

ご利用いただく町民各位︑

上町公民館の改修︾

︽庁舎︑東別館︑

いては︑上町地区の米倉か

開始となる道路の区聞につ

■． １■

罰一
茱一
罰一

−

議貝各位︑関係者には︑大

一胆
茱一

ら倉見地区の中央道沿いを
一出
罰一

柿園地区の四方内までの間

した︒庁舎については約３

変ご迷惑をおかけいたしま

一Ｈｕ

であり︑延長約３千２００ｍ

一±
副一

罰一

一出

ｕ

千８００万円をかけて︑１０

■． ．■

■． ．１

．■

．■

ただき︑３月末までに体制

を整えていきたいと考えて

０万円でｍ月３０日に完成い

上町公民館は︑約３千２０

て供用を開始しております︒

２階を主に町史編纂室とし

１９日に完成し︑１階を倉庫︑

千２００万円をかけてｕ月

舎東別館については︑約−

月６日に完成しました︒庁

であります︒この区間の町

一Ｈ

一出
罰一

道は︑山梨県管理の県道と

■
■■■■

■■ ．■

なります︒県道の整備及び

■■■■

■１．１

ルート変更等の今後の対応

■． ．■

■■■１

■■■■

については︑地元地区の

■−−■

■■

１ｌ■１

１ｌ■■
．■

方々及び地元の議会議員で

■■

■■■一

■．．一

．■

道路建設相談員となってい

■．

１ｌ

１ｌｌ一

．■

１ｌｌ一

■．

１■−一

．■

■■１一

■．

一；
一；

︽防犯灯の設置︾

たしました︒

︽０Ａ化の推進︾

られた行政課題であり︑平

では︑次年度を最終年度と

予定です︒設置の全体計画

１２月中に本年分工事を終了

各地区の主要道路では︑

西桂町行政改革大綱に掲げ

ＯＡ化推進については︑

おります︒

一；

一；

⁝一
⁝一

成９年３月のパソコンの第

します︒

■一

−次配備︑１０月末の第２次

⁝一

一；

５−

■

彗
； 罰
； ；

め交渉は打ち切りとしたい︒

移転を検討 、憩いの森公衆トイレ（右側擬岩）

り３ヶ年事業で︑流路工及
び護岸の整備と町道＝一ツ峠

、．

； ； ；

；
彗

； ；

／
一．

葦駄． 止瓜・
∴．
・

︑．

■．．

．

．

．廿．

＃．

．． ・

・﹂

︑・︑＾

ｊ

﹂甘．

． ．．１

．・．．一

ｏ ｏ

・．＾

．＾

一一

．一

・

一一

一ニヅ峠アクセス邊路口殴

口用がかかｏすぎるのでは
ルートを検討し︑調査を目ね
１０億円以内で箏業化したい
回らない施策を講ずる必要
がある︒

適な交通アクセスのため︑

ある三ツ峠周辺地域への快

は︑町の唯一の観光資源で

う︒財源が厳しいおり︑金

促進するという理解かと思

事は１０億以内で道路計画を

う仮算定を示された︒この

が出来るのではないかとい

また下暮地地区住民の生活

のかからない道路整備が図

クセス道路について

道路として必要不可欠と判

られれば︑議会としても賛

巾剛

長仮称小沼三ツ峠線ア

断している︒委員会事務調

成の意を示さなければいけ

三ツ峠アクセス道路

査において︑担当課より数

ないと感じている︒

万︑３案は１９億とされ︑障

約１４億円︑２案は１３億 ８ 千

費のみで︑１案については

計画においては工事

害物として２案は町営住宅

案を説明したが︑この事業

指示したところである︒

急に検討するよう担当課に

に別のルートについても早

経費がかかるわけで︑さら

億以下でのルｉトを検討し

である︒私はあくまでもユｏ

たが︑５案の内３案の数字

回凹企画振興課で発表し

柄杓流河川公圓は

柄杓流川公園については

町の総人口４千９００名で

の新規公園計画が適切であ

るのか︑更なる検討が必要

ではないか︒

ｍ︸

については︑私は三

長仮称柄杓流河川公園

ツ峠周辺整備事業計画の中

で生き物ふれあいゾｉンと

して︑大沢公園と仮称柄杓

流河川公園を位置づけ︑オ

ートキャンプ場の付属的施

設としての多くの利用者が

見込まれる事から︑県関係

機関に強く要望している︒

現在工事に着手しており︑

事業執行については︑町の

要望も多く取り入れていた

だいている︒平成１０年度以

降の事業についても︑町内

外の利用者が安全で利用し

やすい公園を作っていただ

くために︑さらに県関係機

そいる︒それには地質調査

いては既存の公園の利用状

関に対し強く要望してまい

昨年９月の総務委員

が済まなければ数字が出て

公園等︑一さくはラ

況等を踏まえ︑慎重に検討

していく︒

今後の新規公園建設につ

る所存である凸

会で町長は︑この道

こない︒岩盤が多いと恩わ

ンランランド︑桂川大橋各

現在憩いの森︑郷土
路計画はおおむね１０億円く

れ︑１０億円以下になると考

公園があり︑柿の木公園の

︑
らいを想定され︑補助金を

えているが結果がでるまで

問

５億︑町の持ち出し金額が

仮称柄杓流河川公園予定地（右側土手下〕

完成年度も間近である︒

他施設との相乗効果が期待出乗る
お待ち願いたい︒

コ﹃■問−

籟杓漬河川公團などの
竈螂の公■はもう目５ないのでは
５億円くらいであれは事業

６−

−

■ −

− −

．

２棟︑集会所−棟︑終点部

長２０億円という数字を

牛

の執行に当たっては大変な

民家及び物置とあり︑３案

には終点部民家物置・墓
地︑１案が終点部民家物置
と聞いている︒

１案を視野の中で仮算定
すると︑土地購入︑民家物
置等の保障で約５億円と合
計約２０億からなる予算が算

定される事業と思われる︒
大きな財源が必要な事業で

Ｊ

「

十
．ｔ

裁

いつ ぱん

問
あり︑後々の子孫につけが

問

一一
一一

」＝
■

缶
｝．

一一

竈甘回の目槍討宕

厳しい社会状況下︑口循も臼めて
中 掌 校 口山

成のストップ︑それぞれの

倉山の開発では厳しい状況

３分のーの３００台とした

○台とし︑当町の予定数は

レｉション施設︑優良企業

ためのスポーツレク

都市住民との交流の

階である︒開発による町の

るわけではなく︑構想の段

私としては決定をしてい

捗状況の説明によると︑県

委員会によるオート

複数の施設を調査した結果である

営丘の公園を視野におき４

キャンプ場計画の進

暇制度の普及やマイ

いるところである︒

するものとして取り組んで

グリｉンセンターが活性化

複合的利用により︑三ツ峠

仮称杓柄流河川公園等との︑

ミニサッカー場・桜の里︑

の中でも中核をなす事業で︑

づけた＝一ツ峠周辺整備事業

西桂建設の重点施策に位置

私が提唱している活・活

負している︒

見込みを試算した結果と自

を調査し︑当町の年間稼働

前調査の件は︑複数の施設

る計画である︒ご指摘の事

地域住民との交流の場とな

設として︑また都市住民と

高まりにより︑白然体験施

因と若者の野外活動指向の

カーの普及など社会的な要

巾則

長週休二日制．夏期休

得ないものである︒

では調査不足と言わざるを

景観との異差−格差の評価

の公園の景観と当地山間の

を指摘せざるを得ない︒丘

計画説明は事前調査の甘さ

下の中で対象職種を製造業

いうことである亡その中で

事業が完成後入居が促進さ

中学校裏山開発計画につ

スポｉツレクレーション施

まで広げ︑山梨ビジネスパ

いて︑３万坪で仮算定をす

設についてはグリーンセン

れていない現状を見る中で︑

ると緑地帯道路で２０％が利

ター全体を見直し︑検討さ

ークにおいては分譲価格を

国・県では時代的課
用されると思われる︒土地

れ有効利用の必要があるの

開発事業がいかに困難な事

題に対応し必要度に
及び造成費で！０から１５億以

ではないかと感じる︒経費

引き下げる方針も固めたと

基づく取捨選択を実施す ぺ

上の予算も想定され︑予想

をかけないで町長が提案す

業であるかを感じる︒

く路線の転換を図っている︒

第−工区においては景観上

るスポーツゾーンもその地

呵の活性化のため開発は必害

大月市ＪＲ猿橋駅裏山の開

からもスポーツ施設・企業

域に出来るのでは︒

辺の遊休地またテニスコー

都市住民との交流の場となる施設

月からｕ月までで延べ９６

７■

開発冒負担は土地売却代による

発事業︑都留市宝地区の住

誘致が危倶される︒更に検

長牛田議員の指摘は支

本計画の素案を作成中であ

トについては︑周辺にオー

箏前冒■嗜が甘いのでは

活性化︑また財政収入を図
っていきたい︒

問

問

宅開発促進事業︑富士吉田

討され︑計画事業の凍結︑

が入っていない︒あくまで

出のみで︑売却収入

を講じていただけるか︑町

も公共用地を残して収支均

■口

長のご所見を伺う︒

等が取れるようにしたい︒

る︒私としては今後地質調

トキャンプとかミニサッカ

またグリーンセンターの周

査等を実施する中で︑調査

ー場が出来て︑状況を見て

おいて基本構想・基

緒果を見ながら慎重に実施

その段階で検討したい︒

県オ■トキャンプｏ■竈のみでは

コ﹃■問■
していきたい︒

−則

長現在︑企画振興課に

あるいは断念も視野に対策

］
の誘致雇用機会の拡大等を

図る構想であるが︑県の米

問

１

市の繊維産業の工業団地造

開発が検討される中学校裏山

オートキャンプ場予定地

員会
委

任

務常
繕

（調査）三ツ峠グリーンセンター事業の現状は

載料は高いが︑交渉してみ

１ １

■

１

︒＾

︑︑
１

．︑〆

︑ 一

レ

．﹂

＼

︑︐＼

ｉ

ば赤字ではない︒今後サｉ

現状では人件費を別にすれ

につながったと考えている︒

たので︑概ね︑町の活性化

センター答町に４社でき

必要ではないか︒

、

ニスも含めて︑ＰＲの広告

問

たい︒また大学は予算の範

、

少している︒

委員意見

を出した影響と思う︒

スコートは会社の福利厚生

堂経費等事業別に明細をお

減少原因について︑テニ

事業で使用したが不況によ
知らせ願いたい︒

後日︑歳出の食

る滅少︑また隣接市町村に

トの籟用は
テニスコートについて

テニスコ
問

他村の民宿のように︑ミニ

企画振輿課答

ーミナルヘの広告掲載︑大

囲内で計画を考えたい︒

、■ ・・

ビスを検討する必要がある︒

朋

餉

１月

１！月

利用客が流れた︒水販売は

卸については参入業者が増
え︑小売については送料が

食堂収入の経費につい

高いためである︒

間

また今年度武道館利用が大

ー場建設が三ツ峠周辺整備

︐︑︑

学のサｉクル等にＰＲを積

問 町内に民間業者が育っ

＼

１０ｏ

１１月

１０月

朋

サッカー場等への転用を考

幅に伸びた理由は︒

事業の一環で行われるの

■︑へ

一一

一■

．︐
︐︑ ︑

︐︑
︑ ︑︑

﹂

■
︐
■

極的にすべきである︒

たので︑町による水の販売

バスターミナルヘの広告掲

センター答専門誌４社へ

■

て︑光熱水費︑人夫賃等が

センター答経費について

で︑それらの利用状況等を

えたらどうか︒

は︑歳出の賃金︑需用費等

踏まえ検討する︒

あるが︑明細を示されたい︒

に他の経費と一緒になって

委員意見

ミニサッカ

いるため︑賄材料費のみ提

及びグリーンセンター事業

三ツ峠周辺事業
示できる︒武道館利用の伸

、

は今後廃止の方向で検討が

８■

■

。

２ 約いユ が研町が７く食９道剣
握点姜今ム駕篇塞貫尺警叢震碧碧

、

ノ

Ｙ

直しが必要である 。事業の展開にあたってはテ＝スコ
ートの利用変更も視野に入れて 、町民の希望をよく聞
いて住民福祉に寄与する方向で取り組まれたい
また委員より「食堂経費の明細の幕提出 、バスター
ミナル等への広告掲載等 、Ｐ Ｒの強化に努め 、また町
民体育館の検討をお願したい 。」との意見が出ている
。

量；達警÷ボ暮理番衰蓼叢薫讃

＼
、

／

ヨｏ□

朋

５月

岬

ｘ

呈ｏｏ

びは今年度雑誌等に水ニア

スコートの利用変更も視野
に入れ︑町民の希望を聞き︑

住民福祉に寄与する方向で
取り組んでいただきたい︒

拮ｏｏ

広告を出した︒都営バス︑

都営バス︑新宿バスタ

伽

べ

５００

の展開にあたっては︑テニ

グリーンセンター 研修棟にて委員会実施

グリーンセンターの業績は悪化しており 、早急な見

用に水はしは方が８し入に利宿セ
月てがつ用がン
に減の近て町が
お少販年い内利そにい例いに宿タ
いし売徐るの用れつる年て影泊１
て
に々 。会し以い 。には響 ・所
もてつにバ社て外て武比宿ｋ食長

。

業績は悪化している
、

（結果）テニス利用や水販売の減少等

︺
︷

町区

﹁上町子供みこし﹂とは
上

して地域の繁栄を祈願して

たちの楽しい行事の一つと

みこしが存在し︑毎年子供

の地区ごとに何台かの手供

を先頭に青年１５名程より寄

員の出席の中︑浅問町組長

小中学校ＰＴＡ・育成会役

され︑上町区役員︑上町の

て子供みヒし寄贈式が挙行

みこしの休憩台も仕上が

製作グループにお願いをし

こしを寄贈してくれるよう︑

い財産と言えるでしょう︒

子供みこしは︑上町区の尊

の︑５０如の八角形の手作り

上町区の繁栄を祈願して

将来ある子供たちのため︑

かった労力は無償でした︒

須君を中心とした制作にか

住民の寄付でまかない︑白

と浅間町を中心とした地域

１２万円弱︑青年たちの資金

製作費用は材料・装具で

を行うことなりました︒

１５目の大神宮祭典で︑渡御

存会設立を決定︑毎年９月

もたれ︑上町子慎みこし保

法︑保存についての会議が

総代長のもと今後の運営方

各種団体が出席して︑氏子

６月１２日夜︑上町区内の

全員で誓いました︒

切に使用することを出席者

手作りのみこしであり︑大

が７ヶ月をかけ完成させた

れました︒地域の青年たち

贈を受け︑公民館に鎮座さ

の渡御が行われています︒

上町区にあってもこの子
供みこしの実現を思いつつ

も果たせませんでした︒し

フトボール大会慰労会の席

資料提供

上町区にあっては平成９

上︑上町区の隣保組︑浅間

かし平成８年夏の事業別ソ

年９月の秋祭りに地域の青

町の青年グルｉプ全員で子

持ち上がりました︒もちろ

年たちの手作り子供みこし

方の好評を博し新聞にも大

ん全員が仕事を持つ身であ

供みこし共同制作の話しが

きく取り上げられた事は周

れさせるとともに︑完成へ

作業も大部分が出来あがり︑

を迎えて小沼浅問神社の祭

みこしの形は浅閻神社と

本体の色合わせ・ペンキ塗

上町区ではこの子供みこ

の執念を感じました︒

同形の八角みこし︑資金は

料︑担ぎ棒の寸法と︑白須

し受け入れについての話し

典の頃︑子供みこし作りの

全員で出し合い︑製作担当

君を中心に製作グループ全

合いが持たれ︑上町区の管

みこしは手作りで

があります︒

た以上完成まで全員に責任

り素人であります︒決定し

の渡御が挙行され︑多くの

完成した上町子供みこ□

知のとおりであります︒

上町に子供みこしを
ふるさと作り︑地域おこ

しという言葉の中で︑町内

は白須良治君に決定しまし

員が手を染めての作業が続

子供みこしは区に寄則

た︒手始めは資材調達です

で金銭も含めて調達し︑以

り︑飾り付けも始まり︑日

ました︒平成９年６月８日

理下にある大神宮に子供み

後白須君は勤めの傍ら黙々

ごとにきれいになっていく

午後−時︑旧上町公民館に

．きました︒

と完成を目指して取り組み

みこしは︑全員の苦労を忘

が平成８年ｎ月中旬に全員

ました︒翌９年桜咲く季節

９■

■
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鰯ｏ砂召赦

大雨の中 、元気に担ぐ子供たち

