役場庁舎改修計画に水

道課事務室の整備とある

問

教育委員会の委員の

専決処分事項の報告

○法律改正に伴う職員の母子

一部改正

間︑休暇等に関する条例の

議案− 西桂町職員の勤務時

﹇条例﹈１２件

計補正予算５号議定︶

＾平成９年度西桂町一般会

承認−

﹇報告﹈１件

員選任につき同意を求める

同意２ 固定資産評価審査委

任命につき同意を求める

同意−

一同意一２件

︻審竈案件：

・住民基本台帳と町税のシステム化−

連合審査会 ・議案審査

仮称じ舳⁝の木公園への

帽決

醐１胴 ■膿湘○

が︑広くより良い環境にし

たらど・つか︒

構造上問題が生じな

町長
総務費計上︑公園等の

間

いよう検討の上︑広げる方

竈れないように

何々のデータ■が

向で改修したい︒

借地の借上料が昨年と同額

関係地主との協議の中

計上となっているが︒

町

で借上料の値下げを要請し

たが合意に至っていない︒

問

鋭意努力していきたい︒

問公園の利用状況につい

委託の内容は︒

固定資産基礎資料作成
て把握しているのか︒

平成１２年度まで

総務課
特に利用状況は調べて

町

に︑納税者へ固定資産の課

治省より指導を受け︑航空

税明細の提示を行うよう自

いない︒利用状況の把握に
努めたい︒

意見

写真撮影︑地番図作成等の

公園経費と比較検討
し︑コスト意識を持って施

委託費であり︑平成８隼度

︑

から３年計画で行なってい

設の維持管理に努めてもら
いたい︒

２−

■

−富士北麓地域共同火葬場建設

仮称 ・柿の木公園の建設状況を視察する町議会議員

県道富士吉田 西 桂 線 の 整 備 を

る事業である︒

除菌の委託である︒

入れ︑草刈り清掃︑砂場の

意見

意見

個々のデｉタが外部

に漏れないよう︑厳重に管

その周辺を清掃することは

算に比べて５・２％のマイ

討論を行います︒前年度予

計予算議定についての賛成

平成ｍ年度西桂町一般会

きかけを行っていただくと

県に対して早期に強力な働

西桂線の整備に向けては︑

であります︒県道富士吉田

活躍を期待しているところ

といえましさつ︒町長のご

れる大切な時期にある予算

がいよいよ町民の前に示さ

西桂建設の各種事業の全容

平成１０年度予算は活・活

の委託は１５名である︒

を受け入れており︑管外へ

住民福祉課

何人か︒

育所に措置されている人は

る人︑町の方で町以外の保

外の方で町に措置されてい

管外委託金が多いが︑町以

間

だきたい︒

するよう指導に努めていた

団地入居者が自発的に清掃

町民の多くが実行しており︑

自分たちの住む家と

理されたい︒

ナス計 上 と な る 当 初 予 算 で

ともに︑町の事業実施にあ

２５日本会議・賛成討論

あります︒歳入は町税にお
たっては︑綿密かつ慎重な

民生費計上︑保育所の

いて景 気 低 迷 の な か ４ 億 円

事業計画と早期かつ着実な

費を計上しました︒

余りが確保される見込みで

事業実行を切にお願いし︑

が変わるのでは︑若い共働

問収入額によって保育料

公園に通じる進入路確保の

建設課 倉見側より柿の木

費の内容は︒

ため︑道路敷地と桂川にか

健康管理の勤務条件の変更

の一部改正

議案２ 西桂町職員給与条例

○特定幹部職員の期末勤勉手

当の支給率の変更

改正

議案３ 西桂町税条例の一部

○法律改正に伴う町税の特別

減税等の実施

税条例の一部改正

議案４ 西桂町国民健康保険

○法律改正に伴う字句追加

遣手数料条例の全部改正

諏案５ 西桂町家庭奉仕員派

西桂町立保育所入所

○県の指導により字句訂正

訟案６

措置条例の全部改正

○法律改正に伴う入所手続︑

西桂町乳幼児医療費

保育時問等措置基準の変更

議案７

助成金支給条例の一部改正

西桂町重度心身障害

○法律名改正に伴う字句訂正

けるつり橋の敷地となるた

割７０％︑均等割３０％である︒

にもち米とうるち米を半々

用した︒中学校では学校田

正

西桂町老人医療費助

西桂町廃棄物の処理

乍５ぺージに続く↑

の運用方法の見直し

○リサイクル法施行に伴う町

部改正

及び清掃に関する条例の全

諭案１１

○法律名改正に伴う字句訂正

成金支給条例の一部改正

護案１０

○法律名改正に伴う字句訂正

改正

費助成に関する条例の一部

西桂町母子家庭医療

者医療費助成条例の一部改

町長

めの購入費用である︒

議案８

行の法律ではいかんともし

間

○法律名改正に伴う字句訂正

教育費計上︑学校費に

難い︒今は保護者が保育所

議案９

れているが︑どのような米

教育委員会

問

れるが︑衛生費計上の︑当

ては古代米というもち米を

を作っているのか︒

町負担金の算定方法は︒

作り︑赤飯として給食で使

土木費計上︑町営住宅

用した︒

間

受水槽︑植木の手

に作り︑家庭科の授業で使

建設課

の清掃委託の詳細は︒

小学校におい

町当町の負担金は︑人□

組合で火葬場建設が実施さ

富士五湖広域行政事務

を自由に選択もできる︒

学校田管理委託費が計上さ

保育料については現

ないのでは︒

きの家庭の子供が入所でき

管外より８名

あり︑補助事業に取り組 み ︑

私の賛成討論といたします︒

問公園費の公有財産購入

基金の運用と有利な地方債

︸

確保に努めるものでありま
す︒歳出は総合行政システ
ム化事業︑生活環境整備に

おけるゴミ収集日を増やす

事業︑三ツ峠周辺整備事業
により町の活性化を図り︑

柿の木公園建設では︑倉見
側からの進入路の用地買収

３■

■

仁
を活用していくことで財源

保育所虫歯予防教室

豊作だった小学生のたんほ

間

漏水調査の詳細につい

て説明願いたい︒

漏水調査は耳で聞

ｎ入した土螂で
水が出ない時には
町長

水道課
き取る調査で︑１０年度は高

んから条件を出される可能

試掘の後では地主さ

区の給水区域︑倉見・下暮
性が高い︒もし水が出なか

下水遺会計当初予算

岳垂甘姜

水道課 流域負担金︑公共

を︒

億円の見込となっており︑

ー国庫補助︑町の負担が２０

ては総額４０億円で︑２分の

墨

下水道事業の事業内容が流

起債でまかなうので概ね２０

当初計画の事業費につい

動的であるため︑現状では

億円程度の借入をしていか

問町民の下水道加入率を

なければならないと考える︒

確定した数字は算出できな

問 起債の将来的な見通し

平威１０年虜

蓄
い︒

平成１０年度下水道管布設予定の柿園地内現場

地の調査を実施する︒

った場合︑従来の水源地よ

りポンプアップを実施し︑

新水源井調査の結果︑

水が出なかった場合︑業者

貯水池として利用していく︒

間

に支払いはしないのか︒

問 公債費は現状で元金は

成功報酬という方

い・＼

！００％にしていくこと

が︑町の財源を確保する上

でも非常に重要と思われ︑

町民が負担する内容につい

て今から理解を求めていく

必要があるのではないか竈

水道課 審議会にお諮りし

て事業を進めていくととも

に︑広報により町民に対し

て理解を求めていく︒

意見 住民に多大な負担を

求めなくてはならないの

で︑事業内容について住民

への周知理解に努力される

ようお願いする︒

４■

■

水道課

方法を取っているか︒

一

いくらで︑どのような支払

程度掘ると現在の高区の水

水道課

借入総額はユ億６千万円で︑

一甘

法は考えていない︒ｌＯＯｍ

脈があり︑水が出る見込み

局等︑償還隼限は３０年間︑

問

償還中のため現在高ユ億２

借入先は関東郵政

で調査する︒

した後に土地売買の契約を

千３２０万円余りである︒

新水源の候補地を試掘

した方が良かったのでは︒

幽︑一

︑磯榊．︐

町地内簡易水道水源地の現況

｛８
○則

運合審査会 ・議案審査

平成１０年度下水道管布設予定の柿園地内国道

平成１０年度予算の主な事業
活・
活西桂建設のための重点施策

事

業

名

概

要

基

盤

予算（単位１千円）

整

小沼中央線舗装（新規〕、 通学路及び仮称柿の木公園進入路改良 、三
ツ峠２号線 コンクリート舗装 、三ツ峠２号線土留設置（新規）、 西桂
町道路建設相談委員会運営事業（新規）

１首路体系の整備

公共下水道管渠布設（柿園地区 ・第４処理分区内 、国道沿 い及び町

下水道の整備

道〕、

実施設計 ・認可設計委託 、補償費

生清の基盤整備

ゴミ収集委託 、資源ゴミ回収委託 、粗大ゴミ最終処分委託 、ペットボ
トル処理 、ＥＭ菌用生ゴミ処理容器補助 、ゴミステーション設置改良
補助 、生ゴミ処理ボックス補助

農林業の振輿

鵜箒Ｐ董薯壬萎具Ｌ尊鐵灘 試食会 ・プルーン苗木購入助成

産

業

振

３千０７５万３

１億２千８０６万Ｏ
１千４５０万４

異
５５万４
８１５万Ｏ

環

境

整

備

高齢者世帯家具転倒防止器具交付 、防災無線整備 、小屋の入防災対
策事業（土地購入等 、県による堰堤工事〕
親子防災教室（東京の防災センターの見学）、 防災倉庫整備
防犯灯設置工事（区要望分 、町施策分）
交通事故未然防止のためのカーブミラー 設置等

防災対策の充実

６８９万１
９４万１

１３４万５

、

総含行政システム化事業（住民基本台帳 ・町税のシステム化）、 役場
庁舎内装改修 、役場庁舎耐震強化（新規）

行政運営の機能化

福

祉

充

４千８３５万４

実

三ツ峠周辺整備事業（ミニサッカー 場逢成 ・桜の里つくり ・遊歩道

レクリェーション施設

整備（新規） ・オートキャンプ場整備（新親） ・憩いの森公衆用トイ
レ整備 ・登山道整備）、 仮称柿の木公園整備事業（倉見側駐車場用地
取得等（新規） ・公園ポンプ設置（新規）〕

の充実

新水源井掘削調査 、倉見西海戸道上２号線配水管布設 、倉見大菖道
上線配水管布設（新規）、 町道境線配水管布設（新規）、 町内漏水調
査（倉見 ・下暮地）（新規）
健康づくり事業 、乳幼児医療費助成 、その他保健事業
社会福祉協議会ヘデイサービスセンター 運営委託 、各種在宅福祉サ
ービス 、」人暮らし老人を支えるための小地域活動 、富士五湖広域
シルバー人材センターの活用 、桂 コミュニティ植栽事業（新規）

水道安定供給
社会福祉の充実

人
町屋主賀の偉制整債

材

育

１千６３２万０

２千９２６万２
４千２２８万２

成

千るさと夏祭り

一堆会参茄入１材１青成

．．．．．

摸境浄化慧識の高蕩

１憶９千１５２万４

一

条ヲ篶ン

樹ｉＴク

、ｊ

３５０万０

テ三→

ニジ享斗

教

｝

ジベニ

育

二分護曹：

系二多
シニ

蕎歩峯落辣壬

毒・ 多・ 今・ ラ断丙清幕二

・

文

化

．．．

世．

振

ミ

ヂニ振邊

・一・一…一・

洲蝪；Ｌ藷善全

１２０万４

．。．．．

１５万５

輿

文化交流の促遭

高山良策展の開催 、趣味を学ぶ各種教室 、社会教育学級 、生涯スポ

青少年非行防止対策

児童館運営 、放課後対策事業 、地域ぐるみ子育て支援事業（新規）、
青少年カウンセラーによる教育相談
Ｓ Ｓ Ｃ事業（授業支援者〕、 英語助手の活用 、母と子の食生活共同任蟻

６４０万Ｏ

ーツ教室

教育施設の整備
平成１０年度 配当事業経費 合 計

７３５万６

２８８万５

中学校建設整備（建設基金積立）

政籍る額案籍書め切る籍よ道号ｏ
径４

薦姦妄

ヨ

蓬嚢寡 ２易塞薙醤

溝籍１灘詐

す人し、提のじ

たな対載隣メ遣公り情

暮墓

寒蕗農

舗茗奔琵

５憶５千０５９万９

樗審あ
１賛請な

１誰１
鯛〕崔護萎

４１７万５

蕃請芒は

董姦鉦警狩また

一５一

初
予
算

正
予
算

の路
廃台
止帳

別

別

記

記

認備
定に

整

線
の
…珂

莇｛

疋
廃

り正簡

内
容
改
正

易
水
道
給

水

犬雪により若干の被害を受けた中学校体育館

グリーンセンター 横ミニサッカー 場造成現場

平威９年廣主な

補正予算

各醜金の欄立に１億１千万円余りを追加計上
千

会計名

補正額

補正後の予算総額

○基金租立金追加
１憶１千０３２万８千円
中学校建設整備基金 ・公共施設整備基金 ・土地開発基金の積立を行九
○し尿処理口追加
１干１１１万Ｏ干円
し尿処理場運営負担金 ・し尿処理場建設起債償還金 ・し尿処理施設設置負担金を追加す乱
○町誌編さん口滅額
△７９８万Ｏ千円
資料編未発行につき 、印刷製本費 、筆耕翻訳料等を減額する
○町勢要覧作成事業
３２９万７千円の繰越明冒午
平成９年度発行予定の町勢要覧を ・翌隼度への繰越明許手続きを取り ・平成１０年度に発行す乱
。

○基金租立金追加
４９９万９千円
財政調整基金の積立を行う
○国民健康保険税滅額
△１手３４２万１手円
。

医療費の支払い状況が安定し 、また老人保健拠出金が減少した事から 、保険税の引き上げを低い水準に抑えたた軌

蟹案１５老人保健法会計２号補正

△１千５５４万７手円

２億５千２０２万６千円

○医療詣口滅額
△１千５５４万７千円
医療費の支払い状況が低い 水準で推移したため 、支払実績に基づいて減額する

血

２千７８３万Ｏ千円

○享業口減額

△１８４万４手円

売り上げの減少に伴い 、支払実績に基づいて減額する

。

道川工内

１８一水桂設町

案一下

議一〇〇

○水道改良口滅額
△２７５万２手円
平成１０年度に新高区配水池で実施するため ・工事費における新水源井掘削工事分の減額

新

○下水道総務口滅額

。

△１千２００万１手円

桂」ｌ１流域下水道建設負担金の減額のため

。

○新設エウ，減額
△１千１４５万４千円
町内下永道整備事業にかかる ・設計委託料及び工事費の確定に伴 っての減額
１千６９ユ万５千円が支出

除・排雪の委託費として︑

等公共施設復旧費︑及び

的な大雪のため︑小中学校

説明

延べ６３ユ・５時間である︒

よりここまでの除雪時聞は

もとに算出した︒１月９日

建設課 時問当たり単価を

根拠は︒

問
除排雪委託経費の算出

鶉埋輻・尋＾婁萄曲ヰ︷垂萎婁蝿

された︒当初予算計上の除

間 時間での単価は人夫−

平成９年虜一般会計補正予口５号︵○決処分︶

雪経費の不足が生じたが︑

人当たりのことか︒

平成１０年ユ月の記録

緊急時であり︑專決処分と

建設課 人夫は機械に含ま

提示をしたい︒

なった︒補正後の予算総額

問

問 町勢要覧発行が遅れた

れており︑あくまでユ台当

おいて︑どのように有利な

原因は︒

は１９億６千１７４万−千円

起債をしたのか︒

企画振異課

たりの機械出動時間である︒

総務課 起債により元利償

主要事業である一一一ツ峠周辺

６■

となる︒

還金が生ずるが︑金額に応

整備事業の掲載に努力して

平成９年度一般会計補正予算６号

じて地方交付税に算入され

いた︒また掲載内容をぎり

三ツ峠周辺整備事業に

て一定額が交付される︒

ぎりまで最新のものにした

遅延理由は︑

問 町事業費の財源が不明

そろわず遅れてしまった︒

かったが︑大雪等で資料が

一般財源の持ち出し

瞭であるが︒

町長

を少なくすべく努力してい

る︒今後は確定した時点で

■

。

﹂一．

甲．

亭．

■ ■

■ ■

．一・＾

・

．一⁝

．

．一．︸

．．

Ｏ Ｏ

；

．．川
．．・甜

一一

冒老人８が利用しやすいよう

選挙管理委員会では︑高

て投票所をいきいき健康福

設置及びエレベーター設置

検討状況は次のとおりで

祉センターとしたところで

不在投票者は高齢者・女性

ある︒車椅子が通行できる

ある︒不在者投票における

齢者や障害者の方々の利便

スロープについては︑正面

庁舎利用については︑職員

について検討し︑結果とし

玄関︑裏出入口への設置を

体制及び投票所の秩序維持

が多いと思われ︑棄権防止

以上︑述べた観点からス

検討した︒正面玄関のスロ

という観点から役場庁舎が

性から︑前回の選挙におい

ロープ設置などの︑出入口

ープの設置は斜度がきつく︑

適当であるとの判断に至っ

て設置に至らなかった︒

の整備が急務ではないかと

上から眺めて﹁Ｕ﹂の字と

た︒また不在者投票者に便

の面と国民の権利義務の点

思うので︑町長に御所見を

なる距離が必要で︑駐車ス

宜を図るため︑申し出によ

役ｏ庁合出入ｏ回にス回■プ宿

伺う︒

ペースが少なくなる︒また

り︑車椅子の貸し出しや職

その他の申講である︒

第４に選挙のあるとき︑

からも重要事項である︒

長私が就任する前の平

裏出入口では︑一部を駐車

員が背負うなどの介助を行

庁舎の構造からスロープ等の

行政の効率化に細心

場にしている裏側敷地と出

うなかで対応している︒

設置は困難︑インターフォンを検討

の配慮をされ︑町民

入口を含めた大規模な全面

第ーに高齢化社会の現実

すべきであろう︒

てに階段がある事を注視し

は︑増築が建築基準法から

念した︒エレベータｉ設置

必要性と事業費の面から断

においても駐車場の確保の

者用のインターフォンの設

しなくてはならない︒障害

やすい役場となるよう改善

おり︑住民誰しもが利用し

慮は︑更に必要度を増して

装工事において︑スロｉプ

＾則成３年の庁舎防永外

サｉピスを重視されるなら

改修が必要となり︑いずれ

を直視し︑足腰に故障のあ

不可能である︒以上が当時

置を︑運用面を含めて検討

高齢者及び身障者への配

ば︑庁舎出入り口３ヶ所全

る方が非常に多く︑特にご

の検討状況であり︑現下も

婦人に多く見受けられる︒

する︒

土︑

同様の判断である︒

出入り口の整備を強く要望
されている︒第２に一般的
に公共施設の出入り口は︑
スロープが設置されている

状態が多い︒第３に町民が

役場に所要が多いと思われ
る︒例をあげると窓口業務

７−

−

︑﹂．．・

・．

一一

． 一一

・

一 一一

役場庁舎正面玄関

柑．
■．工

一⁝

ぱん

問
の中で年金関係︑証明書類︑

役場庁舎休日夜間出入口

＾

つ・︑︐
一＝

…
■

＾
一一

、

ｏ

し、

」

甜
＾．

＝
→」

．．
。｝．

甲．
・埋

呵民グランド蘭憤地１＝
呵民体育帽邊霞宿

健康で豊かな社会生

活を送り︑町民の交

流の場として︑また災害時

も本格的な総合体育館の建

の緊急対策用の建物として

費用負担及び敷地確保が困難
設が求められている︒

平成８年に実施した町づ

くりアンケート調査＾別表
参照︶によると︑よく利用
される公共施設として︑学
校体育館が１４％と５番目に

多い︒また今後に公共施設
整備を要望しているものと
して︑６位・町民体育館と

長町民体育館における
町現状の認識を申し上
げると︑敷地面積は約４千
里ｍ以上を必要とし︑形状は

持ち合わせていない︒

２日議会運営委員会

◇運営方法決定

◇陳情処理確認

ｕ日全員協議会

本会議開会

◇議会運営確認

◇会議録署名議員指名

◇会期の決定

◇町長所信表明

＾承認１︑議案１−２４︺

◇町長議案一括上程

一括説明・一括質疑

各常任委員会付託

住民アンケート調査に基

本会議散会

民グランド南側隣接地の山

用地については１案・町

るのは体育館建設であろう︒

民グランド南側の山林確保

お答えすると︑第−案の町

ご提案の敷地確保について

この認識に立って議貝の

このような状況を踏まえ

応を考えていきたい︒

るところで︑工事終了後対

工事を県にお願いをしてい

土地については︑砂防対策

◇町長議案上程一議案２５一

一括質疑・討論・採決

︵議案ｕ︐Ｈ︐１７︐１８︶

長報告

◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論・採決

ｎ︐１４−１６一

告＾承認１︑譲案ユー

◇付託議案総務委員長報

本会議再開

◇議会運営確認

２０日全員協議会

◇所管事務調査

建設文教委員会

事業現場視察

◇新年度予算計上・公共

１８日連合審査会

◇付託議案審査

連合審査会

づく町民体育館の優先につ

林を造成︑２案・町民グラ

は︑地権者の了解を得られ

るなか︑社会体育施設の充

きな難題があり苦慮してい

ンド第２駐車場を拡張整備

ても多額の造成費がかかり︑

実を図るため︑学校体育館

長方形が理想的で︑予算は

すれば可能ではないかと思

現状では消極的に考えてい

に備品等を購入し整備に取

なっている︒小売店以外の

う︒それとも他に候補地を

る︒第２案の第２駐車場を

り組んでいる状況であり︑

るところである︒また以前

用意されているのか︒駐車

拡張整備しての敷地確保は︑

当面︑現状の小中学校体育

用地代込み十数億円かかる

場については町民グランド

体育館の必要面積からして

館の利用に代えさせていた

上位は近いうちに実現する

隣の町有地を森林公園駐軍

面積不足であると考えてい

だきたくご理解願いたいと

取得した町民グランド隣の

場として整備すれば可能で

る︒また他の候補地につい

考えている︒

と見込まれる︒

あろう︒体育館建設に対す

ては︑現在のところ考えを

ので︑現状町民が望んでい

いては︑用地確保という大

町民グランド第２駐車場

るお考えをお尋ねする︒

８■

■

問

学校体育 館 の 利 用 を

町民グランド南側山林

オ■トキャンプ場は
運営が園鐵︑計回見直し宿
件では多くの集客は望めな

また現在の計画案︑立地条

の要望は低いと思われる︒

の一環として︑平成１０年度

活・活西桂建設の重点施策

年人気を博している︒私は

む志向の高まりにより︑近

田

長家族連れやボーイス

回収は無理ではないか︒

長期に見た場合︑事業費の

は可能な数値ではあるが︑

総務委員会付託

説明・質疑

カウト等の利用を見

−２２︶

◇町長議案一括上程

一括質疑・討論・採決

長報告＾議案鴉︑２４︶

◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論・採決

告一議案２５︑

◇付託議案総務委員長報

一建設文教委員会︶

査報告

◇会期中の委員会事務調

本会議再開

◇議会運鴬確認

２５日全員協議会

◇付託議案審査

連合審査会

本会議散会

いと思う︒計画見直しにつ

からの２ヶ年事業として実

いてお考えをお尋ねする︒

込み︑また昼間だけのキャ

週休２日制や夏期休

自然志向の高まりと︑他施設との

施を予定している︒

−則

ンプ︑及びバーベキューに

どが県の工事に含まれ︑県

オートキャンブ場を始め︑

利用により一ニツ峠グリーン

が造成をしてくれる︒町で

も利用していただく︒それ

センターの活性化に取り組

もし町長個人でこの

は炊事場とトイレをつくる

ミニサッカー場︑桜の里︑

途中（＠ 〜＠〕略

みたい︒野外活動の体験や

暇制度及びマイカーの普及

＠キャンプ場の整備

・１６

位である︒

町づくりアンケート

・工９

＠バ ーベキュー 場の整備

・・

＠フィールドアスレチック

都市住民との交流を実現し

多くの方に知識や教養を身

なるためには︑憩いの森に

くの人達が楽しめる公園と

調査の﹁町内外の多

町づくりアンケート

る︒また実施するなら何か

を出さないようにお願いす

は困る訳である︒ぜひ赤字

進めるというようなことで

らどうか︒町の事業だから

︵同意１−２︺

どのような整備が必要か﹂

特色がなけれぱ多くの集客

運営委員会︑議会広報

事業を進めるとした

との問いに対する施設整備

を望めないのではむ

に付けてもらいたい︒

に関する回答では︑キャン

編集委員会一

事業費２億４千万円余り︑

があり︑ミニサッカー場も

い︒町にはホタル・桜の里

本会議閉会

建設文教委員会︑議会

査議決＾総務委員会︑

◇閉会中の委員会継続調

高尾活弍議員︶

◇一般質間︵小林議員・

討論・採決

一括説明・一括質疑・

プ場の整備が４位で１６人︑

而︻ないが︑民間では黒

長行政での実施例は少

年間収入５５０万円︑支出

出来る︒その上の釣り場と

字になっているところも多

１８０万円︑利益が３７０

の提携も計画したい︒

９■

長オートキャンプ場は︑

次の中から王に利用した施設を３つまで選んで下さへ

］

問
万円との計算は︑短期的に

かいなかった︒

オｉトキャンプ場は３人し

問

■

問

＠下水道一…・
◎町民体育館

・１６

と事業費の内工事費−億５

＠遊具の設置
２８

〇四季花高山植物の植栽 ………

以下略
・３

＠オートキャンプ場

・２５

仮称・杓柄流川河川公園等

＊施設整傭に関する回答件数（交通 、管理 、環境 、Ｐ

Ｒの充実等の回答は省略）

等の社会一経済的な要因

しめる公園として育成するためには 、どのような整備が必要ですか

調査を見る限りオー

・２２ ．９

売路供略
小街子下
○ゆ＠以

圃憩いの森が完成することにより 、町民や町外から訪れる人達が楽

千万円については︑ほとん

・４５ ，４

＠子供の遊び場

・２３ ．４

＠病

２０３件〕

複含的利用により十分運営は可能

・２２ ．６
…

・６３ ．４

．７％）

の整備後は︑施設の複合的

嘔一…■西桂町の公共施設としては今後どの． ような施設の整備や誘致が必

と︑自然の中で余暇を楽し

以下略

。

匝■●あなたは 挙にあげる施設をこの１年間に利用した事がありますか

トキャンプ場に対する町民

．９

・５３ ．２

院…・…・・…・

○小売店 ・スーパー ・
ゆ街路灯 ・防犯灯…・

・・・・…

・・一・ ……

＠地区公民館

＠小中学校体育館 ・グランド １３

１
無回答
（回答世帯うち選んだ施設の占める割合１％

・３２ ．３

＠町民グランド
．２

Ｌ

。

要だと思いますか 。次の中から５つまで選んで下さい

・２７ ．７

．９

・・

Ｏ会館………………一一…３３
〔…）いきいき健康福祉センター…２８
０Ｙ

．６％〕

２
無回答
（回答世帯うち選んだ施設の占める割合１％

，

（平成８隼度実施 、全世帯対象 、回答世帯数１

平成１０年３月定例会
最近の国内経済情勢は︑先行きに対する不透明感
から消費の低迷・倒産が生じ︑雇用情勢も厳しく政
府の景気刺激策が待たれます︒私においては活・活
西桂を掲げ︑議員各位及び町民各位のご協カをいた

だきながら︑心の豊かさを享受し持続的発展を遂げ

３回に増やして実施したい

可燃物について週２回を週

一般廃棄物のごみ収集は︑

けていく考えでおります︒

に向けて︑県当局へ働きか

員会を設置し︑今後の整備

と協議するなかで林道整備

ります亡国︑県及び関係市

載していきたいと考えてお

広域林道計画を計画書に掲

ても１０年度に︑県と同様の

これを受けて西桂町におい

り込んだところであります︒

を通る広域林道の計画を盛

中に富士吉田市から都留市

て︑地域森林整備計画書の

ついて県では９年度におい

えております︒林業振興に

重に実施していきたいと考

ご理解ご協力を得ながら慎

ましては︑農家の皆さんの

を図り︑夏休み親子防災体

育成に関しては︑その強化

いきます︒自主防災組織の

布及び生活物資を収納して

日本赤十字社から預かる毛

に防災資材収納棚を整備し︑

上町公民館の地下の町倉庫

関しては︑昨年度建設した

指してまいります︒備蓄に

災害に強いまちづくりを目

備蓄︑防災資材の購入等︑

織の強化︑食料品・水等の

計画に基づき︑自主防災組

を制定しました︒今後この

である西桂町地域防災計画

９年度町では︑防災の指針

験教室を東京消防庁で実施

合に振興の核となるよう大

商工会及び織物工業協同組

度を最終年度としており︑

全体計画は３ヶ年で︑１０年

防犯灯の設置についての

したいと考えております︒

きな期待を寄せているとこ

全体として良好な評価を受

行政運営の機能化につい

ろであり︑１０年度につきま

付加価値商品の開発等に向

ては︑事務職員全員にパソ

けております︒

けた事業展開を実施するよ

住民情報を基礎とするシス

民対応を図り︑１０年度には︑

などにより迅速・正確な住

ル管理︑電子掲示板の活用

コンを配備し︑スケジュー

いきます︒

う関係機関に強く要請して

しては︑特産品開発または︑

商工業の振興に関しては︑

たいと考えております︒

が図れるよう推進していき

っていただけるとの意見を

︽産業振臭︾

︽環境整備︾

防災対策の充実ですが︑

一１０一

るまちづくりを進めてきました︒平成ｇ年度は︑役
場組織を見直し︑ＯＡ化を推進してまいりました︒

新旧の年度の切り替え時を迎え︑ｇ年度中の事業執

協議会の席上︑具体的選出

された建設文教常任委員会

行状況と︑１０年度の所信の一端を申し述べます︒

︽基盤整備︾

梨県告示となり︑県管理の

いただき心強く感じた次第

についての案を提示したと

県道として供用が開始とな

です︒合わせて︑県道ルｉ

県道富士吉田西桂線に関

りました︒今後は︑地元地

トは主に倉見を通っており

いわゆる米転作促進であ

ころ︑議員全員が委貝にな

区の方々及び地元議員に道

ますので︑倉見地区の方々

りますが︑本年度導入され

しては︑昨年１１月１７日に山

路建設相談委員となってい

からも委員を出していただ

る﹁とも補償制度﹂につき

と考えております︒

ただき︑進めていく考えで

き︑西桂町道路建設相談委

中掌梗富山開完のため住民への説明含開催

あります︒２月１３日に開催

県遣富士百田西桂線整偏のため委員会設置

一〇
一１

会

計

名

予算総額

前年度との比較

議案１９一般会計１７億７千５００万Ｏ千円９千７００万Ｏ千円の滅
補助事業に取り組み歳入の確保を図るとともに ・基金の弾力的な活用と有利な地方債を運用していく
また限られた財源を効率的に配分し 計画性を童視した財政運営により事業を進める
行政二一ズに対応するとともに ・経常的な需用費 ・旅費を節減し ・備品購入 ・工事費についても計画
。

。

、・

。

．１

健一末レ

民一月し

性を求めた

２億８千５５０万７千円

て

議案２０国民健康保険会計

１千３４５万Ｏ千円の増
３一〇

４一あ

〇一る

１一加

一増

１千４０３万８千円の滅
一人︒

こ

一

２億４千９５２万３千円

一の

円一３た
千一２つ
３一りな
万一よと
２一度算

５奉予

ｇ一昨額

千∴滅

４一とて
意一人い

引７づ

計一月実

一１０か

議案２１老人保健法会計

−
会一よ

法一成と

平成１０年１月末の被保険者数１千７９４人に対し医療費の支払いと保健衛生活動を行礼医療費の支
払実績は安定しているものの老人保健拠出金が増加したため ・増額予算となっ れ
基

７０歳以上の受給者は平成１０年１月末５４７人と 、昨隼度より２３人の増加である 。医療費の支払が
低い水準で安定していることから ・実績に基づいて滅額予算となった

議案２２グリーンセンター会計

。

２千９６５万９千円

４万３千円の滅

易一湾

売り上げ実績をもとに歳入確保を興り 、歳出については施設管理 ・センター 事業 ・水販売事業の必要
経費を計上する 。一般会計からの繰入金は 、昨年度当初よりユ６２万円増の１千６２万円である
。

６手３５６万９千円

一道円

議案２３簡易水遭会計

５９万Ｏ干円の減

平成９年度に水道使用料金の値上げを実施したが節水により使用量が伸びず ・水道使用料は前年度当
初より３３８万４千円減の４千１０４万円を計上する 。一般会計繰入金は２千１４４万円であ糺

議案２４下水遣会計

２億８千１０２万１千円

４千０９６万７千円の増

桂」ｌ１流域下水道建設負担金１億１千１１２万１千円を計上す乱平成１０年度の町公共下水道事業につ
いては ・柿園地区国道の両側を掘削する予定で ・交通渋滞を考慮し夜間工事となる予定
。

目指していきます亡

テムを導入し︑効率運営を

により着工しております︒

す︒この所の護岸工事は県

の用地取得も行っていきま

ります︒オートキャンプ場

ついては︑千から千五百ト

得ができました︒配水池に

高台に移す計画も︑土地取

定供給するため︑配水池を

︽福祉の充実︾

遣所の設置により前進をみ

ン級を予定しております︒

中学校裏山の開発につい

ました︒また介護保険制度

憩いの森トイレヘの配電も

公園から憩いの森までの約

ては︑プロジェクトチーム

を前に︑ホームヘルパーを

三ツ峠周辺整備事業につ

２ｈに桜︑楓︑低木類合計

を編成し︑土地所有者︑地

二人に強化しました︒

救命救急体制は︑西桂分

２千本の植栽を実施しまし

域住民への説明会を行い︑

東電と協議中です︒

た︒桜の里づくり事業への

アクセス道路の建設も併せ

いは︑昨年１１月３０日に農村

ご協力に感謝申し上げます︒

一轟許一

て行ってまいる考えです︒

水圧不足地域を解消し安
町民主役の体制整備につ

いては︑夏祭りというイベ

ントを通じて住民意識の高

揚を図り︑社会参加人材育

成に関しては︑ボランティ

ア活動の充実によって育成

したいと考えております︒

青少年の非行については

ｍ年もｕ月第４日曜日に２

回目の植樹祭を予定してお

．一︑一一一駿韻

︑︷一一町

．．．弓瀦絵

−．一

最近深刻な社会問題となっ

ておりますが︑非行防止対

張す
事察

場

︑誰視

策として︑青少年育成西桂

町民会議︑青少年カウンセ

ラーを中心に事業展開をし

てまいります︒

個性ある教育の展開とし

て﹁町民ひとり一学習の推

進﹂をすすめていきます︒

を
業

整
辺

一現

一り

﹂．﹂

一１１一

、

中学校ＰＴＡ・教諭・町民

努めている︒活動としては︑

及び社会環境浄化の促進に

集まっての飲酒︑家出︑他

などでの喫煙︑友達同士で

た︒学校外においても︑駅

分で対処的な生活指導とと

学級・学年一全校という区

状況について報告をする︒

必要︒ＰＴＡを通じ家庭教

問 子供の良識は家庭で作

学校ではこうした事例に

本校のきまりが改正され

育の重要性を保護者に呼び

もに︑事件が起きる前の予

対し︑生徒への個別指導や︑

た平成４年時は︑全国的に

かける必要があるのでは︒

校生徒とのトラブル等の事

集会等を通しての全体指

子供の権利を重視する傾向

中学校

会議の役員で︑夜間町内の

導︑保護者との相談︑学校

ゆえに︑校則に対する批判︑

会議活動が広がる事は学校

られる︒このため家庭での

センター・小中学校校内・

以外の機関による対応等も

校則の見直し︑自由化も進

にとってありがたい︒制服

防的な生活指導を毎月行っ

グリーンセンター等のパト

行い︑問題解決を図ってき

み︑結局きまりそのものは︑

の乱れについては︑その場

例があった︒

ロールを実施した︒

た︒問題によっては教育委

子供たちで決めて︑守って

で注意し︑家庭へ連絡して

カラオケボックス・ゲｉム

間題行動の実例

員会に報告している︒また︑

いくものとなった亡このた

対処している︒地域の方も

３︑過去における青少年の

これらの問題行動につい

なった︒

いきましょうという内容と

事件が新聞報道されている

間 一般にナイフ等の障害

連絡をお願いしたい︒

地域に青少年育成

対話及び親によるしつけが

﹁ナイフによる傷害事件﹂

学校外における問題行動の

め項目も少なく︑その都度︑

生徒への指導と︑学校への

ている︒

﹁いじめによる自殺事件﹂

事前防止のための巡回活動

生徒や家庭と一緒に考えて

ては︑特定の生徒に関わる

問 現在のきまりでは生徒

が︑教育委員会の対応は︒

全国的に中学生の刃物に

一１２一

西桂中学校概要説明

﹁不登校﹂など︑青少年を

も実施してきた︒

なかなか後をたたないこと

事が多い︒また︑残念なが

の行動は︑生徒の良識に委

教育長

中心としたこうした事件が

は憂慮すべきことである︒

ら︑家庭環境的に少なから

ねることになるが︑生徒の

学校に対しての指 導

中学生の問題行動は全国各

ず問題を抱えているという

の議題と一緒に検討した︒

一つの社会的傾向として︑

よる傷害事件が多発してい

地で取りざたされているが

良識が世間とかみ合わない

集会︑全体集会を開催し︑

学校には口頭及び文書にて

中学校

生徒への指導を行っている

事が今の事件につながるの

生徒主事が中心となって

だけで︑生徒の行動全般に

旨の報告を受けている︒

指導をした︒校長より学年

計画を年度当初作成し︑教

わたる規則ではなかった︒

意見

ではないか︒

級生に対するトラブル︑校

師問の共通理解を図り︑月

生徒指導については︑家

事件が起きないよう︑学校

生徒指導計画

舎器物の破損︑不適当な服

−回の職員会議で事例の情

庭・地域社会の協力なしに

を支えていくのが教育委員

旧校則も服装規定

装＾髪を染める等︶不要物

報交換をしたり︑週ユ回の

は成り立たない︒

当町で中学生の傷害
込み︑教師に対する反抗的

生徒指導部会で各学年聞の

＾マンガ・ゲーム等一の持

態度︑暴一一一一口等の事例があっ

学校内では︑上級生の下

委員会月例会で他

る現状から︑西桂小中学校

見方もできる庁

態を観察すると家庭教育に
も問題がある感がする︒

２︑青少年非行

防止への取組み

青少隼育成西桂町民会議
では︑各種団体と連携して
青少年健全育成思想の普及︑

４︑中学校の平成９年度

本校においても過去に次の

。

長に刃物等の注意事項１０項

ら

ような問題行動があった︒

員

。

な

目の指導をした︒非行の実

会

１８日事務臼査
苗︒．．

少年の非行の原因として家庭環境が大きく影響し
青少年の健全育成 ・非行防止には 、家庭教育 、学校
教育 、地域社会の協力が必要である 。教育委員会が
中心となって家庭 、学校 、地域の三者が密に連携を
とり 、今後の活動強化に取り組んでもらいたい
このため上町区に続く青少年育成地区会議の設立
に向けて 、教育委員の活動に期待する
教
育
委

教
育
長
概
要
説
明
１

品

（結果）少年非行防止のため家庭 ・学校 ・地域の連携が必要

子供の良識を育てるには家庭教育 ・しつけが大切

（調査）

西桂町少年非行（問題行動）の

実態と取組み状況について
会の役割であろう︒

今後︑教育委員会とし

中学校

ーを守るため︑生徒の事件

中学校

れない﹁保健室登校﹂ につ

登校しても授業を受けら

施した︒

入れるよう慎重な指導を実

るので︑生徒の悩みを受け

子供のプライバシ

な方にお願いしたら︒

らせしている︒今後︑家庭

には学校と家庭以外の第３

いての平成９年度の状況は︑

る家庭訪問は行ったか︒

との連携強化のため家庭訪

者は入れない︒

学級通信等でお知

問実施を検討したい︒

に授業を強要すると︑逃げ

１

注）西桂中の校則は学校生活に必要な基本的なことをまとめたもの〜
で 、細かな点につしｒては生徒の良識や遭切な判断カに委ねる部…
〕
分が多くな ってしｒます 。
ニ
エ
〜
〕』』』』』』一，〕１〕，〕一，〕』一一』１一』』一一一』ｆ一』１〕』１−Ｈ−１一一１〕一１〕一１〕ＩＨ〕』１〕』１〕〕１−１〕〕，〕，
一１３一

校が出来るように働きかけ

ｌ

現在はカゼも少なくなっ

。

１

うな事実を把握していない︒

、平成４年１２月２１日より施行する

場を失い問題行動につなが

〜

〜
〕
〕

１附則

を行っている︒

１

、学校…

〔

ｌ

問

１

（１）このきまりの改定は生徒や父母の意見を参考にして
が検討して行う 。

１（１）このきまりは

病気ないし精神的な問題で

エ

不登校と登校後の保健

１

…皿 、さまりの改定について
（

問

。

…
…

また所持品検査は生徒と

…
したものを使用する 。
（２）髪形は男女とも西桂中学校の生徒として誇りのもてるもの｛

しかし悩みを抱える生徒

（１）制服 、体育着 、上履き 、体育館履き 、カバンは学校で指定…

…

とする

て︑保護者への指導強化︑

…

享

１

て一人もいなくなった︒

ｌ

…皿 、服装 ・髪形について

…

若干名が保健室で休んでお

ｌ

室通いの実態は

１

の信頼関係を損なうので実

。

併せて地区の組織化はどう

１（・）部活動は部活動規約に基づ／ｌて行う

：

；

問覚醒剤シンナー問題は︒

（４）学校の施設 ・設備 ・用具は大切に使用する 。

り 生徒がいやな授業を避

（

１

不登校については

（３）登校後 、学校の敷地内から出るときには必ず許可を得私

中学校

…

施していない︒

１（２）登下校は徒歩通学と帆

するのか︒

｛

中学校 学校としてそのよ

〕

（１）学校では 、決められた時程１こしたが って生活する 。

ける傾向にある︒

…

若干名いる︒家庭と連絡を

…

学校生活について

問題行動生徒の指導

二

間

…Ｉ、

〕
〕

密に取っており︑つねに登

二
二

ＰＴＡを通じ経験豊富

わたしたちには 、物事に主体的に対応できる力が必要です 。伝統二
…を踏まえ 、「自覚と誇Ｄを持ち 、目分で考え 、判断し 、そして責任あ…
二る行動をとる」を理想に 、一人ひとりの個性と集団の秩序との調和〕
、１
１を大切１こしながら
、自らの目標と生き方を求めその実現に向か って
（
〕
〕
（日々新たな気持ちで学習するために 、このきまりを定めます 。

家庭のしつけが大

に︑

肚

教育長

切なので︑ＰＴＡの会合の

際に保護者にお願いをす

る︒地区の組織作りには︑

教育委員が中心となって努

地元地区出身の教育

力する︒

意見

委員が中心となって︑それ

ぞれの地区を取りまとめら

中学生障害事件防止へ

れるよう努力を︒

間

の取組みとして︑教師によ

︑ゑ

校餅つき集会

ＰＴＡ役員と

帥．

水道課概要説明

生活用水

として安全で安心できる水

は予備用として維持する︒
＾平成ｍ年４月契約済︶

を検討した結果︑地権者の

図る︒このため土地の取得

を設け︑水圧不足の解消を

ンク︶より高台に新配水池

設相談委員の選出をお願い

していく上からも︑道路建

等について︑県当局に陳惰

の県道富士吉田西桂線整備

建設課槻要説明

琴年

■１．

革．

一

■．

下暮地区へのアクセス道路

を兼ねた開発区域への取付

道路建設費で︑合計約２３億

問

円が計画されている︒

企画振興課概要説明

処理は︒

企画振輿課概要説明

１０年

公聚トイレーカ竈保

患いの奏台一

調整池を設置︒

開発区域内の雨水等の

実施にあたって︑町内の５

企画振輿課

計画

地区での説明会を実施する右

地質調査の実施︑外部専門

委員及び役場職員によるプ

ロジェクトチームを組織す

る︒事務の進捗状況につい

て議会に逐次報告する︒

２月上旬に地主より連絡が

開発区域内に参入する

問

あり︑前回提示した条件

︵議会だより１９号５ぺ−ジ

企業は︒

町長 国内有力企業が集客

地譲渡に意欲を示した︒こ

参照︶を撤回し︑町への土

る︒工場用地は︑無公害企

のため電力確保の目処が立

施設を建設してお客を入れ

業として食品関運数社の照

ったので︑トイレについて

力と協議を開始する︒

は移転を取りやめ︑東京電

会がある︒

開発区域造成費及び

間開発費用は︒
町長

一１４一

道水の供給に努めている︒

内諾をいただいた︒面積は

したい︒

現在の高区配水池︵貯水タ

約８２５空ｍ︐２５０坪︑取

協議の結果

これから

得所在地︑富士吉田市上暮

は全員１１名が委員となる︒

○町議会議員

地字米倉地内である︒

倉見区以外からの学識経

い︒

取得地に建設する貯水池

も半日からー日は給水でき

よる委貝は︑町長と地元議

験による委員の選出はしな

る大きさを考えており︑高

貝で相談しながら選出して

の大きさは災害等の場合で

さとしては現在の高区配水

いく︒人数については必要

倉見区の学識経験に

池より約２０ｍ高台に位置す

数とする︒

全員協

区

る︒現在の配水池について

憩いの森公園内公衆トイレ（中央部〕

憩いの森トイレは移転しない
、

電カ供給の目処あり

拶月

︸一・・

建設文敦常任委員

富士吉田市上暮地字米倉地内に水道用地取得

道路建設相談委員会は議員と倉見区有識者で構成

中学校裏山開発について町内５地区で説明会開催予定

すわはちまん

○■ヨ舳

︺
︵

諏諦八幡榊祉と本町乎供みこし
説明本町・勝俣幸夫氏
﹇九一Ｌ・﹁

諏訪八幡神社は人皇第１２
叶い一﹂ヨ

代景行天皇４１年︵紀元７７

をもとに話を進めます︒

最初の焼失が貞享３年

ませんが︑かなり以前に本

たのかはっきりとは分かり

つどのような理由で変わっ

︵１６８６年︶ですから︑

町と柿曽根で境界争い︑水

てい圭上︐﹁

元禄７年の再建までに約８

一

ブ■．

４戸＾．

一一
一一２４文と記録され．でいます︒／︸小沼村新町氏子

一
２２戸

８戸

１対幟村︵都留市内の集落︶一

︑外氏子

／一戸で最高２７両︑最低でー∴

以上で宝加帳の紹介を終

りにして︑不思議発見にこ

まず３００年も前から小

沼本町という集落名が変わ

らず現在に至っていること

から︑よくもまあ昔から変

わらずにと思いませんか︒

次に︑現在上町の浅問神社

の氏子である柿園がかつて

は柿曽根としてこの神社の

氏子であったことです︒い

を念じています︒

でも護り継がれてゆくこと

諏訪八幡神社と共にいつま

のものと伝えられており︑

このみこしも百数十年前

は隔世の思いです︒

の威勢のよい暴れみこしと

占つになりました︒若い衆

生と保育園児が荷車で引く

なり︑３年ほど前から小学

その後︑中学生は担がなく

学生が担いていたのです︒

供みこしとして中学生︑小

傷し︑終戦後修復され︑子

ラブルでみこしがひどく損

礼のおり︑ちょつとしたト

それが戦時中昭和１９年の祭

人みこしとして担ぎました︒

以前︑本町のみこしは大

本呵の子供みこし

前は大人みこしだった

定かではありません︒

辺が原因かと思われますが︑

とが伝えられており︑その

争いがたびたび起こったこ

元気に担ぐ本町の子供たち

年を経ており︑一つの社を
再建することが容易でなか
ったことが分かります︒
す由おんみ牛昔く

∴．．・・諏誇御宮作宣加．帳
．︒小沼村本町氏子
６６戸
．一か圭ぞね

■一．柿曽根村＾現在の柿園区︶．

そ・﹁圭

−年︶により創祀され︑以

４８一戸

一氏子

ゲ小沼村新町︵現在の本町区

﹂ん韮ち

来２度にわたり近隣の 類 焼

により全部焼失をしまし

一■■■の一部︶氏子

ｕ戸

た︒元禄７年︵１６９４ 年 ︶

一十日市場村・夏狩村︷２村

げん毛く

＾

■■■■■■

■膨．

︑一御宮の大工倉見村蛮融︑∴小沼村柿曽根氏子犯戸一 だわってみたいと思います︒

ｖ

一．たり・影８影ら暖丁沼村本町氏子芦一

．一金額は当時の貨幣で二戸．
あ上
へ︑

一子

一とも都留市内の集落︶外氏一

に最初の再建がなされ ︑ 現
岨・﹁れ皇

在の本殿と拝殿は宝暦 ８ 年
︵１７５８年︶に２度目の

再建が行われた時の建物で
あります︒

当時の氏子の寄進状況が
唱﹁がちよ・﹁

記載された一記録︵宝加 帳 ︺

︑一元禄７年９月１５日

次に２度目の再建につい
ては︑焼失は︑蜜副ポ年︵１

一〇〇文︑合計約１ＯＯ両
︹よ晶カ不明﹈

棄真妻Ｌ誇か宝身圭ヒけ一
渡辺山城守藤原福重．・．

一一．・．御本丸棟梁平ノ大鰭頭善地一

７４６年︶で︑再建は１２年
後の宝暦８年となります︒

一
一神主

八帖ざ︑︑グ峰峰︸唯噌⁝﹂

一︐︑︑勢簸榊榊︐．∴湊皐碁杢始

一

一１５一

巾

抽−・⁝−主・ぴ鰻搬・一一︑寒村一大月市内の釜・一︑
諏訪八幡神社拝殿と本町子供みこし

も８８〜

鰯ｏ砂多厨

