議会の情成が変わり毒した
石原議長 、第４７代山梨県１町村議会議長会長に就任

平成１０年５月藺時会

入梅も明け暑さ厳しいお

しておるところでございま

したいと︑心を新たしてお

会も分権の時代に耐える体

られることになり︑町村議

力を付け︑従来の議会のあ

るところでございます︒

今日︑国土の均衡ある発

２ユ世紀を間近に控え︑町

り方の発想の転換を迫られ

改革を行い︑真の意味での

村議会の交流の中で共に研

展と地方自治の活性化のた

自主的自立的な地方自治の

鐘を重ね︑県下町村議会の

ております︒

確立が強く求められており

発展と共に︑前田町長が提

め︑国・地方を通ずる行政

ます︒また急激に進む少子

：審記案件−

︵西桂町税条例の一部改正︶

覇告﹈４件
承認２ 專決処分事項の報皆

○法律改正に伴う改正︑施行

専決処分事項の報告

日の関係で專決処分となる︒

︵西桂町国民健康保険税条例

承認３

の一部改正一

〇法律改正に伴う改正︑施行

す︒この度不肖私︑山梨県

のこととお喜び申し上げま

いことは自分が一番よく承

ありまして︑その器ではな

浅く︑もとより浅学非才で

私はまだまだ議員経験も

に地方分権による権限委譲

要課題が山積しており︑特

方分権の推進等々多くの重

行されます介護保険法︑地

のご指導ご協力を賜ります

まいります︒今後とも倍旧

りに最大の努力をいたして

康で豊かな住みよい町づく

を目指し︑町民の皆様が健

い︑特別会計へ繰出金を専

−千円とする補正である︒
老人保健の医療費増高に伴

総額を２０億２千７５３万

Ｏ１ＯＯ万円を追加し︑予算

す︒

町村議会議長会の総会にお

知いたしており︑ご期待に

の推進により︑県市町村は

ようお願いいたします︒町

たいと思います︒これが私

はからずも後任として私が

議会の公正と調和を常に念

すが︑自分なりの努力をし︑

つとさせていただきます︒

して︑私の就任のごあいさ

ご協力をお願い申し上げま

専決処分事項の報告

・⁝−−一

馬

一括説明・一括質疑

一承認２−５一

◇町長議案一括上程

麦覇の決定

◇会議録署名議員指名

ｎ日本会講開会

◇運営方法決定

４月３０日講会運営委員会

一一

による増額である︒

９年度医療給付費支払急増

万４千円とする補正である︒

予算総額を２億５千４３８

０２３５万８千円を適加し︑

定一

法特別会計補正予算３号議

︵平成９年度西桂町老人保健

承認５

決処分により支出した︒

補正予算７号議定︺

＾平成９年度西桂町一般会計

專決処分事項の報告

いて︑県下５７町村議会議長

添うことができるか危倶し

国任せの自治から脱却が迫

民の皆様のご多幸とご健勝

日の関係で専決処分となる︒

様のご承認をいただき平成

ておるものでございますが︑

られ︑自治体の役割の拡大

を祈念させていただき︑ご

唱しております活・活西桂

の要職に就任させていただ

このうえは全精力を傾注し

に伴いチェック機関である

あいさつといたします︒

高齢化︑平成皿年度より施

くことになりました︒誠に

西桂町︑西桂町議会の名誉

地方議会の充実強化が求め

を感じておりますが︑同僚

の責務と考え︑その積み重

運営が行えるよう︑努力し

議員のご支援とご期待を得

ねが︑すばらしい町づくり

職務が果たせますやら不安

て選ばれたからには︑お受

に貢献できるのではと思っ

ております︒

けすることに決心いたしま
した︒

このたび︑６月定例議会

選出されました︒はたして

頭に置き︑真に明るい議会

町民皆様の深いご理解と

において︑前田副議長が 一

皆様にお応えできるような

浅学非才な私ではありま

身上の都合により辞任され︑

承認４

身に余る光栄であり︑その

のためにもこの大任を果た

１０年６月−日より４７代会長

重責と使命の重大さを痛感

り︑町民の皆様にはご清祥

議長石原
副謹長渡辺英一郎

２

就任机 １さつ
就任あいさつ

■

県会長
副慶長

核実験を強行した
インド ・パキスタン両国大使館へ抗議書送付
採択となりました

、

・

国の核

キ艘

ンド

実

陳情６ 非核宣言自治体とし

て．インド・パキスタンの

を求める要請

抗議書を大使館に送付

核実験に抗議する文書提出

処理

陳情７ 学校事務職員及ぴ学

教育費国庫負担対象職員の

校栄養職員等︑現行の義務

範囲を堅持し︑教育の機会

請願書︵陳情扱い︶

意見書を各省に送付

均等水準維持向上のための

処理

審査見送りとなりました

陳情５ 遺伝子組換え食品の

書提出に関する要請書

﹁定住外国人の地

表示等を求める国への意見

陳情８号

方参政権﹂付与﹇反対する

陳情書

あなたの請願 ・陳情は

スタン両国の核案脚二抗講し 、全ての

禁止と核兵器魔蟹を求める決講（要旨〕

核兵器廃絶は 、人類共通の悲願であり 、人類の生存
を脅かす核兵器からこの地球環境を守り 、次世代に引
き継ぐため 、成し遂げなくてはならない課題である

委員長就任あいさつ

。

こうした中 、インド ・パキスタン両国が相次ぎ核実
去る５月１１日の臨時議会

に各委員会委員の改選が行

われ議会運営委員の皆様の

ご推挙により︑再度委員長

に就任いたしました︒本日

までの経験を生かし︑公正

円満な議会運営と活発な議

会審議が図られるべく︑微

む会運営委口長

験を強行した 。このことは国際世論を無視し 、核軍縮

体制を崩壊させ 、南アジア地域に不安と緊張をもたら
す危険極まりない行為であり 、極めて遺憾である

世界で唯一の被爆国である我が国は 、世界の恒久平

和と核兵器の廃絶に取り組まなくてはならない 。西桂
町議会では 、昭和６ユ年に 、「核兵器廃絶平和町宣言」

を決議したところである

小山患男
力ながら頑張る所存です︒

申すまでもなく議会運営

委員会は定例及び臨時議会

の会期の取り決め︑議事運

営に関する諸議題及び議長

諮問事項の協議を行い︑本

会議等の運営が円滑・効率

的に議長が行えるよう取り

決める委員会であります︒

町民の皆様の議会に対す

るご期待に応えられるよう

最善の努力をいたしますの

で︑ご支援をよろしくお願

い申し上げます︒

願い 、今回のインド ・パキスタン両国の核実験に強く

抗議するとともに 、あわせて 、核保有国を含む全ての
国において 、核実験を禁止し 、核兵器廃絶に向けて積

極的な取り組みがなされるよう強く求めるものである

西桂町議会
抗議書提出先：インド ーパキスタン大使館

総務常任委員会付託

議会広報編集委員辞任

＾牛田議員・永田議員︺

◇常任委員選任

◇議会運営委員選任

本会謝休憩

◇譲会広報編集委員選任

３−

互選の報告

■

梅原啓一

◇各委員会の正副委員長

梅原啓一

茂

本会諏閉会

牛田

。

一高一前一

員高尾嘉一

牛田

滋

弍男智
男隆
芳
編一
慧
報
目
広一尾︸暇

滝口憲一

会一

員

委

議一長長員

委員長小山忠男

副委員長

一員委
一委副委

議会運営委員会

石原

本会議休憩

建設 、水道 、教育関係の調査 ・議案審査
請願陳情審査を行う

。

員滝口憲一

本会謝再開

総務 、企画振興 、住民福祉関係の調査
議案審査 ・請願陳惰審査を行う

渡辺英一郎

◇委員会正副委員長互選

委

高尾嘉一

連合審査会

委員小山忠男前田巳智男

◇付託議案審査

高尾活弍

本会議再開

委員長梅原啓一

副委員長

永田富幸

告︵承認２−５︶

建設文教常任委員会

◇付託議案総務委員長報

総務常任委員会

一括質疑・討論・採決

副訟長渡辺 英一郎

副委員長

。

平成１０年６月１９日

滋

委員長小林隆芳

。

ここに再び 、町民とともに恒久平和と核兵器廃絶を

西桂町議会構成一覧表
議長石原

。

平成１０年７月１目よＯ

平成１０年度

総務課説明

６月定例会運合審査会 ・議案審査

一近隣地■域への出張には手当支給せず一

非行防止対策カウンセリン

経費︑社会教育費へ青少年

政経費︑地域防災安全対策

税の賦課適性経費︑保育行

町村議会議長会会長経費︑

員に協力を求め︑組織化に

をそろえて︑地元地区の役

向けて︑教育委員が足並み

教育長

かけが必要では︒

地元地区の教育委員の働き

上町地区の経験で組

の意欲が大切である︒まず

町長 ・収入役 ・教育長報酬改正一覧

改正前の報酬

長

５８０ ，０００円

△１０ ．７７％

６５０ ，０００円

収入役
教育長

５００ ，０００円

△３ ．８５％

５２０ ，ＯＯＯ円

４８０ ，０００円

△４ ，ＯＯ％

５００ ，ＯＯＯ円

平成１０年７月ユ日より適用

本件は︑社会

条例改正案の給料月額

のか︒

総務課

改正案では給料引き

以下特別職の責務は重大で

下げとなっているが︑町長

意見

う努めている︒

案して適正な水準となるよ

し︑また社会の諸条件を勘

政規模等を類似団体と比較

自治体の人口・財

はどのようにして算定した

問

より実施する︒

であり︑平成ｍ年７月−日

特別職の給料を見直すもの

全般の経済情勢に合わせて

総務課説明

西桂町選挙管理委員会

●選挙管理委員

驚

曹勇肋

−評

の委員及ぴ補充員選挙執行

選挙

露挙一−件

＝審藏案件︻

・会議に出席する議員への手当は廃止−

組織化ができるよう︑教育

っている︒６月末には行動

委員会で最終的な協議に入

８︐

に移せると考えている︒

■正□３万８干円覆邊ｍ

１７藺７干５０３万８干 円

問

グ事業等を追加︑特別職給

向けて動き出す︒

区・育成会等の役員に︑

補正内容は︑議会費へ県

料改定に伴いー３７万５千

意見

４地区の組織化に

円を減額し︑歳入は地方交

問 青少年非行防止対策と

教育委員を中心として準備

あり︑引き続き町政のため

ご努カをお願いする︒

牛田和昭委員

茂委員

体町地区）

（上町地区〕

（下暮地地区）

ハ

新田文夫委員

柏木

ｍ

織化にあたっては︑関係者

して︑上町に続く４地区の

会を開催し︑その後総会を

引き下げ率

町

付税で措置する︒

組織化に向けた現状の取組

設立された︒

経て上町青少年育成会議が
４地区いっせいに

み状況をお聞かせ願いたい︒

教育長

改正後の報酬
名
職

−職 員 の 旅 費 支 給 見 直 し

般会計予算ほか全講案を可決

萎

繕義常

（調査）ミニサッカー場造成工事及び小屋の入防災対策事業の進捗状況は

（結果）おおむね適正に処理されており 、地域要望を踏まえ事業を進めてほしい
ミ一一サヅカ■蜴

造成工事の主

る︒当初の予定どおり８月

建て込み工事を施工してい

る︒現在は防球ネット用柱

どおり完成できる見込みで

月２５日の工期までには予定

り︑今回目標としている８

きない災害事故等がない限

業の防災対策総合治山事業

され︑平成７年度より県事

り山地災害危険地区に指定

道を保全対象とし︑以前よ

２５日には完成できる見込み

として進めている︒

倉見地区に流路工１３５メ

留市境地区に谷止工−基︑

計画では平成１０年度に都

ある︒

である︒

ミニサッカー場の人工芝

小目の入砺災対蠣
箏︐の遣蜴状況

ートルを計画している︒

巌

補充員︵本町区︶

補充員＾倉見区︶

●選挙管理委員補充員

孟

羽根田

渡辺

小林 達郎 補充員︵上町区︺

新田新一郎補充員一下暮地区︺

同童−件

西桂町収入役選任に

つき同意を求めること

同意３

専決処分專項の報告

覇隻２件

＾西桂町税条例の一部改正︶

承認６

で︑主な改正内容は︑平成

○法俸の改正に伴う条例改正

て町民税納期を改正する︒

１０年慶−年限りの措置とし

承認７ 平成９年度西桂町一

書の報告

般会計繰越明許費繰越計算

補正予算第６号に計上され

○平成９年度西桂町一般会計

た繰越事業については既に

執行済み︒

訟案２６

西桂町長等の給与及

案例﹈４件

西桂町教育長の給与

び旅費条例の一部改正

等及び旅費に関する条例の

訟案２７

一部改正

せ教育長の給料を見直す︒

○社会全般の経済情勢に合わ

西桂町職員旅費支給

川村吉貢

の設置工事は︑フットサル

用の人工芝の専門業者であ

企画振輿課説明

倉見地区

るソーコー株式会杜と︑契

。

都留市境地区︑中央白動車

。

約を結び︑６月下旬より１
ヶ月間で人工芝の制作︑７

月下旬から設置工事に入り
８月２５日に完成予定︒

ミニサッカｉ場事務所・

倉庫建設工事は︑プレハブ
造り建坪約８坪である︒建

築確認申請事務に約１ヶ
月︑建築工事に約２０日を見
込み８月２５日に完成予定︒

全ての工事が予期で

ミニサッ カー 場横水路を視察する町…義会議員

阪入役

平成ｍ年７月ユ日より実施︒

条例の全部改正

訟案２８

乍︵７ぺージに続く︶↑

５１

１

遣威工箏の遣蜴状況
建設課説明
な内容は︑掘削等土工事︑

水路工事︑防球ネット用柱
建て込み工事︑舗装工事︑

意見

小林隆芳

。

防球ネット張り工事等であ

。

得できる運営を心がけてまいりたいと存じ
ます 。町民各位のご理解とご協力をお願い
申し上げます

総務委ｏ長

去る５月臨時議会において総務委
員各位のご推挙により 、委員長に就
任することになりました 。微力なが
ら澤身の努力をいたす所存であります
申すまでもなく当委員会は総務 、企画振
興、 公有財産管理 、住民福祉等多くの重要
な分野を掌握して事務調査を進め 、町の事
業推進に参画するものであります
社会の高度化に伴い複雑多様化し 、なか
なか先行きの見定めが容易でない世相とな
っております 。委員会は十分な調査検討し
論議を重ねより良い調査ができ 、委員が納

委員長就任あいさつ

調査事項の１、 ミニサッカー 場の造
成工拳及ぴ 、調査事項の２ 、小屋の入
防災対繁事業は 、おおむね適正に処理
されていることを確認した
委員より「地域要望もできるだけお
聞きする中で対策を講じてほしい 。」
との要望が出された
。

場工事現
人工芝はり直前のミ

︿石原竈長︑山梨＾町村

も提出しました︒ご理解を

の件に関して︑国において

には︑このバイパスに接続

凹会醐長会会長閉導

定例町議会の開会にあた

石原議長には︑６月ユ日︑

すると思われる河口湖バイ

り︑私の所信の一端を申し

第４７代の会長に御就任なさ

県道富士吉田西桂線の整

る当町として容認すべきも

廃絶平和町宣言を行ってい

衝撃を与えました︒核兵器

営を指針として取り組んで

感覚及び効率的な行財政運

私は初心を忘れず︑経営

＾特別職給料の引下げ等︾

の取り組みについては︑議

のことでありました︒今後

ぞれ時間をいただきたいと

回ったところ︑皆さんそれ

ので︑その方々にお願いに

大臣等に対し︑国道ユ３９

甘．．

交通量調査を実施している

述べ︑活活西桂の建設のた

れました︒県町村議長会で

備に関しては︑西桂町道路

願いたいと存じます︒

め︑議員各位並びに町民各

のご活躍をご期待申し上げ

建設相談委貝会を設置し︑

パス等の建設についても先

位にご理解とご協力を賜り

ます︒また私も︑平成９年

対処していく考えで進めて

と聞いております︒将来的

たいと存じます︒

度南都留郡町村会長を終了

まいりました︒倉見地区委

のではなく︑アジア中東諸

いるところであります︒特

会及び地元地区と十分協議

また旅費のうち近隣地域

号線のバイパス計画の陳惰

市・都留市・西桂町で建設

出張時の費用弁償日当を不

書を提出しております︒こ

６■

■

套蟹整傭︾

︽内外の情勢︾

しました︒関係各位に御礼

員の選出について︑十数名

国への波及が危倶されます︒

別職の給料について経済情

し︑進めていく考えです︒

を申し上げます︒

最近の国際情勢で︑イン

ド・パキスタン両国の核実

国内の経済状況は︑景気が

勢に合わせ︑報酬等審議会

の方々の推薦がありました

低迷しており︑失業率は欧

に給料の引き下げを諮問し︑

験は︑被爆国の我が国にも

米並みに近づきつつあり︑

答申をいただきました︒

また平成８年に富士吉田
政府の経済対策等により一

刻も早い景気の回復が待た
れております︒

支給とするよう条例改正案

桂川公園として来春誕生 、仮称柿の木公園工事現場

初応曇恵れず︑

６月定例会

、

ｕ境ホルモンについて鶉告

環境ホルモンは人体の内

こみ処邊−本酎画の報告

７名

なかよしこうえん

（なかよし公園〕

応募総数４０３名

。

議会と行政で協議の結果 、桂」ｌ１
公園に決定する

１−

罰一

■１

■■

．１

一弐

︽環境整傭︾
西桂町総合行政システム

化事業については︑ハード

一Ｈ

茱一

■■

事は順調に進んでおります︒

来る９月１５日には︑竣工式

を予定しており︑各種イベ

ントを開催し有効利用を図

りたいと考えております︒

は︑より利用される施設を

オートキャンプ場について

の主要な整備を終え︑ソフ

．■

１■■一

茱一

韮一

■■１１

目指して︑先般︑設計を発
■■

注したところであります︒

ト導入の段階を迎えており
ｕ

罰一

いたいと思っております︒

処理を進めていく予定であ

について︑地権者のご協力

続いて植栽のため︑植栽地
一Ｈｕ

一±
罰一
一

■．

．■

．

転作促進でありますが︑

奮業振臭︾
１■■■

１■■■

■■■■

．

１．．■

転作目標面積２５・８〜は︑
．

．■

１■■■

■−−■

農家の皆様のご協力により
■．

．■

１．．１

■．

．■

１■■■

■■■■

面積をクリアできる見込み
．■

１．．■

■．

．

■．

．１

．■

であります︒また︑本年度

Ｉｌ■■

■．

．■

■−−■

導入された﹁とも補償制度﹂

■−−■

Ｉｌ■■

■．

．１

■■■■

につきましても︑引き続き
■■■■

■．

．■

関係機関と検討する中で︑

■１．１

■■

■．

．■

■■

Ｉｌ■１

■■

．１

■■■■

■■

■■−■

実施してまいりたい考えで
■■

１■

■■

■１

．■

■１

ち︑ミニサッカー場造成工

三ツ峠周辺整備事業のう

︽福祉の充実︾

おります︒

■１■１

■■■１

■■■■

■ｌｌ１

．■

■．．■

■．

■■

■ｌｌ１

■１■■

唱一
罰一
茱一
罰一

一⁝ｕ

ります︒

へ報告をしていく予定であ

月末までに都留土木事務所

相談し︑名称を決定し︑６

応募がありました︒議会と

正式名称募集には︑多数の

て工事が進んでおります︒

年４月の開園予定を目指し

らしくなってきました︒来

の確保がされ︑だいぶ公園

の設置︑水車のための水量

園については︑小川及び池

られています仮称柿の木公

県事業として建設が進め

おります︒

が得られるよう︑努力して

ります︒

一

⁝一

；
罰一

資料が整い次第︑説明を行
力作業を行っております︒

桜の里づくり事業は︑引き

１

今後もソフト導入とデータ

■

一■■一

一■■一

民記録システムのデータ入

一Ｈｕ

一；

１■

ます︒現在は基本となる住

芒
罰一

の５月末に県に対し︑ 陳情

ｌ１

一⁝

茱一
罰一

茱一

（桂こうえん 、かつらこうえん〕

書を提出しました︒

一■
一；

Ｈｕ

罰一

韮一

づいて作成し︑西桂町第３
罰一

本計画は法律の規定に基
一■

次長期総合計画をふまえて

一；

されているが定義が不確定︒

内容を決定した︒広域業務

性き生き公園 、いきいきこうえん〕

１−

疑われている物質として︑

と位置づけ近隣市町村と整

処理施設は︑ゴミ・し尿

ポリカーボネートがあげら

人体への影響について︑厚
処理の衛生的合理的な収集

合性を図った︒

分泌に影響を与える物資と

弐

れ︑食器に使用されている︒

生省が中心となって調査を

７名

いきいき公圓

↑︵５ぺ−・ジより続く一↑

○県内複数の市町村が見直し

準則を基に整備する︒旅費

を行っている状況にあり︑

種類等を見直し︑新たに日

の支給︑旅行命令︑旅費の

当の不支給地域を設定する︒

西桂町国民健康保険

税条例の一部改正

諏案２９

国民健康保険特別会計の長

○国民健康保険税の平準化と

期的な健全財政維持のため

税率の一部を改正する︒

議案３０

平成１０年度西桂町一

亨算一−件

般会計補正予算−号議定
寵員提出﹈３件
発蟻− 西桂町議会議員の報

酬及び費用弁償等に関する

条例の一都改正

○行政組織の職員に対する旅

で︑町議会議員についても

費の見直しに賛同するもの

同様な処置をとる︒条例改

正に伴って︑本会議・委員

会に議員が出席した場合に

支給された旅費日当につい

インド・パキスタン

ては︑廃止となる︒

発訟２

の核実験に抗議する決議

発訟３ 学校事務職員・学校

対象外とする措置反対に関

栄養職員給与を国庫負担の

する意見書

７■

処理体制の確立を図るため

二しかつらこうえん

韮 罰

している段階である︒

（みんなの公園〕

茱 罰

に︑施設の確保を進める︒

収集体制は︑ゴミ分別収

２２名

彊

新聞等報道機関で報道し
ているので︑各自﹁疑わし

産業廃棄物は︑自已処理

集の徹底や指導強化により

会に依頼するとできる︒し

の明確化を図り環境美化へ

きは使用せず﹂の方が良い︒

かし食品衛生基準の中で行

の理解と住民意識の高揚を

住民サｉビス向上に努める︒

い︑費用は一件８万円くら

図る︒

帷」ｌｌこうえん 、かつらがわこうえん〕

−

検査については︑薬剤師

いかかる︒

１５名

みんなのこうえん

︵住民福祉課報告による︶

７名

圓
公
桂

応募数
名
園
公

園
１１１公
桂

８名
（西桂公冨〕

＾吉田保健所調べによる︶

仮称柿の木公圓の名称応暮作品

公園の名称は桂川公園に
（報告）応募の緒果

（報告）環境ホルモン用心が大切 ・ごみ処理は広域業務で対応

＾．＝

＾．．．

︸一一

■ ■

．．＾

Ｏ

Ｏ．

︑一

幅作作靱の加工のため
加工晒設の竈ｏ看

呵民利用施設か・観光客向けの
観光施設とするか検討中
現在でも注文が殺到してい
る︒リンゴ栽培・そば栽培︑

モロコシ・大根栽培等︑農

率は︑先進国中最低の４２％

ている︒我が国の食糧自給

問題等の深刻化が懸念され

の人口・食糧・環境

別世紀は︑地球規模

言われた︒早急に加工施設

農業振興には必要不可欠と

工施設整備は町の活性化と

会で一般質問したとき︑加

て︑平成９年９月定例町議

そこで第ーの質問とし

心から敬意と感謝を申し上

に向けた取り組みについて︑

ただき︑更に特産品開発等

積極的な活動を展開してい

農地を利用した転作促進の

の会等各グループに︑遊休

生活改善一大豆の会・そば

受けている︒現在︑農業振

という状況である︒ところ

の整備が必要であか︑町の

げる次第である︒

業振興を図っていく地盤が

が米に関しては４年連続の

考え方をお尋ねする︒

興対策として︑手織の里・

豊作や米消費の減退等によ

私は︑担当課に︑町営三

は︑平成ｍ年度・平成ｕ年

を指示した︒町民の利用施 ﹁阯１●饒■

施設の改築等を含めた検討

ツ峠グリーンセンター内の

度において︑国の施策によ

設か観光客向け施設整備か

而川 わゆる転作について

り実施される制度である︒

模索検討しているところで

転作推進となったわけであ

去る５月９日第−回クマ

当町では転作目標面積につ

ある︒今後︑加工施設整備

現在︑町には︑農産

物を販売する施設が

ない︒転作による収穫物の

いて︑農家の皆さんのご理

販売ルｉトの確保対策が急

ループ紬会の方々が中心と

組織等の確立を考える中︑

務である︒町として販売促

については︑財政面︑運営

口家の夕市 ・青空市場の後援を
前向きに進めていく︒

解ご協力により︑何とか
れた青ばた大豆を販売した

できると担当課より報告を

２５・８脆の目標面積を達成

なり実施された︒地元で取

る︒

ガイ草まつりを生活改善グ

このため生産調整︑滅反︑

り︑在庫量は極度に増加し︑

できっっある︒

←

長緊急生産調整対策い

問
ところ大変な好評を得て︑

進についての考え方︑今後

の対応についてお尋ねする︒

︑⁝

つりで都市住民に︑

長第ユ回クマガイ草ま

青ばた大豆を販売したとこ

ろ︑大変な好評を得たと担

当課より報告を受けている︒

町の農業振興については︑

着実に進展していると推測

される︒

お尋ねの販売促進につい

ては︑ＪＡつるが現在建設

中の農産物直売加工所に農

産物の受入について︑お願

いしたいと考えている︒ま

た農業委員会等のご協力を

いただく中で︑野菜等を販

売する夕市若しくは︑青空

市的な販売促進計画もあれ

ば後援していきたいと考え

ている︒更にこの機会に都

市住民との交流会及び各種

イベントの中での農産物の

即売についても︑後援して

いきた︑

なおリンゴ・そば・青ば

た大豆・プルーン等を特産

晶として位置づけ︑農家の

皆さんのご理解ご協力をお

願いする︒

８−

■

■
＝一

一一一一一一

−

■ ■

一⁝

︐

Ａ都留の直売場に受入れを計画

Ｊ

．ん

つ

し、

幅作作｝の販竈促遺のため
ほ竈竈閨及び與売ル■ト０口倶は

問

一ま
榊．一

；１ 一｛．

一一
一一

＝

留

．

｛

．
二・
、
一

止．

．
聾＃

転作田で農作業する農業委員会

ＯＡ化 の 違 蜴 状 況 と
箏竈改●内容は
住民衰︑税等主な台帳システムは
平成１０年度中に稼聰予定

の導入状況︑事務改善内容
をお尋ねする︒また平成１０

年度以降の住民票等窓口事
務︑課税事務等の事務改善
計画等をお尋ねする︒

◎各種データの共有

文書受付簿や予算書︑予
算差引簿等の共同利用︒
住民基本台帳システムは︑

８月ユ日からの住民票発行
に向けて取り組んで︑その

後印鑑証明システム導入の

こまでのところ︑その成果

の費用を投じてきたが︑こ

ステム化事業に多額

町では︑総合行政シ

有部門に関して︑以下に示

た︒現在までに︑情報の共

分の基幹整備をほぼ終了し

年次計画を掲げ︑ハｉド部

８年度より５ヶ隼にわたる

格関係︑国民年金等導入も

挙関係︑国民健康保険の資

て今年度の稼動を目標︑選

住民税︑軽白動車税につい

課税事務は︑固定資産税︑

長総合行政システム化
町計画に基づき︑平成

を判断することは町民にと

す事務改善を進めた︒

今年度に行う予定である︒

予定である︒

って難しいところである︒

○電子掲一ホ板

１２年度末までに各種証明

平成８年度︑平成９年度

町職貝として当然知って

書の発行等︑住民への直接

ロ頭・書面等で行っ．てい

器の保守委託料となってい

経費︑１２６万３千円が機

の行動予定表を表示︑閲覧

各課及び出先施設の職員

は変わっていないが︑ＹＬ

ない︒役場庁舎の電話料金

他の施設は︑大きな変化は

積し︑オートキャンプ場の

約５５％弱増となっており︑

することが可能となる︒

○会館約８０％増︑いきいき

三ツ峠周辺整備事業

＠連絡先管理

いる︒

利用者のご意見では︑施設

職員各白が持っていた住
所録等を全体で閲覧できる︒

については課題が山

整備では︑設備の充実が必

西桂町役場電子掲示板の初期画面

要であると聞いている︒

町では５月に測量設計委

託を行い︑施設内容等を立

案している︒その事業計画

についてお尋ねする︒

⁝山

品が出来たところで︑

長測量設計委託の成果

議会と協議してゆく︒併せ

て用地取得︑国有財産の払

下げは︑関係機関と協議を

重ねる︒平成ｕ年度に造成

工事を行う予定である︒オ

ートキャンプサイト︑キャ

ピン︑テントサイト︑炊事

棟︑トイレ︑バーベキュー

施設を整備していきたい︒

県内施設の視察調査報告

によると︑安く・手軽にで

き︑不況下でも人気は根強

く︑利用者が増加している︒

将来学校週５日制の導入︑

企業の週休２日制による余

暇の増加により︑通年型の

バンガロー︑キャビン等の

施設が多く利用されている︒

今秋完成するフットサル

場との相乗効果を見込む中

で︑グリーンセンターの活

性化を図り︑充実した施設

整備を図りたい︒

９−

−

問
の総合行政システム化事業

おかなければならない事柄

的サービス充実を図る︒

これまでの経費は４千８

や︑事務手順等について︑
職員誰もが閲覧できる︒

た伝達を︑電子メールによ

る︒導入前後の経常経費の

３３万８千円が機器の購入

り行う︒内容の保存や︑印

増は︑電気料金で役場庁舎

＠電子メール

刷物の削減を進めている︒

、

明野ふれあいの里のキャンプサイト

近隣の詞査結果をふまえ
充実した施設整備を行う
センタｉ約５０％増となって

スケジュール管理

計團内昏は

﹈刊■問−

オ■トキヤンプｏの

問

ワ÷ク
ト・

西倖町Ｐやネ・ ツ・

建股文敦委口会

（調査）仮称柿の木公園（桂川公園）整備事莱の進捗状況は

落・

置する諸施設の整った公園

本体工事の進

建設課説明

問 倉見地区より公園への

って進捗している︒

として︑完成は来年春に向

河川砂防課河川担当に確認
し報告するものである︒

つり橋関係の用地取

つり橋はどんな計画か︒

町長

得が８月いっぱいで地権者
の柿の木公園内の北西側に

建設課

通学路となる桂川

川管理遺の供用開始時期は︒

問小学校通学路として桂

かかる見込みである︒

者が秋の取り入れを行った

下で︑周辺は水田で︑耕作

設用地は小学校プール敷地

する際︑学校への進入路建

町長

管理道を使って通学

の同意が得られれば︑その

項を活発に論議して 、行政が示す施策を
積極的にチ ェックする機関であります
委員一人一人が一丸となって 、与えら
れた任期を一生懸命頑張る所存でありま
す。 町民皆様方の今後のご支援をよろし
くお願い申し上げます
建設文教委員一同
あたり︑７月３ユ日に完成予

滝口憲一
後︑用地を徐々に埋め立て

委

定であるが︑利用する子供

学校 、さらに社会教育問題における教育
行政一般について 、専門分野での調査事

て︑つり橋建設にかかるの

高尾活弍
のために本町地区より管理

副委員長

管理道は︑現在事業執行中

４

。

諸条件が整った時点

し︑早期供用開始がされる

で施設を作るべく努力を

意見

開始としたい︒

議し︑安全を確かめて供用

Ａ・学校・教育委員会と協

入路が整備された後︑ＰＴ

後に工事にかかりたい︒進

４

茂滋

。

ことを希望する︒

８日講会運営委員会

◇運営方法決定

◇陳情処理確認

１５日全員協謝会

本会議開会

◇議会運営確認

◇会期の決定

◇会議録署名議員指名

◇町長所信表明

◇町長議案一括上程

議案２６−３０一

︵承認６︐７︑

一括説明・一括質疑

◇議貝発議上程

秦議−一

説明・質疑

総務委員会付託

本会議散会

連合審査会

◇付託議案審査

◇所管事務調査

１９日総務委員会

建設文教委員会

◇所管事務調査

全員協識会

◇議会運営確認

本会識再開

◇付託議案総務委員長報

告＾承認６︐７︑

一括質疑・討論・採決

議案２６−３０︑発議ユ︺

一同意３一

◇町長議案上程

説明・質疑・討論・採決

一１０一

。

は︑土地が安定した後とな

必要があるとされています
建設文教委員会は土木建設事業 、小中
道への進入路も建設する︒

して委貝会での審査 ・調査能力を高める

る︒２年から３年の歳月が

委員長梅原啓一

石原

住民の生活様式が大きく変わりつ
つある昨今 、町行政もますます高度
化され専門化する中で 、それに対応

委員会改選にあたって

仮称柿の木公園を視察する町議会議員

捗状況は︑都留土木事務所

。

り橋の早期む工の要望 、さらに小学
校通学路となる樹１１管理道の舗装等
整備と早期供用開始に向けて努カを
との要望が出された

牛田

平成９年度工期が平成１０
年７月３１日までとなってい

。

員

る︒平成１０年度工事の発注

予定は平成１０年８月の予定

であり︑西桂町の中央に位

本件はおおむね道正に処理されて
いることを確認した
また倉見地区より公園に通ずるつ

完成は来春
、

（結果）平成１０年度工事発注は８月を予定

茜桂少年野

壷

問

参加者と活動日・会場
を教えてください︒

監轡

練習日は火曜日から

日曜日まで︑西桂小学校校
庭︑午後５時３０分から午後
８時３０分までです︒

問 どのような活動をして
いますか︒

会長少年野球をとおして︑

技術の習得と︑子供が集ま
って楽しみながら野球をす

ることが大切です︒南都留

今後の目標を教えてく

地区の大会に出場します︒

間

山日杯の南都留地区

ださ℃
監督

予選を通過し︑本大会優勝

を目標とします︒本大会出
場は約１６チｉムで︑子供の

私は昭和２９年４月−日奉

職以来︑平成１０年６月３０日

の退任まで４４年間︑大過な

く勤務出来ましたのも︑町

長や職員︑議会議貝皆様の

ご指導ご支援の賜物と︑感

謝を申し上げます︒

歴代町長さん議会議員皆

様方から大変貴重なものを

になりやすいと思われ︑他

青少年の人聞関係が閉鎖的

すよ︒

会長

問 議会広報は読みますか︒

学び︑同時に数々のすばら

チームプレイを通じ︑礼

市町村と交流の機会を増や

一雛拭帥一

議会広報は読んでま
儀︑友達への思いやりを学

し︑オープンな環境作りが

甲子園と言われています︒

Ｉ収入役

ぶことを目指しています︒

６月定例会 ・退任あいさつ
必要だと思います︒

子供さんに参加する機会を

しい思い出も賜りました︒

最後に町長さん︑職員の

皆様︑議会議貝の皆様の

益々のご健勝とご活躍をご

祈念を申し上げ︑退任のあ一

いさつといたします︒

ねぎぢ．いゆ︷債．

．．梅原啓．一議員

川村収入役には︑長い間︑

町行政の発展に尽くされた

げます︒要職を退かれても︑．

事に対し︑深く感謝申しあ︑

町の発展にお力添いをお願

い申し上げ︑川村氏のご健．

勝をお祈り申し上げます︒

秦議２一

◇議員発議上程

説明・質疑・討論・採決

◇議員発議上程

説明・質疑・討論・採決

一発議３一

補充員選挙

◇選挙管理委貝会委員・

◇一般質問︵滝□議貝︶

◇副議長辞職

◇副議長選挙

◇閉会中の委員会継続調

建設文教委員会︑議会

査議決︵総務委貝会︑

運営委員会︑議会広報

編集委員会一

本会議閉会

一１１一

。

間 町の行政と町民に望む

教育委員会には十分

ことは︒

監督

な配慮をいただいています︒

父兄やお子さんには少年

会長

与えていただきたい︒

野球を見に来ていただいて︑

年生から６年生︑の３４名で︑

会長

小さな町ですので︑
父兄役員は８名です︒

西桂小学校の児童−

川村龍雄

地元開催 、防犯少年野球に参加

６月２７日

、

川村収入役退任
４４年間ご苦労様でした

