れたものと理解されます︒

さて町長の提唱される活
活西桂建設も２年目として︑
一一一ツ峠周辺整備事業︑下水

道整備事業と︑重点施策の

となっております︒前年度

５．９％増︑歳出６．４％増

昨年 度 と 比 較 し て 歳 入

後の高齢化に対応する福祉

納処理についての指摘︑今

査の中で議員より︑町税滞

た次第です︒しかし決算審

輸郭が示され︑ソフト・ハ

に比べて微増決算で︑増額
サービスの更なる充実をと

平成９年度西桂町一般会

の内容は三ツ峠周辺整備事

の要望が出されるなど︑町

ード両面での行政が順調に

業関連経費２億３千８６７

執行部の一層のご努力を要

計歳入 歳 出 決 算 認 定 に つ い

万７千円が大きく占めてお

請いたします︒資料館建設

員
委
査
監
一一一

辺

卓

性質別歳出では義務的経

費が３０％強と︑人件費︑扶

助費等は仕方ない支出です︒

地方債の繰り上げ償還を検

５％は財政運営等から計画

おり︑当町の収支比率６︐

字は３％から５％になって

２千円︑国保３２９万５千

の計︑一般会計でユ千６０万

記念晶︑組合事務費補助金

納税関違で前納報奨金︑

討するくらいです︒

が甘いと思われます︒

計歳入歳出決算書並びに５

平成９年度西桂町一般会

域環境により努力する中で

Ｏ．３と厳しい数字は︑地

政力指数はー．ｏに対して

＠特別会計

げの必要があります︒

円と︑現状の不況下︑引下

特別会計の決算審査にあた

限界があるわけです︒経常

一一一ツ峠グリーンセンター

財政分析指標ですが︑財

り︑関係諸帳簿及び書類等

収支比率は硬直度︑弾力性

は︑フットサル場等の周辺

渡

符合して問違いなく︑適正

の点から町村の場合ｍ％以

て財務監査を行い︑全体に

あることを認めます︒併せ

ましいが︑当町の場合この

額の負担からｍ％以下が望

下︑公債費比率も元利償還

ゆ行政改革の推進

で︑活用を検討されたい︒

整備事業が進んでいますの

は町税と同じ指摘です︒

国民健康保険税について

に執行されており︑正確で

良好に処理されております︒

数字に近づいています︒

算で不用額が計上されてお

実質収支比率ですが︑決

〇一般会計

とされています︒

チェック機能の充実が必要

権の推進上︑自治体の自己

となり︑その背景は地方分

ら外部監査制度が導入可能

地方自治法改正で１０月か

く評価されます︒

に対する財政健全経営は高

金４千万円の積立と︑将来

基金２千万円︑土地開発基

金５千万円︑公共施設整備

は増ですが︑中学校建設基

処理したので地方債の残高

フットサル場等は地方債で

地方債及び積立金の点で︑

将来の財政負担のことで︑

活用をお願いしたい︒

いて十分検討されて一層の

引き続き費用と効果等につ

なわれていくということで︑

係の入力が軽白動車から行

度より稼動予定と︑税務関

れ︑印鑑証明の交付が来年

の交付が８月より行なわ

活用が望まれます︒住民票

進にもつながり︑効率的な

ＯＡ化の推進即行革の推

◎外部監査制度

り︑県の指導による適正数

２−

−

進んでいるとの意を強くし

り︑事業展開として三ツ峠

計画について︑故高山良策

凱２０債９干９２０万４干４９７円
歳出２０債０干５１５万７干６９８円

榊９軸

ての賛成討論を行います︒

フット サ ル 場 造 成 ︑ 桜 の 里

氏の遺作晶の逐次収集を要

町長並びに町執行部には︑

づくりが執行され︑０Ａ機

れました︒一方︑起債︑各

企業的経営感覚による行財

望︑県道富士吉田西桂線の

種基金の積立を図り︑主要

政運営に更に英知を結集さ

器の購入及び役場改修に８

施策の成果及び予算執行状

れる事を要望いたしまして

改修要望もあります︒

況報告書に明記されている

私の賛成討論といたします︒

千３４４万５千円が支出さ

ように︑健全財政が堅持さ

平成１０年９月定例会本会議

５万１干８２２円

７万８干２４３円
︷﹄１
︵ｔ−

些鱒

︷団

、

停

７万４干５２０円

維持補修費 、積立金
繰出金 、投資出資金等

具

富
竈
日

）

＝ように

ました

事務経費」般 、臨時職
員賃金 、業務委託料等

主に常勤の職員の給与
町長 、議員及び
各種委員等の報酬

、

９年度
３万３干５８２円

４万７干３７０円

ぺ
毎年度 、償還すべき
町債の元金 、利子

１０万６干９６１円

１万４干６４１円
他市町村との広域業務
負担 、各種団体等へ
補助等

大型備晶の購入
町道水路

建物の建設等

圃︑

ＱＹサ

．
し１
一

山弓 ︑

一

＊町の貯金 ・借金の総額には特別会計分も算入してあります
｛

。

魯
（土地を除く）

享

１９億１干１３６干３干円

ク

＼

施設措置費 、福祉手当
医療費助成 、敬老年金

１４億３４５干円

タ
｛

３８万８干９４円

教育委員会の委員の

局意一−件

西棲町電子計算組織

任命につき同意を求める

同意４

議案３１

案例﹈４件

する条例の制定

に係る個人橋報の保護に関

○電子化される個人情報保護
のため︑町職員の責務を明

記する条例である︒

３−

議案翌 西桂町三ツ峠グリー
ンセンタｉの設置及び管理

に関する条例の一部改正

に伴い︑条例の一部を改正︒

西桂町ホームヘルパー

〇三ツ締フットサル場の完成

諏案羽

派遣手数料条例の一部改正
○国の事業運営要綱の改正に
伴い条例の一部を改正︒

謝案引 西桂町老人医療費助
成金支給条例の一部改正

○県補助金要綱の一部改正に
より︑所得制限の限度額を

↑※１０ぺージヘ続く↑■

引き上げる条例改正︒

−

曇審記案件二

２８万４干９６４円

ｏ

平成１０年９月定例会
定例町議会の開会にあたり︑所信の一端を申し述
べ︑議員各位並びに町民各位にご理解とご協カを賜
りたいと存じます︒

最近のアジアにおける朝鮮民主主義人民共和国の
ミサイル発射と︑インド・パキスタンの核実験は︑

では︑これより︑活活西

状況を考慮して︑昼間の時

国道の交通事情及び付近の

開削工法︑中央道ボックス

目標面積２５．８肋に対して︑

事組合などのご協力により︑

ところで︑組織と事務処理

事務がより効率的になった

ゴ等の販売に利用している

当町でも︑もろこし︑リン

加工施設の完成をみました︒

では︑農産物の直売所及び

としてはもとより︑町民に

外の青少年の健全育成の場

の活用でありますが︑県内

まず一ニッ峠フットサル場

一一ニツ峠周辺整備−萎

ます︒

っていきたいと考えており

についての点検見直しを行

下の推進工法︵縦穴を掘り︑

とができました︒関係者に

そこから道路地下に下水道

管を挿入する工法︶等の工

心より感謝申し上げます︒

２７．３Ｍの面積が確保するこ

事を実施してまいります︒

と聞いております︒今後︑

も今後の大会開催などを通

去る８月９日︑ＪＡ都留

より多くの農家の皆さんの

じて十分ご利用をいただき

ては︑昨年に引き続いて︑

桜の里づくり事業につい

たいと存じます︒

ご利用を希望いたします︒

︿ＯＡ化の推造ｖ

西桂町総合行政システム

オートキャンプ場につい

本年ｕ月末に桜︑低木類等

ら住民票の写しの発行業務

ては︑事業の見直しを行い︑

化事業については︑現在︑

を電算化いたしました︒続

仮称大沢桜の丘公園として

の植樹祭を行う予定で準備

いて印鑑証明のカード化に

用地取得することとし︑現

システムのソフト導入を行

向けた業務を進め︑来年ユ

在︑土地交渉及び国・県関

を進めております︒

月から実施できるよう進め

係機関との協議を行ってい

っております︒８月３日か

ています︒

で︑推進役の専属係員を９

ム化計画に従って進める上

られないため︑電力供給は

いては︑地権者の同意が得

憩いの森公園トイレにつ

るところでございます︒

緊急生産調整推進対策事

月より配置変更したところ

困難であり︑他の電力供給

これら事業を行政システ

今後の予定につきまして

業︑いわゆる転作促進につ

であります︒今後は︑行政

４■

−

恒久平和を願う我が国の危倶するところでありま
す︒また国内の経済状況は︑出口の見えない不況に
より︑アジア経済のみならず国際経済のためにも︑

日本の景気回復が最も重要だとされ︑一刻も早い景

桂建設のための重点施策等

間帯のみならず︑深夜工事

気回復が待たれるところであります︒

から一部の事業執行状況に

も行っております︒ご迷惑

ご協力のほどお願い申し上

をおかけしておりますが︑

ついて申し上げます︒

︿下水道の整備﹀

管の布設工事に着手し︑現

は︑国道・都留市方面上り

いては︑農業委員会及び農

︿農業振臭﹀

在は︑第４処理分区の国道

車線︑及び田村薬局付近の

げます︒

乗年盾開圓１＝向はて倒１１公園の整偏
の工事を実施しております︒

今年度は８月より下水道

住民窓口のＯＡ化■＝取Ｏ組む

オ

ン
ゆ平成９年度の６会計決算額◎

会

計

承馴Ｏ一般会計
（区

名

歳入歳出決算差引

９干４０４万６干７９９円

分〕

繰越明許費繰越額

３２９万７干ＯＯＯ円

（歳出総鋤

（カ

ツ

三丙

￥鋒許工嶺５

実質収支額

９干０７４万９干７９９円
一

一

……

一

一

一

○暮蟹蟹備

１億４干８２６万Ｏ『 ＝円（１０４手９３８万２干円）
県単小土地改良事業 、町単道路整備事業 、地方道路計圃整備事前調査 、町公共下水遭整備事業 、ゴミ収集事業 、ゴミ処理関係補助事業

○産業振興
９５４万７干円（９６４万７干円）
特定農地貸付事業 ・産地形成化促進事業 、商工業活牲化促進事業 、織物業活牲化及び製晶開発補助事業
○原境整備
９干６５５万２午円（９干７３６万１千円）
防災体制整備事業 、小屋の入防災対策事業 、住民防災意識高揚箏業 、自主防災組織整備事業 、防犯灯 ・街路灯整備事業 、交通
安全対策箏業 、町総合行政システム化事業 、町役場庁舎内装改修事業

○福祉充案

３０２ｒ ＝９２０万８干円（３口３干４３６万１千円）

三ツ峠周辺整備事葉 、配水管整備事業 、各種保健事業 、ディサーピスセンター運営事業 、在宅福祉事業 、高齢者生きがい対策
事業 、桂 コミュニティー 整備箏叢

○人材育成

３干５２４乃７干円（３干５３２万２干円）

地区公民館建設整備事業 、ボランテイア活動環境整備事業 、桂川クリーンキャンペーン事業 、社会貢献活動支援事業

○教筒文化の促遺

６干２８８万２干円（６干５１０万１ｒ ＝円）

会

斜
名嗣

芸術 ・文化交流 、生涯学習事業 ・生涯スポーツの普及 、児童館開放 、カウンセリング事業 ・Ｓ
幼児と母親の交流事業 、母と子の食生活共同体験 、中学校建設整備事業

計

歳

名

入

総

額

歳

出

Ｓ

Ｃ事業 、英喬吾助手の活用 ・乳

歳入歳出決算差引

総

脳１１園民健蘭呆険特別会計

２０７千８０７万６千８１０円

２億４干８３７万８干３７２円

２千９６９万８子４３８円

糧１２老人保倶法特別会計

２口５千４５７万８干０５５円

２億５干４３６万６干２８１円

２１万１干７７４閂

２干８１２万７干８５３円

２ｒ ・７７５万８ｒＦ５８６円

３６万８干０６７円

６干３７９万７干４０３閂

６千１６６万４干３１５円

２１３万３干０８８円

２０１干５８０万７干９４６円

２億１千４４８万２千３８０円

１３２万５ｒ ・５６６円

鯛１３グリーンゼンター 桐昴脂…計

醐１４藺易水遭特別会計

聰１５下水遭特別会針

しております︒議員各位か

現状では困難であると判断

あるいは膨大な経費から︑

ステムについては︑地形上

電︑風力発電︑ソーラーシ

の方法︑すなわち︑水力発

る施設として︑見直しを進

適で安全で楽しく利用でき

きる施設︑及び合宿者が快

討会を設け︑町民が利用で

に伴い 関係職員による検

については︑施設の老朽化

芝張り工事等が予定され︑

しては︑ゲートボール場︑

りました︒１０年度の整備と

しまれる公園となってまい

場等が整備され︑町民に親

置︑水車の設置︑多目的広

町の整備事業としては︑管

来年４月の開園予定を目指

︿桂川公園遣設﹀

理道沿いに街路灯や遊具の

めています︒

県事業による公園建設の

設置等を行い︑公園の充実

らも移転やむなし︑早急に

関と協議の上︑移転のため

進捗状況については︑平成

を図っていきます︒なお︑

移転するようにとのことで

の予算を計上いたしました︒

９年度分は小川及び池の設

ありますので︑関係行政機

＝一ツ峠グリーンセンター

順調に整備が進む桂川公園
して工事が進んでおります︒

本町地区︑小学校からの公

５■

園進入路工事については︑

秋の収穫後に予定しており

ます︒

また将来︑倉見側から桂

川公園につり橋を架ける件

については︑倉見側の用地

取得が一部を除いて完了し

ておりますので︑今年度か

ら徐々に埋め立てていき︑

地盤の安定性を確認して︑

駐車場及びつり橋建設を進

めていく考えであります︒

以上︑活き活きとした町

づくりのための主な事業の

状況報告を述べさせていた

だきました︒

１

般 会計決算ほか
平成９年度

全謹案を可決

９月定例会運合審査会

平成ｍ年４月

に２回以上受けられるのか︒

は︑清掃︑草刈り︑また高

を案分している︒主な業務

り替えも行っている︒当町

庭木の手入れ︑ふすまの張

て塾厄済み
住民福祉課

在住者の登録数は現在２１名

たきり︑虚弱︑痴呆︑身体

齢者の特殊技能を活かした

間

に障害を持つ町民が対象と

−日現在の登録者数は︑寝

間

ようとした者がいたが幸い

なり４８名が登録されてい

役場庁舎に夜間進入し

税金の滞納が多い︒滞納者

未遂に終わった︒当町の夜

る︒原則週−回のサービス

町民税︑圃定資産税に

に対する収納事務の内容に

闇警備体制はどのようにな

受けられない︒

を提供するので２回以上は

町長

問

生ゴミ処理ボックス補助を

生ゴミの減量

間

行っている︒

６−

−

ついてお知らせ願いたい︒

っているのか︒

よる年４回の督促状の送付︑

常時の対応︑夜間出入りの

て︑当町での取り組みは︒

収納方法は封書に

納税者の都合に合わせた分

ある施設については︑警備

住民福祉課

総務課

納による納付︑滞納者宅に

委託は難しい︒防犯ベル等

化に向けて︑ＥＭ菌の利用︑

役場庁舎のように非

役場職員が訪問して納税を

の防犯設備を検討したい︒

生ゴミの肥料化に向け

お願いしている︒

入・未納が若者を中心に目

問

最近︑国民隼金の未加

立ってきている︒当町の年

センター運営負担金の算出

商工費のシルバー人材
問

金加入・収納状況は︒

方法は︒センターの業務内
容は︒

町税の口座振込を実施
し︑納税しやすい環境を作

住民福祉課

者全員が国民年金に加入し

企画振輿課

当町では対象
る事が急務ではないか︒

ている︒収納率は９０％弱と

吉田市役所内に置き︑各市

口座振込の実施に
ついて組合にご理解をお願

なっている︒

町村で運営のための負担金

総務課

いした︒平成１２年度の町税

問デイサｉピスをユ週間

事務所を當士

より実施予定である︒

デイサービスセンターの利用者の皆さん

●

（主な協議内容）三ツ峠グリーンセンター整備計画について
（協議結呆）コテージ式の宿泊施設整備を計画する

１︑オートキヤンブり竈殴

酎画の蜆ｏしについ て

務調査にて︑検討したい︒

コテージは良いと思う︒
利用者に喜ばれ︑再利用さ
れる施設作りを目指してい

事業変更につい

議会意見
ただきたい︒

仮称柄杓流川
移転について

３︑憩いの森公衆トイレの

ては了解された︒

企画振輿課
公園下のオートキャンプ場
建設用地については︑三ツ
議会意見

一刻も早く︑ト

峠周辺整備事業見直しに伴
イレの移転をお願いする︒
移転する場所は︒

町長 一案として︑フット

問

い︑桜の丘公園として︑取

勇気ある撤退だと思

得土地の用途を変更したい︒

意見

サル場の上のところ︑二案

として仮称柄杓流川公園付
近が予定されている︒いず
れにしても県との協議を経
なければならない︒

４︑蠣嚢橦川公口蟹ｍの

３０万６千２５０円の費用

樹木の枝打ちを計画し︑高

教育委員会 平成ｕ年度に

である︒

がかかった︒

一；
ヨ一
■一

茱一
茱一

一；

■一

故嵩山良策氏の作晶を

問

さについても検討したい︒

一；

問

意見

故人の妻︑高

いく点かの改修要望が出て

よう春季に実施していただ

県道富士吉田茜桂線の

中心とした資料館建設計画

改修について︑倉見区から

企画振輿課

稲作に被害が出ない

の現在の状況は︒

一︐
茱一

里一

ない校庭内の樹木でも︑不

きたい︒また近隣とは関係
建設課

必要に大きくなりすぎた木

いるが︑改修の目処は︒

関へ︑関係書類を添付して

の枝打ちもお願したい︒

リ

改修要望についてお願いし

問

一︐

一出

−

茱一

罰一
一
葭一
罰一

られ︑事業計画が立てられ

８月下旬より

間

ている︒具体的な活動とし

町長より県関係機

もらっている白しかし故人

てある︒県側の意向として

につづく残り４地区の組織
一出

Ｈｕ

罰一

商工会に確認を急が

渉が難航している︒

ていただくことを了承して

の絵画の管理を委託されて

は︑小規模な改修よりも︑

化の状況は︒

山利子さんには絵画を譲っ

一︐
一

韮一
茱一
罰一

いる業者が︑絵画引き渡し

県道としての機能を果たす

教育委員会

Ｈリ

に条件を付けているため交

ための整備に重点を置きた

各区で相次いで組織化が図
土木費に除雪費用が支

青少年育成上町区会議

町長

いとの考えである︒

間

が大きくなりすぎて︑周辺

ては︑月複数回の地区会議

小学校グランドの樹木

している︒

一Ｈ

距一
罰一
Ｈ
韮一
罰一
Ｈ
韮一
罰一

一Ｈｕ

出されている︒その内訳は︒

一Ｈｕ

罰一

の民有地に枝が伸びてい

役員及び小中高校生の保護
一Ｈｕ

韮一

一罰

平成９年度の除雪

建設課

る︒このため日照不足によ

者による夜間パトロールが

一；

罰一

費用は８２２万６千７５０

り︑一部農作物が生育不良

一弐

円で︑排雪費用は６０７万

実施されている︒

窩パト回ールの臭施覆

吊告なしの

におちいっている︒

９千５００円︑合計−千４
リ

一；

一

韮一

一；

一；

⁝一

他市町村在住の高校

辺に集まって喫煙・飲酒を

生らしき子供が三ツ峠駅周

意見

一；

⁝一

■一

しているとの情報もある︒

一；

茱一

■一

■一

罰一

ヨ一

﹂

定期パトロｉルの他に抜打

ちパトロールも必要である︒

︐

一⁝︸

Ｈ一

７■

う︒民意を反映した行政運
営をお願いしたい︒

２︑一一一ツ︸クリーツセシクー

竈ｏ酎画について

平成ｍ年１２月定例町

問施設整備実施時期は︒
町長

進捗状況について

建設課説明

議会に調査費を計上したい︒
議会のご理解が得られれば︑

による整備内容は︑工事発

平成ｍ年度県

来年度予算にて事業化をは

注９月末を予定し︑ゲート
ボール場︑中低木植栽工︑

かりた︑
現在の宿泊棟を廃棄して

芝張り工︑ベンチ等の整備
を行う︒町単独事業として

コテージ式の宿泊施設を建

設した︑

街路灯の設置及び遊具の設

；

； ；

；

彗

；

調査研究を重ね︑議

意見

置を執行していきたい︒

合わせて事業を進める︒

来年４月−日開園予定に

論に耐えられるような資料
を揃えていただきたい︒

この件については今後事

整備が進む仮称柄杓流川公園

■

；
■茱
空
罰芒

；

；

；

患い

１発電機 、右側１ トイレ〕

憩いの森公衆トイレ佐側

９月定例会運合審査会

問

置していくことで事務を進

流公園用地内にトイレを設

企画振輿課

業について説明を凸

間

桜の丘公園用地取得事

いては︑なぜ庁舎内装改修

めている︒

プ場建設から事業変更し︑

庁舎耐展強化工事につ

として当初予算審議の際に

問

桜の丘公園用地として取得

◇運営方法決定

ｕ日議会運営委員会

◇陳情処理確認

◇議会運営確認

１８日全員協謝会

本ム１議開会

◇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

一承認８−

一括説明

議案３１−３８一

一括質疑

決算監査報出口

各常任委員会付託

本ム衙謝休憩

オートキャン

計上できなかったのか︒事

水道工事も必要と思うが︒

トイレには手洗い等の

業内容とともに説明を︒

連△口審査△酉

川区域内にもかかわらず︑

購入単価が高いのでは︒

一括質疑・討論・採決

告一議案３１−弘︑３６︺

◇付託議案総務委員長報

本会謝再開

◇議会運営確認

別日全員協議会

◇付託議案審査

連合審査会

本ム冒識散会

◇休会議決

一括質疑・討論・採決

＾承認８︐９︑議案３５︺

止口

◇付託議案総務委員長報

本会訟再開

◇付託議案審査

費用を予算計上した︒

トイレ・手洗い用

建設課

問

基準不適格建造物

総務課

として湧き水を利用する︒

患いの萩トイレの

用地取得について︑河

ということで︑庁舎の支柱
に補強を行うと同時に︑壁
に筋交いを入れなければな

早息な移転看

いては︑河川区域内ではな

当該土地につ

問移設が完成し︑トイレ

く︑民有地として現存して

企画振輿課

あり︑柱補強とともに補正

が使用可能となる時期をお

いる土地で︑取得単価は高

らないとの設計士の提案が

予算を計上した︒

知らせ願いたい︒

憩いの森トイレ移設工

問

問 桂川公園の遊具工事に

いとは判断していない︒

企画振輿課

な回答を待っている現状で

関して詳細な説明を︒

県からの正式
事に関して詳細な説明を︒
企画振輿課

ある︒年度内執行を目標に

予算の内容は︑

移設費用とともにトイレ周

ては住民のアイデアを考慮

遊具の種類につい
一生懸命努力していく︒

意見

し木製遊具を設置する︒具

建設課

辺の植栽等を追加した︒都
留土木事務所及び県の本課

るよう努力をお願いする︒

一日も早く実現でき

との協議の中で︑仮称柄杓

８■

−

へ

仮一

１０年竈主な

地取得

⁝．．﹂．

繕正予コ

舳一

会

計

補

名

講案３５一般会計３号補正予算
○役場庁舎耐贋強化工事

正

補正後の予算総額

額

１億７千０８３万６千円

１９億４千５８９万Ｏ千円

８２０方０千円

地震に備え 、役場庁舎地階の壁 、１階の柱 ・商側の窓 、２階の南側の窓の補強を行礼

○新水源地用地取得

３千８６３万５千閂

水遵水安定供給の事業実施のため 、土地開発基金より用地を買い戻す

○三ツ峠周辺整備蓼秦遺加

。

７千２５３万２千円

憩いの森公衆用トイレ移設費 、仮称犬沢桜の丘公園用地取得 ・造成工事費 、グリーンセンター 施設測量委託費
フットサル大会経費追加 、桜の里づくり滅額

○町単 ・桂川公團整備事業

２千１５０万Ｏ千円

遊具 、街路灯等の設置を・ 公園内に行う

議案３６

、

。

グリーンセンター会計１号補正予算

○歳入 ・使用料追カ皿

１５４万５千円

３千１２０万１千円

１０２万Ｏ『二円

フットサル場完成に伴い利用客の増加を見込払宿泊料６０万円遣加 、フットサル場使用料４２万円を追加計上す私

○歳入 ・食堂収入追加

．

５２方５千円

フットサル場完成に伴い 、食堂利用客の増加を見込む

○グリーンセンタ

事業費遺加

竈

１５４万５千円

フソトサル場維持管理経費として６８万円 、賄い材料費に２６万３千円 、広告宣伝費に６０万２千円を追加計上す乱

議案３７

簡易水道会計１号補正予算

○水道改良費追加

６４９万２千円

７千Ｏ０６万１千円

２千３５０万Ｏ干円

３憶Ｏ干４５２万１干円

６４９万２千円

新高区配水池の造成二〔事 、人事異動による人件費の滅額

議案３８下水遣会計１号補正予算
○新設工事讐追加

。

２千３５０万Ｏ千円

町内下水遣整備箏業にかかる

、．

体化した段階で議会にお諮

町長

を造成する計画である︒

た後︑２−３年後に橋の建

りする︒

意見

設にかかる計画である︒

子供が遊ぶ施設であ

るので︑安全性を第一に考

え︑風光明媚な公園だけに︑

景観を考えての設置として

てもらえば︑盛土も速やか

いただきたい︒

問

に進行するように感じられ

倉見地区から公園への

つり橋事業に関しての説明

いした︑

る︒早急な事業施工をお願

建設課

建設課 三ツ峠周辺整備事

をお願いする︒

め立てを順次行って行く予

業の残土を倉見側の用地に

議決後︑用地の埋

定であり︑３０台の駐車場確

盛土していきたい︒

間 グリーンセンタｉ測量

保を図る︒橋の建設計画は︑

用地の地盤が安定次第︑建

ール場にかけて︑ログハウ

設計の概要は︒

人が通れるだけの橋とし︑

スーＯ棟︑風呂場の新設費に

設を図って行く︒

路盤が傾斜しているため︑

かかる調査委託である︒

橋に関しては︑基本的に

路盤の傾斜を考えた駐車場

□

公共下水道管渠布設工事費の適カ肌

■
路盤の安定を確認し

◇付託議案建設文教委貝

一括質疑・討論・採決

長報告＾議案３７︐３８︺

本会訟散会

◇休会議決

違合審査会

◇付託議案審査

２９日全員協議会

本会議再開

◇議会運営確認

◇付託議案総務委員長報

一括質疑・討論・採決

告︵承認ｍ−Ｂ︺

◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論一採決

長報告＾承認ｕ︐１５︶

説明・質疑

◇町長議案上程＾議案３９︺

総務委員会付託

本会諏休憩

連合審査会

９−

厄神社前の残土を入れ

宿泊棟からゲートボ

◇付託議案審査

本会講再開

◇付託議案総務委員長報

質疑・討論・採決

告譲案３９一

説明・質疑・討論・採決

町長議案上程︵同意４一

査議決︵総務委員会︑

◇閉会中の委員会継続調

建設文教委員会︑議会

運営委員会︑議会広報

編集委員会一

本会議閉会

−

間

町長

三ツ峠グリーンセンター 宿泊棟

証問毒

チ．

一．︷

問

﹁アミーゴス﹂とは友

達と言う意味だそうですね︒

どのような友達がクラブに

参加しているのですか︒ま
た活動日︑練習会場をお知

西桂小学校ユ年生か

らせください︒

監督
ら６年生︑東桂の小学生を
含めて６５名︑西桂中学生１０

上が土曜日に練習していま

水曜日︑土曜日︑中学生以

木曜日︑土曜日︑６年生が

火曜日︑土曜日︑５年生が

小学−年生から４年生が︑

を見てもらっています︒

あと上級生に下級生の面倒

田さん︑楯野さんの３名︑

ラブ員で︑指導者は私と前

発揮できて︑かつチームが

監督

の人と交流を深めたい︒

サッカーを通じてたくさん

萱沼君

ださ︑

問

るように指導しています︒

なってもサッカーを楽しめ

ながら体を動かし︑大きく

良く動きやすい︒施設を造

亜沼君 土より足の感触が

思います︒

す︒皆さんの要講があれば︑

触れる機会が少なくなりま

社会人になるとスポーツに

いただけたらと思います︒

外の一般の方にも利用して

施設がサッカーをする人以

とはありません︒ただこの

ただいて︑これ以上望むこ

竈〇一

す︒練習会場として町民グ

良い成績をおさめればいい

ってくれてうれしいです︒

名︑高校生以上約１５名がク

ランド︑中学校体育館︑一一一

と思います︒ｕ月より始ま

議会広報は読みますか︒

たて冊

ツ峠フットサル場を使用し

る全日本少年フットサル大

間

選手一人一人の力が

勝ち負けよりも︑

今後の目標を教えてく

ています︒

会の予選に向けて︑みんな
いますか︒

問

に見ます︒

萱沼君 町広報の方はたま

一緒にボｉルを蹴りたいと

間 どのような活動をして

がんばっています︒

必ず読みますよ︒

参加するアミーゴスの子供たち
監督

監督

とは︒またこのフットサル

町行政と町民に望むこ

りを中心に︑５︐６年生に

場を利用した感想は︒

サッカーの基礎づく

なると対外試合で個人の技

監督

一一手代純離塾
術が発揮できるようにして

して︑この施設を造ってい

スポーツをする者と
います︒下級生では楽しみ

↑※３ぺージの続き中

土地の取得

Ｈ謝決案件﹈１件

護案羽

トキャンプ場より桜の丘公

○下暮地仮称柄杓流川公園下
の土地取得︒三ツ峠周辺整
備事業見直しに伴い︑オー

園としての利用に変更︒

承黎８

専決処分事項の報告

覇告﹈２件

︵平成ｍ年度西桂町一般会計
補正予算２号議定

歳入歳出総額〃億７千５０

○歳入歳出−万６千円追加︑

５万４千円とする補正︒
平成ｍ年７月実施の参議院
選挙経費の追加で︑施行期

日上︑専決処分となった︒
承認９ 専決処分事項の報告

償条例の一部改正一

︵選挙長等の報酬及び費用弁

〇参議院選挙の投票時間延長
に伴い︑投票管理者等報酬
を国の基準にて改正︑施行

期日上︑専決処分となった︒

﹇補正予算﹈４件

○平成１０年度補正予算︑別記

○平成９年度決算︑別記

寮算﹈６件

請願・陳情は

﹁国民の休日に関する

審査見送りとなりました

陳情ｇ

法律﹂の改正の実現に関する

陳情

一１０一

」トバルスキーのサ ッカー 教室に

てんの一つさい

天 壬 祭 と倉見子供みこし

毎年７月１５日には︑

︶

たちを中心に︑天王祭が執

役となり︑夕方３時頃から

区において︑育成会が世話

たすことになりました︒

歴史的な橋渡しの役割を果

中学生が担ぎ手となり︑地

ある祇園祭は︑貞観ｕ年

祇園信仰の祇園御霊会で

昔から祭りでは︑手供達

代実録﹂に載る貞観５年

時代の初期に成立し︑﹁三

れました︒御霊信仰は平安

に不定期かつ臨時に開催さ

は主に疫病が流行する季節

を﹁空﹂に帰する形で行わ

は御霊を慰め︑荒ぶる御霊

ます︒御霊会における鎮め

催されたことが記されてい

れ︑初めて公の御霊会が開

の代表が午頭天王︑天満天

れるようになりました︒そ

祭祀の対象となるものが現

神社の祭神として恒常的な

一方で︑御霊の中には︑

界へと送り出すものでした︒

Ｌんせ九・且ん

じん

しよ一つ︒

域のさらなる発展を祈りま

が増大しないよう願い︑地

大に行って︑疫病を含む災

れていました︒天王祭を盛

を現出することが重要視さ

露し︑多くの人が興じる場

は︑古来より芸能などを披

午頭天王を鎮めるために

りとなりました︒

て多くの土地で鎮守神の祭

る蘇民祭という名称になっ

逃れた蘇民将来の伝説に因

モ＾几Ｌ上・﹁らい

天王を祀る天王祭︑疫病を

いきました︒さらに︑午頭

して︑各地の祭りとなって

また︑中世には地方に波及

して今日に至っています︒

さを増し︑夏祭りの典型と

て︑庶民の祭りとして華麗

した︒室町から江戸にかけ

７０年︶より恒例となりま

を起源とし︑天録元年＾９

て九巧く

を建てて御霊会を行ったの

旧二
した際に︑神泉苑に鉾６６本

︵８６９年︺に疫病が流行

区の各戸をみこしがまわっ
ていきます︒
苦上︑コ且吉Ｌん

午頭天王は︑行疫神︵病
気をはやらせる神︶として
吉つ

祀られています︒行疫神の
﹂︸﹄︷Ｌん︐﹂︷

信仰は︑御霊信仰とつなが

ります︒御霊信仰とは︑社
会的に広範囲の人々を脅か
すような災疫の発生を御霊
のしわざとみなして恐れ︑

これを鎮めることによって

Ｌず

り行われます︒天王祭とは︑
ずてん切︷

平穏を回復し︑繁栄へ導こ

﹂

午頭天王︵インドと中国と

うとする信仰をいいます︒
﹂ｏ上う主

日本の神様の集合神︶を祭

によるみこし担ぎが県内外

＾８６３年︶の神泉苑御霊会

れました︒本来︑御霊とは

神︑崇道天皇などです︒特

御霊を鎮めるための御霊会

多く見られ︑当町では倉見

の記事が文献上の初見です︒

猛威をふるい始める段階に

に︑午頭天王と天満天神は︑

昔い−一

それによりますと︑御霊会

おいて︑安らかに宿り帰す

それぞれ祇園信仰︑天神信

右ぐ吉

を行うことは各地で以前よ

る場所がないため︑さまよ

仰という独自の展開をたど

﹇ｊ・﹁がん

り続けられてきましたが︑

っている霊鬼的存在です︒

ることとなり︑同時に︑御

すヒ・﹁てん軸・﹁

てん圭んてん

その年に疫病が猛威をふる

御霊会の鎮めの原則はこの

霊信仰の形態の変遷という︑

彗由ん

って︑崇道天皇以下６人の

世に浮遊している御霊を外

神とする夏祭りです︒

員と子供たち

倉見区の

︵

宮司

失脚者の御霊のしわざとさ

一１１一

倉見自山神社
説明
は

巌鍛 氏
各戸をまわる倉見子供みこし

子
供

む０８〜ぐ○§舳

擁ヲｏ砂多厨

