綻に見られるように︑国内

昨年は大手金融機関の破

ととお喜び申し上げます︒

もって新春を迎えられたこ

には輝かしい希望と期待を

うございます︒町民の皆様

新年明けましておめでと

皆様のご期待に応えられる

てが幸せを享受でき︑町民

備に取り組みます︒町民全

三ツ峠グリーンセンター整

の地域振興券の交付事業︑

のため︑国庫補助を受けて

しています活・活西桂建設

町においては町長が提唱

いよいよ正念場を迎えます︒

迫る中︑不況からの脱出は

の幕開けがいよいよ問近に

に進めてきました︒新世紀

勝をご祈念申し上げ︑新年

町民の皆様のご多幸ご健

ります︒

議員による最後の発行とな

が任期末を迎えた私達議会

りました︒今回の議会広報

に伝えることに努めてまい

うごきを︑出来るだけ正確

の皆様に町行政及び議会の

議会広報を発行して︑町民

議会広報編集委員を中心に

かれた議会を目標に掲げ︑

さて町議会では町民に開

す︒

の経済不況は国民生活をい

よう決意を新たにし︑議会

のごあいさつといたします︒

１２月定例会 ・運合審査会

最大規模の景気対策を強力

っそう脅かし︑その中で誕

の役割を果たしてまいりま

村長︑市町村議会議員等︑

身近な選挙が行なわれま

地域振興券交付−業特別会計条例制定

の児童が属する世帯の世帯

月ユ日を基準に︑蝸歳以下

交付対象者は︑平成ｕ年−

活性化を図ることである︒

人消費の喚起・地域経済の

の経済的負担を軽減し︑個

年金等の受給者や低所得者

子育てを支援し︑老齢福祉

総務課 この条例の主旨が

ないのではないか︒

を取り扱う商店が町内に少

スポーツ用晶︑本等の商品

えるような玩具︑文房具︑

すると１５歳以下の手供が買

問

で判断する︒

の判定は平成９年分の所得

６５歳以上の町民税非課税者

主︑年齢６５歳以上で個人町

個人消費拡大と地域活性化

施策の目的は︑

民税非課税者等であり︑交

のため実施されるので︑商

総務課説明

付額は２万円で地域振興券

業振興を第一に考え︑町内

の取り扱い商店を指定する︒

取り扱い商店を町内と

としてお渡しする︒

地域振興券取り扱い事業

１５歳以下と言っても交付さ

れるのは世帯主であり︑商

者は︑消費者の利便から広

い地域での指定も考えたが︑

間地域振興というが︑安

品購入上の不都合は家庭内

間

くて魅力ある商品でなくて

事務量も多く︑町内事業者

０人︑合計３千万円相当の

は消費意欲がおこらない︒

での調整に期待したい︒

地域振興券を交付する時期

商店もサービスに励んでも

での利用が妥当と考える︒

は︑また６５歳以上の町民税

らいたいが役場の指導は︒

交付対象者約ユ千５０

非課税者は何年の所得で判

セールス等の割引や︑魅力

町長 商工会等に５％還元

総務課

ある商品を提供するように

断するのか︒

交付開始予定で︑振輿券の

要請する︒

平成ｕ年４月より

使用期問は６ヶ月である︒

２−

−

生しました小渕政権は過去

新年あけまして
おめでとうございます
あり︑心新たに今年こそ良

す︒選挙は民主主義の原点
で住民が政治に参加する絶

い年にしたいものです血

昨年は金融破綻また毒入

町当局も町議会も行政の

好の機会でもあります︒進

も深刻な影響を与え配分に

スリム化また効率化に真剣

事件等悪いことが多発しま

明けましておめでとうご

も苦慮している様です︒こ

に取組み︑この暗いムード

んで参加して下さい︒

ざいます︒１９９９年は世

の不況が事件を起す最大の

した︒歳末助け合い募金に

紀末ですが︑平成ｕ年−月

くりに努力している所です︒

を一掃し希望のもてる町づ

今年は４年に一度の地方

町民の皆様の一層のご支援

元凶とも云われています︒

選挙にあたる隼︑知事選に

ご協力をお願い■いたします︒

−日と１が並ぶと︑よ−し

わいてきます︒一日の計は

始まり︑県議会議員︑市町

一からスタートだと一兀気が

朝にあり一年の計は元旦に

地域振興券は町内の指定商店で便用可能

・采

１１ 卑

平成

新年明けましておめでと

うございます︒月日の過ぎ

新年おめでとうございま
す︒耀かしい新春を迎えら

るのは早いもので︑４年の

革が求められ︑私達地域住

た︒２１世紀を目前にして変

議員任期も僅かとなりまし

れお慶び申し上げます︒昨
今︑経済不況と国政の昏迷
ですが︑吾が町は光ってい

ます︒青少年のフットサル

意識を高め推進しなければ

民各自が町勢発展のため︑

トボｉル場と２１世紀は間近

ならないと思います︒皆様

場︑熟年は桂川公園にゲー

です︒明るい町づくりをみ

のご健康をご祈念します︒

町民各位におかれまして

んなでやりましょう︒

皆様新年おめでとうござ

は︑輝かしい新年を迎えま
したことは︑誠に御同慶に

います︒私共に残された任

期も残り少なくなりました
が︑予てより推進してきま

達の任期も余す所数ヶ月と

をお願い致します︒

変わらざるご支援︑ご協力

まいる所存でありますので︑

民福祉の向上を更に図って

存ずる次第であります︒私

り多大なご支援を頂き当選

した﹁桂川公園﹂も年度末

様の憩の場として大いに利

させて頂き︑来る４月で任

期を務め︑私は充実した議
会活動が出来たと自負し︑

用されるものと期待してお
ります︒年頭に当り皆様の

残りの任期を明るい豊かな
町づくりに努力いたす所存

御多幸をお祈り致します︒

ら抜けきれず︑また自治体

ございます︒昨年も不況か

新年明けましておめでう

動の暗い年でした︒経済面

び申し上げます血昨年は激

町民の皆様︑新年をお慶

倒す不良債権が金融システ

も大不況の時代となり︑都

身を戒め町民の代弁に当り︑

ムを揺さぶっております︒

の入札による不祥事が起こ

町民福祉の向上のため全力

新しい年が国の様々な対策

市銀行︑証券会杜をもなぎ

を尽くします︒今年こそ︑

が功を奏して︑より明るい

っております︒私も常に自

皆様にとって良い年であり

年となる様祈っております︒

と思います︒

み出せる年になって欲しい

今年こそ浮上の一歩を踏

明け暮れている昨今です︒

我が町の発展を模索しつつ

景気回復が待たれる今日︑

で何とも不安な年でした︒

界の危機やら凶悪事件やら

うございます︒昨年は経済

新年明けましておめでと

ます様にお祈り致します︒

輝かしい新春を迎え︑

益々ご健勝のこととお喜び

申し上げます︒

こんにちまでの４年間を

振り返る時︑長い様で短い

歳月でありました︒皆様方

から信頼されての４年間で

ありました︒災害のない︑

町民皆様方のご健勝ご多幸

を祈念申し上げます︒

梅原啓

高尾活弍議員
高尾嘉

なりました︒町勢進展︑住

芳

に完成致します︒町民の皆

れば早いもので︑皆様方よ

慶び申し上げます︒振り返

平成ｎ年の新春を迎えお

抱
です︒御指導お願いします︒

３−

−

隼
后

賃

幸

牛

１２月定例会 ・運合審査会

業者指導が甘かっ

示してある工期より大幅に

改修工事の一部に住民に提

導と課内業務を進める︒

にやれ﹂モットウに業者指

事を進める︒﹁言われる前

の一斉消毒を︑今隼度に限
って実施しないのは︒

従来の委託業

が滅額となった理由は︒

工前に予想できたことであ

問

路整備が進み発生自体が減

現状︑住宅の近代化と水

事務の電算化により︑手帳

佳民福祉課説明

させておく︒磁気カード型

影をあらかじめ機械に記憶

登録者の印鑑登録原票の印

印鑑登録

式の印鑑登録証を磁気カー

の印鑑登録証を機械に差し

ことのないよう慎重に事務

あたって︑他人の手に渡る

される印鑑登録証の交換に

間 来隼−月４日より実施

住民福祉課

られるのか︒

本人でなくても交付を受け

問 カードを持っていけば︑

せれば証明書が作成できる︒

込み︑必要な情報を出力さ

を進めていただきたい︒

交付される︒

録証による印鑑証明書発行

問

磁気カード型の印鑑登

務を進めるよう指示をした︒

た課員に対しても慎重に事

ベテラン職員が従事し︑ま

に記載をしていただく︒い

従来どおり窓口にて申請書

住民福祉課 交付の際には

に証明書を受けとる恐れは︒

が︑登録者の知らないうち

問ガｉド紛失により他人

今までどおり

住民福祉課 窓口担当には

一部を改正する︒

ドヘ変更するため︑条例の

印鑑条例の一部改正

青消８を中止︑ ○旦制へ

介詩后肇平成１２責．より全国一斉スタート

全議案を可決

平成Ｈ年−月より印竈証明臼竈欄械化・蚊とハエの

建設課

たと反省している︒工期に

遅れている個所があるが︑

余裕が出来るよう早めに工

システム開発委託の内容は︒

問

この制度は平

間

社会福祉費︑介護保険

住民福祉課

どのような理由か︒

工事以外の部分で遅れが出

住民福祉課

者が機械の手配がつかず断
ってきた︒他の業者からも

建設課 昨年度の国の基準

る︒当然工期はその点を踏

っている︒今後希望制に切

は︑従来の手帳式とはどの

ておくことが必要である︒

ずれにしても大切に保管し

電算化後は全

点が異なるのか︒

住民福祉課

４−

−

保健衛生費︑蚊とハエ

成口年度より全国一斉にス

建設課

ものは資格記録管理業務︑

たためである︒

電柱移転など本体

タートし︑システムの主な

保険税納付管理業務︑受給
者管理業務︑給付実績管理
業務を想定している︒

変更に伴う使用料算定方法

まえて設定したはずで遅れ

り替え︑今回の補正予算に

業務ができないと言われ︑

の見直しに伴い︑平成ｍ年

た理由とはならない︒住民

煙の消毒機ユ台︑液の消毒

歳入の公営住宅使用料

４月より公営住宅使用料の

は工期終了後︑通常どおり

機−台の購入費用を計上し︑

問

改定が行なわれた︒この結

使用できると思っている︒

希望者に機械を貸し出すこ

やむを得ず中止とした︒

果︑減収となったので減額

工事が遅れることは住民生

その様なことは工事着

補正とした︒

とで対処したい︒

道路橋りょう費︑町道

活を脅かす︒

問
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１

■

■ 般 会計決算ほか
平成１０年度

（調査）下暮地地内民有地の取得と倉見地内公共用地の貸出しは
（結呆）おおむね適正に処理されており 、業者指導を徹底してほしい
三ツ峠伺辺聰ｎ□竈１＝

。

たい 。」との意見が出された

企画振輿課説明

購入予定
企画振輿課
る︒

それぞれ異な

委員意見

地は下暮地入田地内で合計
工千４０９空ｍ︑購入目的は

土地の取得は良いと思う︒

将来を踏まえて

町道＝一ツ峠２号線の４ｍか

ら７ｍへの拡幅︑及び三ツ

峠フットサル場等で使用す
る駐車場の整備を図る︒

企画振輿課

３８０番地のー︑町有地４

総務課説明

町行政に運転手のモラル向上のため

に隣接する町道を拡幅する︒

ユ６坪の民間会社への貸出

○見地内公共用地の
○出しについて

フットサル場前までの町道

しについて︑９月の定例会

山梨県における交通事故の発生状況は︑恒常的な悪化

７皿に拡幅する場所は︒

は既に７ｍに拡幅してある

にて報告をした︒その後契

傾向が続いている︒特に県下においての飲酒に関わる交

問

ので︑続きを今回整備する︒

約を平成！０年１０月３０日に締

飲酒運転の根絶に関する決議︵抜粋︶

必要な施策を謂ずるよう要鶉する

畑と雑種地で４筆ある

通死亡事故については︑全体死亡事故の約４分の１を示

倉見上唐沢１

問

結した︒契約期聞は開始を

しており︑高い比率となっている︒

購入する土地

が単価は異なるのか︒

平成１０年ｕ月−日とし︑会

社も交えて協議をし︑水路

水路について建設課と会

めには︑運転者のモラル向上が最も有効な手段である︒

要な行政課題となっている︒しかし交通事故を減らすた

的な危険を内包している︒このため道路施設の整備は重

我が西桂町は幹線道路である一般国道１３９号線をか

を設置するということで会

ここに運転者の守らなくてはならない大切なモラルと

計年度に合わせるため終了

社より借用地の水路設置届

して飲酒運転を行なわないことを宣言し︑全町民ととも

かえ︑恒常的な交通渋滞が発生している事は周知のとお

けを受け取り協議も整った︒

に飲酒運転の根絶にむけて取り組み︑あわせて関係機関

を平成１４年３月３１日までと

会社では広い土

りであり︑運転者の過失は直ちに大事故につながる潜在

委員意見

に対して飲酒運転の根絶に対する必要な施策を講ずるよ

した︒

地に製晶を置いており︑大

町議会

う要請するものである︒以上︑決議する︒

平成ｍ年１２月２２日

西桂

雨の場合セメント交じりの
排水が水路に流れ込まない

よう︑会社に対して行政指
導をお願いしたい︒

５−

■

。

伴う用地取ｏについて

也を視察する町議会議員

購入予定の公

調査事項１ 三ツ峠周辺整備事業に
伴う用地取得及び 、調査事項２ 倉見
地内公共用地の貸出しは 、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「会社に対して汚水を水路
へ排水しないよう行政指辿をお願いし

済の活性化を目的とした２

て︑消費の喚起及び地域経

す︒政府の景気刺激策とし

申し述べさせていただきま

あたり︑私の所信の一端を

使用料については︑引き統

ました︒受益者負担金及び

日付けをもって答申を受け

営審議会に諮問し︑１２月−

８月に西桂町公共下水道運

下水道事業については︑

導入を考えております︒

ミ処理機﹂購入補助制度の

年度から﹁家庭用電動生ゴ

しておりますが︑さらに来

ンポスト補助金により対応

また生ゴミについては︑コ

ある審査会については︑富

成１１年１０月からで︑重要で

ますが︑申講書の受付は平

体で実施していこうと考え

北麓広域圏の東部地区共同

士吉田市を中心とした富士

基蟹整備について

万円の地域振興券の交付事

いて審議することとなり︑

事業を終え︑各区のご協力

３ヶ年に及ぶ防犯灯設置
旋︑水洗トイレ等改造奨励

に感謝し︑今後はその成果

６■

■

１２月定例町議会の開会に

務が進められております︒

排水設備工事資金の融資斡

トの事業で︑当町において

金︑浄化槽設置に関する補

ｉド化が実施できるよう取
り組んでおります︒

この畳鶉証は
もｏで寸から

日］竃量螢証明■
ずこｏ〕登患証在

、

リま世ん
転出 ．死亡 、珪

速しください
この登眼証在冊

届１寸出てくださ

呂

こｏカードを指

環境整備について

国庫補助率ｌＯＯパーセン

も実施に向けて︑今定例会

の維持に努めてまいります︒

住民窓口の電算処理業務

助制度については︑答申内
容を尊重し︑今後は条例及

当町においては︑排出量

福祉の充実について
●介護保険業務

平成ｕ年度から実施され

印鑑登録証

交換は済みましたか？

で条例案︑予算案のご審議
を願います︒

のうち︑印鑑証明の発行に
ついては︑今定例会に条例

び規則等を徐々に整備し︑
下水道への加入促進に努め

の一部改正案を上程し︑来

私は︑ーユ年度の主要 事 業

に︑公共下水道事業及び三

てまいります︒

で事務事業を精査し︑活活

抑制のため︑資源ゴミ回収

年ユ月からは印鑑証明のカ

ツ峠周辺整備事業を含め︑

新年度の予算編成に取り組

西桂の取り組みに生かして

リサイクル運動を進めてお

ゴミ処哩について

まいりますので︑ご指導を

り︑大勢の町民の皆さんに

む所存であります︒その中

お願い申し上げます︒

御協力を頂いております︒

Ｉ■

硬桂呵

人

（左側１裏 、右側：表）

團蔓螂聖塞看取り入れ

下水道工事が進む柿園地区国道

三ツ峠ダリ８ンセンタ■９婁偏に取り組む
１２月定例会 ・本会議

近

桂

違

子

１０年度主な

｛
寸費

只券

予竈計上

サ

会計名

を予 汀冒十 上

補正額
補正後の予算総額
１千８２５万９千円 １９億６千４１４万９千円

議案４４一般会計４号補正予算

○町単道路整傭事業
１００万Ｏ千円
上町区要望 、上町大神宮前星遣の拡幅工事
○介竈保険システム開発委託料
８００万Ｏ手円
システム開発により 、平成ユ２年度からの介誰保険事務に支障のない体制作りを目指す
○人件，の追加
３１２万８千円

。

給与改定に伴い役場職員の人件費の追加

議案４５ 国民健康保険会計１号補正予算
芳４竿肖
○国庫支出金返滋釜
…

一一一一

一一

；

一一

６

５４５万６千円

２億９千０９６万３千円

、

平成９年度の医療費の確定に伴 づて 、交付超過となった国摩負掴金を返迦す糺

○医療給付口の追加

２『 ＝８５４万９手円

７０歳以上受給者の増加を伴 ｏて 、また平成１０年度医療費の支払実繍の増加により ・医療給付費が月平均２２０万円

増の状況にある
議案４７ グリーンセンター会計２弓補正予算
。

○人件臼の追加

３千１２６万２千円

６万１千円

６万１干円

給与改定に伴い役場職員の人件賓の追加

議案４８簡易水遣会計２号補正予算
○水道改良臼迫加

６９６万４千円

７千７０２万５千円

７４６万４千円

職貝給与改定に俳う人件費の追加 、及び新高区配水池箏の基本設計業務委言モ料の計上である
３億Ｏ千４５８万８千円
６万７千円
議案４９下水道会計２号補正予算
ち
芳ラ早肖
○人件ヨの迫加…
給与改定に伴い役場職貝の人件費の追加
３千３０７万５千円
当初計上額
。

一一一

一

○振異券交付口

一

一一

一一

３千ＯＯＯ万Ｏ千円

想定交付対象者数ユ平５００人 、一人当たり交付額２万円

○振輿券交付亡務口

振興券交付費の１Ｏ分の１を計上

３０７万５千円
。

に実施できるよう着々と準

トの面において︑来年ｍ月

ております︒ハード・ソフ

を検討いたしました︒この

急特別対策事業の補助事業

農山村地域就業機会創出緊

急経済対策の一環としての

設備を図り︑地域住民と都

備を進めております︒

レクリェーション施設造

市市民との交流を通じて︑

補助事業は︑体験施設等の

りを推進するため︑平成１０

農業の活性化を図ることが

●一一一ツ峠周辺整備事業

年度においては︑三ツ峠フ

り︑国のヒアリングを受け︑

目的であり︑事業は５ヶ年

事業認可の内定を受けたと

ットサル場建設︑第３回の

このうち三ツ峠フットサ

ころであります︒

計画でよいとのことであ

ル場の利用状況については︑

●桂川公園建設

植樹祭を行ないました︒

でに時間に直して延ベユ４

７−

１０月の利用開始から現在ま

町の整備事業として公園

いります︒また倉見側から

０時間という利用がなされ

予定通り桜が植栽されまし

桂川公園につり橋を架ける

のより良い充実を図ってま

た︒この事業の捷進につい

件については︑予定した用

ております︒また植樹祭は

ては︑関係者のご協力に感

地権者に感謝申し上げます︒

地が確保できました︒関係

三ツ峠グリーンセンター

用地の埋め立て造成工事を

謝申し上げます︒

については︑施設の見直し

文化の香るまちづくりの

発注したところであります︒

察研修を実施しました︒ロ

ため︑住民レベルでの文化

と運営の改善を図るため︑

グハウス建設などの施設整

交流ができるよう︑国際交

国際交流を検討

備事業の財源については︑

流を視野に入れた友好都市

職員の検討会を設置し︑ま

山梨県とも協議を重ね︑指

作りを考えております︒

た議会とも先進施設への視

導を受けるなかで︑国の緊

■

＾・

■ −

■ ■

一一一一

Ｏ

つ．︑

Ｏ．

一一

■一＾

．

一一

＝

一＝

．．

一＝

いて現行制度では︑利用者

か︑西桂町での運営︑試算︑

度とはどういう内容のもの

れる事になり︑介護保険制

度に介護保険制度が実施さ

に対応するため︑平成１２年

る︒今後高齢化社会の到来

平均は１６・２％となってい

にわたる介護サービスが総

択により保健・医療・福祉

仕組みとして︑利用者の選

全体で介護を支える新たな

杜会保険方式により︑社会

は︑これらの問題を解決し

されている︒介護保険制度

面があるなどの問題が指摘

が非効率に提供されている

よって軽減していこうと考

り徴収し︑国の軽減基準に

払うが︑国の徴収基準によ

保険料は４０歳以上の人が支

料負担軽減策については︑

なるかと思っている︒保険

総予算はー億５千万円程に

介護保険特別会計の初年度

予算計画について︑概算で

ため︑広報等を通じて周知

制度の理解をしていただく

め︑注意しながらも住民に

制度に不確定要素が多いた

いずれにしてもまだまだ

こうと考えている︒

せた職員採用を検討してい

を把握した中で実態に合わ

確保等については︑二ーズ

ている最中である︒職員の

⁝凹 １２年度から開始され

西桂町税条例の一部

西桂町職員給与条例

職員の特殊勤務手当

西桂町印鑑条例の一

西桂町地域振興券交

欽酒運転の根絶に関

委員会で採択したため︒

○審査の結果︑陳情１０を総務

する決譲

発談４

﹇鐵員発護﹈１件

予算

域振興券交付事業特別会計

訟案団 平成ｍ隼度西桂町地

︻当初予算﹈１件

○平成１０隼度補正予算︑別記

︻補正予算﹈６件

付事業特別会計条例の制定

議案５０

部改正

議案侶

例の一部を削除する︒

○支給実態に合せるため︑条

に関する条例の一部改正

議案〃

導により給与改正を行う︒

○人事院勧告に基づき県の指

の一部改正

議案４１

除及び追加を行なう︒

○準則の改正に伴い字句の削

改正

議案如

案例﹈５件

員選任につき同意を求める

同意５ 固定資産評価審査委

同意一−件

︻審劃案件︻

デイサービスを受けられる町民の皆さん

介竃保険制盾の内容と
呵の取組み状況は

認定審査会は市呵村共同で実施
広報等で住民へ制廣の周知
高齢者の急増︑家族の介護
機能の変化などから︑高齢
者介護問題は老後の最大の
不安要因となっている︒

我が国は欧米に比

がサーピスを自由に選択で

高齢者介護サービスにつ

べ︑高齢化が急速に

きない︒また医療サーピス

保険料負担の軽減策︑また

えている︒

するなどして事前準備を進

合的に利用できるようにし

台帳等作成に必要なソフ

め︑制度がスムーズに実施

独自のサービス等︑構想を

トウェアについては︑今定

できるようしていこうと思

ようとするものである︒

介護認定審査会について

例会の補正予算に計上した︒

介護保険制度は平成

は一市一町二村で組織する

要介護者把握については︑

一長

共同体での実施を考えてい

現在実態調査により分析し

つている︒

る︒急速な高齢化の進展︑

る︒また事業にかかる収支

お聞かせ願いたい︒

１８・３％が６５歳以上︑全国

進み︑山梨県では人口の

問
寝たきりや痴呆性老人等の

８−

−

波辺和典

、

ｏ

・・．

︐・

−

．し

一一

●

ｊ

＾
：

ん
、

…

蝋

林竈邊股・螂邊竈ｏ・
圓竈バ イ パ ス 計 回 の 状 況 は

地元住民の理解を得て

を得て林道実現のお考えは︒

のため陳情をした︒都留土

ところ︑山梨県土木部道路

木事務所道路課に確認した

いて︑地域の方々のご理解

建設課において︑西桂地内

県道富土吉田西桂線につ

をお願いして︑県道として

ート策定のための調査を現

を中心として︑西桂町︑富

国道バイパス道路の建設

在行っているとのことであ

ふさわしい改善建設に取り

推進について︑建設大臣あ

る︒国道の交通渋滞解消の

士吉田市を結ぶ新規県道ル

都留市大幡から三ツ
て建設願いを陳情済みと聞

ため︑県道富士吉田西桂線

組むお考えは︒

峠を縫由し富士吉田
いているが︑その後の進展

の整備は当町において最重

積極的に取り組みたい

市新倉に通ずる林道につい
状況についてお尋ねする︒

要課題であり︑県道ルート

問

て︑黒野田林道を延長して

長現在︑林道が一路線

林道を山梨県地域森林計画

都留市を結ぶ富士西部広域

に︑富士吉田市・西桂町・

いした右県では平成９年度

係機関に協議・検討をお願

であると判断し︑国・県関

性化のため林道新設が必要

いると聞いている︒去る７

トの交通量調査等実施して

ては︑国において関係ルー

る国道バイパス計画につい

三ツ峠山際をルートとす

木事務所に要講をしていく︒

て︑県道整備のため都留土

民のご理解とご協力を得

の大部分を占める倉見区住

書の見直しの際︑計画に入

月３０日に建設省甲府工事事

呵 もないので︑林業活

新設林道計函に組み込み︑

れた︒林道開設事業広域生

務所において︑県及び関係

市町が集まり︑長期ビジョ

山梨県都留土木事務所道路

県道富士吉田西桂線は︑

して関係市長とも十分な打

ても渋滞緩和施策の一環と

ったところであり︑私とし

好都市を持ちたいとのお考

国際交流を視野に入れた友

の所信表明の中で︑

うな抱負をお持ちか︒

而Ｈ

種交流活動︑姉妹都

長国際的イベントや各

市交流などの活動が各自治

体で行われているのも︑国

際性豊かな人づくりの推進

であり︑国際交流の場と機

会の確保も必要と感ずる︒

私としては︑中華人民共

和国の広西省桂林県桂林市

と友好都市を結ぶ構想を持

っている︒桂のとりもつ

縁・山紫水明・風光明媚等

が理由である︒市の概要は

人口４７６万人︑面積２万

７千８０９平方ｈ︑気候は︑

温暖多湿で平均気温旭度で

ある︒自然の景観はすばら

しいとの事である︒色々検

討して民間視察団を組織し︑

慎重に判断したい︒

山梨県を始め︑県下３３市

町村が海外との交流をして

いる︒中国とは︑県が四川

省︑巧市町村が実施してい

る︒長期的な立場で国際交

流計画を樹立し︑教育・文

化の交流︑国際的視野にた

った青少年の交流︑経済交

流等を推進したい︒

９■

につなぐ林遣を山梨県長期

都留市︑富士吉田市の協力

活関連事業として︑国・県
への働きかけをし︑早期着

課において維持管理が行わ

合せをし︑国への積極的な

えを述べられたが︑どのよ

ン計画等のヒヤリングを行

れている︒５月２７日︑都留

働きかけをしたい︒

１２月定例議会︑町長

コ円●聞■

住民の国際交流は必要
中国橦林市との交流を調査検討
土木事務所長に︑県道整備

工できるよう要望した︒

目原嚢涜の内容は

問

■

三ツ峠経由︑西川新倉林道

整備済みの県道富士吉田西桂線

整備が必要な倉見地内の県道

一ニヅ 峠 ダ リ ■ ン セ ン タ ー
晒 設 竈偏の内容は
ら今だ脱却できず︑この様

長引く景気の低迷か

も考えておるのか︑施設整

できるのか︑また一部民問

３︑現在の人貝では対応

計画の概要は︒

な厳しい経済情勢の中︑観

備後の運営形態については︒

我が国の経済状況は

光産業の育成と都市と町村

目眺第！の質問であるが︑
ｍ
ログハウスを平成ｕ

の見地から国庫補助による

費も後年度負担となる︒こ

主財源︑施設の維持管理経

業に投入される貴重な町白

と言わざるを得ない︒

わず大変巌しいものがある

設運営は︑公営・民間を問

れた︒現在の不況下の各施

辺に計画すると表明をなさ

三ツ峠グリーンセンター周

体験施設整備等を５ヶ年で︑

り入れ︑ログハウス建設︑

創出緊急特別対策事業を取

である農山村地域就業機会

国の緊急経済対策補助事業

２に農山村地域就業機会創

り実施する計画を進め︑第

農林漁業特別対策事業によ

補正予算事業の山村振興等

平成１０年度は国の第３次

示を出した︒

手続を取るよう関係課に指

れると判断し︑早急に事務

町の自主財源を極力抑えら

業が活用可能と県から聞き︑

ター施設整備にこの補助事

確に打出し︑グリーンセン

治体への公共事業補助を明

次補正予算を計上し地方自

進・安定を図るため︑第３

国では︑景気浮揚と雇用促

係機関と協議したところ︑

年度に建設する予定で県関

において地方自治体に負担

で賄うが︑国の地方債計画

り︑残りを町債と一般財源

金は事業費の２分のユであ

し︑その財源は︑国庫補助

の５年間で約８億円を予定

平成ｍ年度から平成１４年度

概要であるが︑総事業費は

示及び年度別の整備計画の

次の総事業費と財源の提

行う考えである︒

での５年間で施設整備等を

計画で進め︑平成Ｍ年度ま

特別対策事業を取り入れる

は︑新山村振興等農林漁業

管理棟・駐軍場などを計画

ｉ並びに浴室などを整えた

策氏の展示室及びギャラリ

平成１２年度は︑故高山良

３千万円である血

れ︑町の負担︑一般財源は

２千万円が後隼度に算入さ

は交付税措置が８０％︑１億

で充当し︑この補正予算債

万円については補正予算債

金−億円︑残りの１億５千

た︒その財源は︑国庫補助

千万円の事業費を県が認め

し︑現段階では︑約２億５

設・公衆トイレなどを計画

見通しの下で行なえば︑事

この施設整備事業も甘い

三ツ峠グリーンセンター施

し︑平成１３年度においては︑

宿泊棟・研修棟についても︑

をかけないよう︑交付税措

平成１０年度においては︑

解体工事を計画している︒

出緊急計画策定事業︑第３

ログハウス４棟・体験学習

設整備計画について伺う︒

業を取り入れて実施してい
く計画である︒

平成１４年度においては︑口

用地取得及び既存の建物の

１︑どのような事業目的
をもって取り組むのか︒

２︑総事業費とその財源

平成ｕ年度以降について

棟・水軍小屋・合併処理施

置されるとのことである︒

明野村 、太陽とふるさと村のキャビンを視察

に中山間地域活性化推進事

町勢に活力をあたえるべく︑

の住民聞の交流を深かめ︑

問
の提示︑及び年度別の整備

一１０一

平成１０年度より国補事業にて

５か年計画で施設整情を実施

自州町 、尾自の森名水公園の宿泊棟を視察

・．甘．

一；

韮グハウス２次整備及び駐車

各種団体等とも相談して施

付かない場合は平成１０年度

ｍ年度は国の緊急経

していきたい︒それ以降は

円かけた部分だけでも実施

費２０数億円の９０％国庫補

の単年度事業で２億５千万

助︑温泉地下−千５００メ
一一一一している︒

済対策事業という︑

有利な補助︑起債がなけれ

＝一ツ峠グリーンセンター

設の運営を図りたい︒

施設にログハウス建設のた
ートル掘削︑湯温５８度︑毎
一一一一

国が大幅な国債を発行して

一一一一場・モニュメント等を計画

罰一

め先進地視察を実施︑町長

分２５０立方メートル湧

一一一一えているかの質問は︑そば

ばしていかないということ

次に︑一部民間委託を考

以下関係職員及び議会議員
出︑建設はログハウス︑カ

緊急に補助金をくれるとい

ナダ方式直輸入４０棟︑２０

の隼度事業に対して同じよ

１９名で３ヶ所を訪れた︒

一一⁝体験・手織り体験・農産物

自州町．一三

０人以上収容︑またパーク

一一一一農産物特産品開発・木工教

■一

属白の竈名氷公回
ゴルフも完備のすぱらしい

展示室︑森のレストラン︑

り込む散歩路︑歴史を学ぶ

事業として︑豊かな山麓の

に︑山村振興農林魚業対策

都留市宝大幡山の傾斜地

罰加工施設・農産物直売所・

一一一一施策に取組んでいきたいの

⁝一

施設を見てきたが︑

立派な施設を持つ町村で

而円 いて県の話では︑農

出来ないという事であり︑

から補填をしなければ運営

も︑採算的な面で一般会計

業関係の事業であるので補

西桂でもその可能性が十分

長平成１２年度以後につ
副部民間活力を導入しなけれ

助金が今までどおり付くの

一一一一理運営は無理と判断し︑一

茱ば成り立たないと考える︒

にある︒だから民間の力を

距一

一出

一一一一農家及び農業団体︑並びに
■１．１

■■−■

■−−■

■．．■

■■．■

■−−■

皿−−■

﹄．．１

韮一
茱一

王一
茱一

茱一

一；

一；
一；

一；

罰一

に力を入れており︑

も今まで以上になると思う︒

用が図られるので︑利用者

み︑またフットサル場の活

ーンセンター周辺整備が進

抑えていきたい︒またグリ

だき︑人件費は出来るだけ

団体の人にも手伝っていた

張り合いと夢を持って各種

−山

長農業関係団体が非常

くらいの気持ちが欲しい︒

てもらい当初はやっていく

ターの職員３名にがんばっ

ら︑なるべくグリーンセン

借りアルバイトを使いなが

ではないかと言っており︑

罰で︑現在の職員３名での管

ｕ月１６目︑先進地の

をご理解いただきたい︒

木工教室に参加 、農業団体の皆さん

うことである︒しかし以降

山梨百名山の一つ甲斐駒

うな補助金がもらえるのか︑

研修宿泊施設が完備し︑水

自然を活用し地域の振興発

またもらえないのか︒

⁝一一室などあらゆる農林業振興

や森とのふれあいを通じて

展を図ることを目的に都留

問

問

施設である︒

ケ岳︑鋸山が聲え立つ麓に︑

総面積１５ヘクタールの広大

自然体験学習︑レジャーが

いきものふれあいの里︑管

部の
留山
市ふ
・れ
．あいの里．
．．宝

楽しめる自然公園としてす

理売店棟とグリーンロッジ

な水の庭園︑森の生態に入

ばらしい施設︑交通の便も

で宿泊は６棟︑付属施設３

棟︑芝生広場２面の施設よ

良く発展の夢は十分秘めて
いると思った︒

りなる︒

スイスの山小屋のイメー
ジで快適なアウトドアライ

．明野村・．
あけの太凹とふ石︷と 村
芽ケ岳山麓の西南斜面に

フが体験できる施設である︒

感想賢い財源措置︑施設

総事業費は２億数千万円︒

建設︑心と身体の養生ゾー
ンの保養施設︑食と健康ゾ

ｉンの薬膳料理のレストラ

運営上の尊門スタッフ︑第
３セクター及び民間の参加

ン︑ハープスタンド︑体験

宿泊施設とオートキャンプ

活用等が︑将来必要になる
だろうと感じた︒＾小山委星

場を供える︒

国の施策にのって総事業

一１１一

茱

彗

茱
空

距
唱

罰
罰 昌
； ； 彗
；
；
茱空 茱
空

鵜．同
榊︑会

（調査）県内のログハウスによる公営の集客施設の状況は

（結果）財源描置の検討 、専門スタッフの育成 、民間活力の導入が必要

自山河川邊ｏ︑厄︸川竈ｎ︑
質問をする︒

災害対策事業３点の

域総合防災対策事業により

大月林務事務所において地

いずれも整情が必暮

次に︑厄神川上流の山頂

いか︒ご所見をお伺いする︒

への働きかけも必要ではな

留め設置について上部機関

堰堤が整備されたが︑流木

るのか︑またその上流部に

て着工予定は明示されてお

については︑継続箏業とし

みとなっている︒この部分

京電力敷地内工事を残すの

て完成される所であり︑東

て認められ︑災害対策とし

ては︑準用河川白山川とし

まず白山河川事業につい

機関に何回かにわたり︑山

部の崩壊対策について︑県

続いて︑厄神川上流山頂

早期着工をお願いしていく︒

いと思われる︒しかし再度

係上︑早期着工は大変難し

国庫補助事業を導入した関

止め設置工事については︑

を要望していく︒また流木

なっているので︑早期着工

独自に工事着工することに

会社の所有地であるため︑

については︑東京電力株式

ている︒完成後その上流部

流路工約ユ３５ｍを着工し

して採択の基準に適合しな

業として︑国・県の事業と

中で︑急傾斜地崩壊対策事

ところ︑何回か調査をする

長にお会いしてお願いした

５月２７日に都留土木事務所

施について要望してきた︒

松久保地区防災工口の今後は

県事業として実施するよう害請

は現在も崩壊が続いており︑

中一

砂災害危険区域として認定

最後に︑松久保地域は土

した方が良いのではと言っ

崩れて落ち着いてから着工

ろ︑県の担当は︑ある程度

可能とのことである︒同地

流路工の確保を町ですれば︑

一般的に砂防ダムの設置は︑

なおその時のお話しで︑

ｏ

いのでご理解をお願したい
︑

頂部は大部広く崩れておる
占︑

対策を講ずるべきと恩うが
︑

とのご返事であった︒
︑

されており︑都留土木事務

ていたが︑今後も現地調査

区から桂川までの流路工は

し︒刀・刀︑刀

所に防災工事を再三お願い

を重ねる中で︑早期着工を

用地確保は困難であると思

しているが︑対策がなされ

最後の︑松久保地域の土

われる︒ただし住民生活を

何百メートルとなるので︑

長雨が続くと相当量の水及

砂災害危険対策については︑

優先し︑何らかの対策を講

要望していく︒

び土砂の流出が見られ︑今

陳惰書の提出を含め︑都留

ない現状である︒台風及び

後の対策について伺う︒

ずるべく検討をしていく︒

査依頼及び防災対策事業実

土木事務所河川砂防課に調
川上流については︑

請願・陳情は

採択となりました

飲酒運転の根絶に関

する議決要望

陳情１０

審壷見送りとなりました

﹁盗聴法﹂制定に反対

する慧見薔提出陳情

陳情１１

る講願についてのお願い

陳情佃 国民年金の改善に関す

推進と執行体制の拡充を求め

陳情佃 国民本位の公共事業の

る陳情

絶国際条約﹂締結の促進を求

陳情刊 ﹁核兵器全面禁止・廃

高齢者の介護・年金・

める陳情

陳情１５

﹁遺伝子組み換え食品﹂

医療一福祉等の充実を求める

陳情

の表示等を求める国への意見

陳情佃

書提出に関する要請

陳情〃 ﹁盗聴法﹂制定に反対

する意見書提出の陳情

一１２一

↓

長まず︑準用河川白山
⁝山

自山河川の県工事現場

問

ので整備をお願いしたとこ

牛

厄神川堰堤付近の県工事現場

る︒今後下水道工事が町の

町の防災竈器材及び
生濱靱貫のさ５なる竈偏は

を果たすものである︒

ご質問の防災資機材及び

生活物資のさらなる整備計

中心部入ると更に通学路が

危険になる︒早期につり橋

つり橋の早期着工をお願い

う︒そこで倉見地区よりの

通学路は利用度が多いと思

小学校への登下校の

桂川公園を経由した

である︒このため取得用地

には︑予算計上いたす考え

況をも考慮し︑平成１２年度

ことを踏まえ︑また財政状

建設を早期に望む声が多い

し用地確保ができ︑つり橋

り組む予定であった︒しか

降につり橋の建設事業に取

工事を施工︑平成Ｂ年度以

度から３カ年度に渡り造成

ができた︒以前は平成１Ｃ年

者全員のご協力を得ること

策はいかがか︒

停電時の主食︑非常食の対

電気炊飯器に依存しており︑

特に現在は主食については

次計画で予定されているか︒

活物資のさらなる整備を年

そこで防災資器材及び生

震の発生も危倶されている︒

当町︑山梨県下に大きな地

地震など記憶に新たな事で︑

淡路︑新潟︑宮城︑北海道

地震の発生としては︑阪神

防災対策は万全かどうか︒

急対策の実施に大きな役割

発生時の迅速かつ適切な応

い安全な地域社会づくり︑

策の基本として︑災害に強

り︑当町の総合的な災害対

の震度を想定したものであ

とともに︑阪神淡路大震災

被害想定調査等を踏まえる

計画及び県が実施した地震

定により︑山梨県地域防災

模地震対策特別措置法の改

災害対策基本法並びに大規

る契約を交わしたい︒また

害時に優先的に町に納晶す

者と今後覚害を交わし︑災

糧の確保についても製造業

の備蓄及び︑主食・非常用食

については︑ペットポトル

道ポンプの停電による断水

等の不通に伴う対策は︑水

の備蓄を考えている︒

を活用し︑トイレ・諸備品

は︑県防災資機材補助金等

今後も日本赤十字社に要望

いるが十分な量とは言えず︑

布及び生活用品を備蓄して

置づけ︑日本赤十字社の毛

館地下倉庫を防災倉庫に位

画であるが︑現在上町公民

役場庁舎へ非常用発電儂の設置

断水に情えペットポトルの惰蓄

が完成され︑対岸に渡り公

園を経由した通学路の確保
が急務である︒

長倉見側駐車場及びつ
町 り橋の早期完成のた
災害は忘れた頃に来

長当町では昨年度﹁西
町桂町地域防災計画﹂

してきた︒今回︑つり橘と

は︑今年度より埋立を始め

ると言われているが︑

駐車場のための関違用地も

ている︒駐車場用地の土地

日ごとに多べなって︑学童

現在その付近の交通量は

して決めていきたい︒

のような橋が良いのか検討

議員さんと視察して︑ど

を整備していきたい︒

場庁舎への非常用発電機等

の災害対策本部となる︑役

また︑今後︑防災発生時

釜を７セット備蓄している︒

日赤仕様のーＯＯ人用防災

能に伴う炊き出しは︑現在

各家庭での炊飯器の使用不

次にライフライン︑電気

をしていきたい︒また町で

地権者のご理解のもと取得

基盤安定は来年度ではまだ

を改定した︒この計画書は︑

された︒町は造成工事後地

であるが︑設計等は来年度

﹁阯１■問−

盤安定後着工としたい旨で

発注していかなくてはなら

めの用地取得は︑関係地権

問

あるが︑造成方法によって

の通学時の事故が心配であ

上町公民館地下の町と区の防災倉庫

◇運営方法決定

８目議会運営委員会

◇陳情処理確認

巧日全員協議会

◇議会運営確認

◇会議録署名議員指名

本会識開会

◇会期の決定

◇町長所信表明

譲案４０−４９一

◇町長議案一括上程

一括説明・一括質疑

各常任委員会付託

◇休会議決

連合審査会

本会説散会

総務委員会

◇付託議案審査

◇所管事務調査

◇陳情案件審査

一陳情１０一

◇議会運営確認

２２日全員協議会

本会議再開

◇会期中の委員会事務調

査報告＾総務委貝会一

◇付託議案総務委員長報

一括質疑・討論・採決

告︵議案４０−４７︺

長報告＾議案４８︐４９︺

◇付託議案建設文教委員

一括質疑一討論・採決

↑※ｕぺ−ジヘ続く↑

◇町長議案追加上程

一１３一

つり僑建設を計画
ないかと考えている︒

平成１２年度に

は早期着工も可能である︒

讐口の竈掌竈竈倶のため
早卿二つりｏｏ殴宿

問

葡問考

−・．団

問

参加者と活動日︑練習

西桂小学校の女子児

会場を教えて下さい︒

代表
重の３年生から６年生まで
の２２名が参加しています︒

練習会場は小学校体育館
で︑練習日は毎週木曜日の

夜が６時半から２時間︑土
曜日の２時問は︑他団体と

試合の際の送迎︑レクレー

しては︑滑って危ないと思

体育館は練習試合の会場と

の時聞調整の上︑時聞をき

めています︒週２日活動し

ションの準備に関わります︒

います︒

ています︒

指導者は男性４人の女性

問町では近い将来︑建て

間 どのような活動をして

２名︑現在６名体制です︒

かえす計画もあります︒

ルの基本プレイの習得︒主

作り︑第３バスケットボー

たい︒中学生用リングに小

週の練習をあとー日増やし

代表

現状︑床の問題とー面の

取れる体育館が理想です︒

営が出来ないのです︒２面

ユ面だけでは予選会等の運

↑※１３ぺージの続き↑

一同意５一

説明・質疑・討論・採決

◇議員発議上程一発議４︺

説明・質疑一討論・採決

◇町長議案追加上程

譲案５０︐５１一

一括説明・質疑

総務委員会付託

本会議休憩

連合審査会

本会議再開

◇付託議案審査

告︵譲案５０︐５１︺

◇付託議案総務委員長報

一括質疑・討論・採決

◇一般質問︵小山議員︑

滝口議員︑牛田議員︺

◇閉会中の委員会継続調

設文教委員会・議会運

査議決一総務委員会・建

営委員会・議会広報編

集委員会一

本会議閉会

んと行政の流れが分かりま

せんので︑読ませていただ

議会のあった後で発

いています︒

代表

行されます議会広報の質疑

の部分は見ます︒

一蒔じ

一１４一

いますか︒

間町の行政と町民に望む

代表

に基礎中心にやっています︒

学生用の低いリングを整備

第ユに礼儀正しい子

代表

ことは︒

今後の目標について教

ため西桂が会場になること

私共の希望ですが︑

供を作ること︑第２に体力

問

していただければ︑中学校

練習会場を確保し︑

えて下さい︒

はありませんでした︒

もう一つ小学校体育館の

験させてあげたいのですが︑

県大会で一勝が目標
になっていますが︑成績よ

床は滑るのです︒子供達の

現状では他市町村のチーム

練習試合をもっと経
りは調和のとれたチームづ

ひざに負担がかかります︒

より声がかからないと試合

問 議会広報を読んでおら

が出来ないです︒

会長

くりを目指そうと思います︒

その辺の善処を︒

指導者と保護者の組織

間

他の市町村は︑滑らな

間

いのですか︒

れますか︒

保護者会は児童の父

代表

会長

滑らないです︒それ
兄で組織され︑正副会長︑

が基本ですから︒西桂小の

議会広報を読みませ

会計︑若干の役員がおり︑

代表

の状況は︒

代表

体育館を使用できます︒

対外試合に参加 、ミニバスのみなさん

︶
︵

前田巳智男 氏

下暮地の祭りと子供みこし
町文化協会長

た山仕事の無事を願って︑

近郷近在の住民の信仰が厚

達に父兄が同伴し地区内を

一巡して祭りを盛り上げて

いる︒

募金の残金を基に子供み

い神社であった︒例祭日に
は︑明治２３年と昭和１３年に

こしを中心にして︑大人も

ゆうり等野菜の初物を供え

子供みこしを作ることを決

思い出を創ってもらうため︑

の一助となった︒

子供みこしが︑村．づくり

りの一夜を楽しんでいる︒

が並び︑午後５時から秋祭

上の品物を１０店以上の出店

きそば︑ゲーム等２０商品以

カラオケ大会︑焼き鳥︑や

会の皆様により運営され︑

交え５０人からの子供みこし

に賑やかさを増し︑女性も

成元年より１０年問︑年と共

場を開くことを相談し︑平

ための一助としてお祭り広

交流出来るふるさとを創る

作り替えられた大人みこし
の巡行︑お神楽の奉納が行

われてきた︒地区の本祭り
であり外部からのお客の行

き来もあり︑露店も数店出
店の賑わいであった︒

秋祭りは浅聞︵祭神︑木

下暮地のお祭り
下暮地地区の祭りは昔か
わ

花開邪姫命︶と諏訪︵祭神︑

間諏訪神社で︑古くから村

寸

ら主に春祭りと秋祭りが行

建御名方命︶が祀られる浅

春祭りは山砥神社︑祭神

人の信仰を集めて行われて

土て品左かた切晶こと

われてきた︒

は大山砥命＾木花開邪姫命

きた︒明治４年桂村＾東西

３回位︑式に参列した︒例

た︒祭りが済むと社を棒で

一１５一

中圭ず晶じんじ中

萎⁝婁妻
の父親︶︑例祭は４月１７日

桂︶の郷社に列格され︑戦

ご一﹁﹂中

であったが︑戦時中町内統

た︒かつてはこの地域の住

祭は９月１５日で︑地区の青

め︑地区内から寄付金を募

前は小学校全校児童等が年

民の生活に関わりの深かっ

叩き漬し︑子供達がゴツゴ

多額の寄付金が集まり︑み

年により多数の灯篭が参道

らしながら︑地区を一巡し

こし代︑はっぴ︑みこし庫

った︒地区内の協力により

他に初祭りとしての餐の

て束ねて郷社に納めた︒こ

代等１２６万円を投じて立

ツ天王と叫び社の木片を鳴
皆さんの善意により作られた子供みこし

一され４月１５日に変更され

元気にかつぐ下暮地の子供達

に掲げられた︒

神祭︑戦前まで７月１５日

れは災いや疫病神を空に帰

派な子供みこしが実現した︒

てん冊・／昔い

天王祭が行われた︒地区の

するための祭りと考える︒

同年６月４日みこしの渡御

披露を行なった︒以後毎年

９月１５日午後からはつぴを

子供みこしで村づ＜り

中央の道端に柱を立て︑杉
葉を用いて飾り︑高い処に

棚を作り︑新しく木づくり

平成元■年︑地区青年有志

着用した小学生以下の子供

ずてん帥う

の社を設け︑牛頭天王を祭

が発案し︑子供達に楽しい

ご

り︑農家ではインゲン︑き

▼下募地のまつりにすごい人出

心０８こ嚢湖

鰯ｏ砂多厨

