町慶の鰍符に蓼蓄町政を
一般会計賛成討論

力指数︑経常収支比率︑公
債費負担比率に関してはい

ずれの数値も改善されてお
り︑町民の生活と福祉向上

平成１０年度西桂町一般会

よる活・活西桂建設︑実施

平成１０年度は前田町政に

に資する財源もあります︒

計歳入歳出決算認定につい

整備事業︑公共下水道整備

３年目として︑一一一ツ峠周辺

昨年度と比較して歳入は
事業と重点施策が提示され︑

て︑賛成討論を行います︒

２・Ｏ％の減︑歳出は２・

国庫補助事業を取り込み平
成ｕ年度へかけて大型事業

干干

万万

８ｏリ

議口

堅霧緩費の

員
委
査
監
三
卓
辺
渡

千４００万円︑７９・９％と︑

厳しい財政の中ですばらし

い数値を示しているのでは

と思います︒

中学校整備基金５千万

円︑それから中山間地域活

性化基金ユ千５００万円を

○財政分析指標

財政力指数の５年問の推

積んでおり︑今後も堅実経

収入未済率について町税

移はＯ・３３からＯ・３２の横

比率これは財政の硬直度を

が４・２％︑固定資産税が

営を維持していただきたい︒

示す指標ですが︑町村は

１０・１％︑国保税１７・Ｏ％

ばいの数値ときびしい数値

７０％以下が望ましいとされ︑

と︑対前年度比でいずれの

◎町税・国民健康保険税

７会計決算について慎重

当町の場合６９・５．％対前年

数値も悪化ということです︒

になっています︒経常収支

に審査しましたところ︑関

度比Ｏ・４％の減少で︑努

担当係では分納制度︑督促

監査委員を代表して監査

係諸帳簿及び書類等良く符

力が出ております︒公債費

円︑実質収支比率５・５％

実質収支７千９００万

〇一般会計慨要

ていると認めます︒

務も全体に良好に処理され

行されております︒財務事

認識上︑経営的感覚が出て

厳しい財政下にあるという

力した結果が出ております︒

年度比Ｏ・８％の減で︑努

り︑当町は７・８％︑対前

以下が望ましいとされてお

負担比率は町村の場合１０％

Ａ化の推進状況は︑現在︑

行政改革に位置づけたＯ

ゆ行政改革の推遣

らないかと思います︒

取り上げていかなくてはな

すが︑全庁的な問題として

状︑戸別訪問に努めていま

報告を申し上げます︒

合して間違いなく適正に執

と対前年度の収支比率でユ・

住民税︑固定資産税等の税

り︑口座振替制度を早急に

いると思われます︒

当町の標準財政規模ｕ億

取りいれて徴収率を高めて

Ｏ％減のすばらしい数字を

度で掌握した結果というこ

３千１００万円︑これで除

システムの導入に入ってお

とです︒引き続きこの良好

した数値で見ると︑町債ｕ

○将来に渡る財政負担

な数字を維持されるよう︑

億３千７００万円︑１ＯＯ・

示し全体の決算額を高い精

努力をしていただきたいと

５％︑積立金残高がｕ億４

耐震施設︑水圧低下の解

ゆ藺易水道特別会計

いただきたい︒

思います︒

２■

■

０２９円

歳出１９債５干４２２

１０７円

歳入２０債５干８０４

据

昌

５％の減となっております︒

決算の特徴として歳入歳
を執行中であります︒活・

町長選挙において４年間

出差引額より繰越明許費繰

額は７千８７４万９千８４

の活・活西桂建設が評価さ

活西桂建設の事業が順調に

８円︑実質収支比率５・５％

れ︑圧倒的多数の支持によ

越額２千５０６万９千２３

となります︒昨年度の６ ・

り執行者として付託を受け

進んでおります血

５％より改善されており︑

られました︒この町民の期

０円を差し引いた実質収支

予算書に明記された歳入歳

待に応える前田町長の責任

更なるご努力をお願いい

出額に近い数値で執行され

に諸事業が執行さ九た事を

たしまして︑私の賛成討論

は重大であります︒

高く評価します︒監査委員

といたします︒

たことを示しており︑適正

より報告がありました財政

１１年９月定例会本会

民一人あたり

︷団

韮丁

一・つし

民よま
町のれ

吊﹄一
︐撒灘

股会計決算
３万１干２１８円

１万５干１２７円

９万８干３３６円
毎年度 、償還すべき
町債の元金 、利子

施設措置費 、福祉手当
医療費助成 、敬老年金

建物の建設等

ク
一︐

魯
︷

１３億７干８９５万８干円

２０債９干８６０万４干円

２７万７干５１２円

４２万２干３３９円

。

＊町の貯金 ・借金の総額には猪別会計分も算入してあります

気︑
圃︑

消︑老朽施設の改修を目指

して︑町民全体の問題とし

て水道料金について近隣町

村の実態を調査する中で︑

値上げを検討すべきではな

いでしょうか︒

籔伝票起票

収入伝票に収入年月日の

未記入︑押印漏れ︑支出伝

票で納入年月日の未記入︑

請求書の検収印覧に検収漏

れ︑請求年月日の未記入が

この様な不手際

あったので注意されたい︒

小山議員

は絶対にあってはならない︒

各担当の長が必ず確認をし

て提出される様にすべきだ

と恩います︒今後は未記入

がないようにご指導をお願

いするところでございます︒

渡辺監査委員 不備な点に

はメモを添付してあります

し︑その内容についても自

分の手控えに明記してござ

います︒また職員の研修日

等ございましたら︑現実に

こういう不備があったとい

うことをお知らせして︑改

善に努めていただければあ

りがたいと思います︒

３■

−

主に常勤の職員の給与
町長 、議員及び
各種委員等の報酬

事務経費一般 、臨時職
員賃金 、業務委託料等

７万３干２６６円
維持補修費 、積立金
繰出金 、投資出資金等

詠︑

〜︑丑
、

タ

＼

呉昌
、

４万８干０４０円
８万Ｏ干５３４円

平成１０年廣

４万６干７６２円

へ

他市町村との広域業務
負狽 、各種団体等へ
補助等
大型備品の購入
町道水路

（土地を除く）

住民検診を受ける町民の皆さん

般会計決算ほか

全議案が可決される

９月定例会 ・運合審査会

平威１０年度

が必要では︒

定員の枠は前

平成１０年廣一般会計決算
問

住民福祉課

町税の滞納者数と今後
の処理は︒

年度の実績で決定されてい
町民税では９８名内

総務課

る︒今後は枠の数を増やし

が︑現状︑設置状況が悪い

に審劃案件５

同意５

教育委員会の委員の

同意﹈３件

任命につき同意を求める

教育委員会の委員の

任命につき同意を求める

同意６

小佐野岩夫委員

教育委員会の委員の

任命につき同意を求める

同意フ

４−

■

法人３件︑固定資産税では

問

調整をして対応したい︒

ないものは不納欠損の処理

憩の森の公衆トイレを三ツ

意見

様に感ずるが︒

三ツ峠周辺整備事業で
を行ないたい︒収納には一

峠さくら公園へ移転させた

９６名内法人ｕ件︑やむを得

層努力する︒

理解を得られる様︑納税者

建設課 憩の森とさくら公

納税している町民に

の状況を把握して取り組ん

委託７３８万円余と明記さ

問オートキャンプ場設計

園では同じ工法で設置した︒

防犯灯街路灯整備事業

でいただきたい︒

問

の継続は︒

れているが︑この事業はや

ｕ年度からは︑区

総務課

めたと説明したのでは︒

予算は一一一ツ峠

要望事項の中で対処する︒

企画振輿課

さくら公園の設計委託にま

住民検診の受診者枠が
いつぱいで受診不能のケー

わした︒

問

スについては︑柔軟な対応

（富士吉田市〕

塁蔓肥董偏事一書釜韮轟億嚢ばー年盾へ纏続

■

傍聴席から；一目
疑応答を期待いたします︒

事が出て来ると思いますが︑
町のためがんばって下さい︒

初めて役場３階の議場に
入りました︒傍聴人取締規
則に従い静かに少し緊張し
て︑町議会の雰囲気を体験

に関わった重要な議案につ

しました︒我々町民の生活

９月最後の本会議︑議事︑

護保険︑ごみ処理︑農業振

た︒簡易水道︑下水道︑介

把握するのにとまどいまし

会議室風景に最初の内は︑

聴に行きました︒初めての

る行政の動きについても知

して今︑町が取り組んでい

議が行なわれているか︑そ

がありました︒どの様に会

づかいで聞き取りにくい点

訳ですが︑会議独特の言葉

行している様子を傍聴した

いて︑質疑応答を厳粛に遂

女性学級の行事で議会傍

一般質問︑質疑応答︑全て

採決︑セレモニｉの感？採
決に至るまでに議員各位の
異議も多々あった事と思い
ます︒介護保険︑下水道︑

興など行政も大変だと思い

事業費を流用しても問

町単独事業な

国の理解に役立っている︒

問

中学校建設目程と財源

要がない︒議会への事業変

建設総事業費

で対応し︑平成１４年度には

度︑基金と国の補助︑起債

は概算でｕ億から１２億円程

教育委員会

内訳は︒

神鈴の滝のＰＲをお願

建設に着手したい︒

精査して︑出来るだけ借入

産の処分︑また建設事業を

の基金も取り崩し︑町有財

中学校建設基金以外

ろ︑整備予定との宙甲である︒

町長

神鈴の滝をメインとし

町長

間

れは少なくしたい︒

県へお願いしたとこ

た＝一ツ峠の写真を名刺に採

パトロールを︑抜打ちによ

青少隼健全育成の夜問

問
堰堤が整備された後︑

る巡回で実施したら︒

を迎えているが︑小中学生

問

て来たので︑あらかじめ住

間巡回は啓蒙活動を重視し

教育長

町民会議による夜

の英会話に良い影響は現れ

民にお知らせをしてきた︒

西桂町職員の懲戒の

案例一４件

手続および効果に関する条

議案黎

例の一部改正

関連して︑条例の字旬の訂

○地方公務員法の一部改正に

西桂町；ツ峠グリー

正を行なう︒

ンセンターの設置及び管理

議案鶉

に関する条例の一部改正

照明設備の完成に伴い︑使

〇三ツ峠フットサル場の夜間

三ツ峠フットサル場

用料の一部を改正する︒

５００円

民 ３００円

一時聞当たり

夜間照明使用料

●町

西桂町ホームヘルパ

●町民以外の者

ー派遣手数料条例の一部改

畿案訓

正

正に伴い県の指導により︑

○国の事業運営要綱の一部改

西桂町老人医療費助

手数料を引き上げる︒

成金支給条例の一部改正

議案拓

○県補助金要綱の一部改正に

より損害賠償請求権を第３

者行為の医療について事務

の明確化を行なう︒

問 非行防止の講演では悪

藻墓フ件

Ｈ補正予算﹈３件

教育長

い事例を提示される話が多

平成１０年度決算︑別記

遺路整備予算確保に

繕果︑意見書提出と決定︒

○建設文教委員会での協議の

関する意見書の提出

発議５

﹇議員発議﹈１件

平成ｕ年度補正予算︑別記

間︑小学校で週に５時間の

い︒実績が上がって良くな

教育委員会 来年度は県関

授業に参加︑小学生では講

ができ︑中学生では簡単な

係機関と協議をして︑講師

った事例を知りたいのでは︒

英会話も出来るようになっ

の選定をしていきたい︒

師と気楽に話し合える関係

中学校でー日３時

ているか︒

英語指導に外国人講師

名刺を検討したい︒

町長

用したらどうか︒

が景観上必要では︒

いし︑また上流の堰堤整備

問

黎の竈のｐＲ宿

り︑手続には問題がない︒

更の報告と理解は受けてお

ので他の機関への協議は必

企画振輿課

題は生じないのか︒

問

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■，■■■１

ていると聞いている︒諸外

５■

−

ごみ処理︑パソコンと財政

負担の多い案件で厳しい情
勢です︒町民の幸せと地域

る良い機会でありました︒

匿名希望

ました︒

これからも数多く色々な

町女性学級の受講生の皆さん

社会発展のため︑政治に関
わる方々の努力と活発な質

９月２９日開催９月定例会本会議を傍聴

−

山多美子さん
」、

琵１１責

般会計補正予算
解できる︒

保育所増改築工事設計

間

の内容は︒

音楽部が演奏

中学校費の備品購入費

間

工事費の約

監理料の算出方法は︒

住民福祉課
教育委員会
のため使用するテナーサッ

６％を計上した︒

問 設計経費の実状価格は
クスとアルトサックスであ

る︒これまで近隣の中学校

もっと安いはずでは︒
町長

から借りて使用していた︒

補助■対象事業として

申講するための予算上の措

教育委員会

木管楽器であ

た現在の部員数は︒

どのような楽器か︒ま

問

公園費計上の桂川公園

置である︒

問
へ設置する橋梁建設及び造

る︒現在は２２名が音楽部に

．／

﹂／

７日議会運営委員会

◇運営方法決定

◇請願・陳情処理確認

◇議会運営確認

１４日全員協議会

本△西議開会

◇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

︵承認９−１５

一括説明・一括質疑

議案３２−３８一

各常任委員会付託

◇休会議決

本会議散会

◇付託議案審査

連△□審査会

◇所管事務調査

１７日総務委員会

２０日建設文教委員会

＾桂川流域下水道︶

◇Ｔ■事現場視察■

◇所管事務調査

◇意見書内容協議

一発議５一

◇議会運営確認

別日全員協議会

本会議再開

◇付託議案総務委一員長報

一括質疑・討論・採決

告＾議案躯−鎚︶

◇休会議決

本会議散会

連△口審査ム衙

６−

−

成費の補助率は︒

所属している︒

補助率は２０％で︑

建設課

問 森林整備人夫賃を計上

備するのか︒

企画振輿課

三ツ峠県有林を実施する︒

県補助により︑

しているが︑どこの山を整

橋梁及び倉見側駐車場造成

つり橋計画が︑木製ア

アーチ桁

−トーガ
○冨山

．／．

＼．

〃官
｝ウユ」珊■堀

事業も対象となる︒

問

ｉチ型の橋に変更になった

問

理由は︒

建設課

となるのか︒

民間の森林も補助対象
県の指導もあり変更する︒

企画振輿課

景観に配慮との︑

木製の橋でも耐用年数は金

民閻所有林についても補助
事業により整備に取り組ん

対象となる︒
属製の橋と変わらない︒

意見

でいただきたい︒

より景観にマッチし
た橋として︑事業変更は理

…

４

単位：ミリメートル
Ｓ＝１／１００

側面図

チ型の僑を建設
県の補助を受け桂川に木製ア

９月定例会 ・運合審査会

１千１６８万３千円
○その他経費

３００万Ｏ千円
○医療費支絵費の追加

８４万Ｏ千円
○事業収入の追加

。

水販売収入の増加による追加琶十上である

９５万３千円
○水販売事業費の追加

道路整備予算確保に関する意見書一抜粋一

道路は人々の日常生活を支えるばかりでなく︑産業︑

経済活動や豊かな地域づくりに欠くことのできない最も

基本的な社会基盤である︒真に生活の豊かさやゆとりを

実感し︑活力ある地域づくりを創造するためには︑緊急

かつ体系的な道路整備が是非とも必要である︒

国道ユ３９号線及び県道富士吉田西桂線の交通渋滞解

消を図り︑西桂町内の新規バイパス等の建設を促進する

ためには︑その財源となるガソリン税︑自動車重量税等

の道路特定財源制度を堅持するとともに︑道路整備予算

のなお一層の拡大確保が是非とも必要である︒

よって政府は道路整備の重要性を深く認識し︑次の事
項が確保されるよう強く要望する︒

１．平成１２年度予算においては︑新道路整備５箇年計画

に基づき︑道路特定財源制度を堅持するとともに︑一

般財源を大幅に投入し︑道路整備を拡大すること︒

２．活力ある地域づくりを推進するため︑町道から高規

格幹線道路に至る道路網の整備を一層促進すること︒
３．地方の遺路財源を確保すること︒

以上︑地方白治法の規定により意見書を提出する︒
平成ｕ年９月２９日

内閣総理大臣︑大蔵大臣︑ 建設大臣︑白治大臣

西桂町議会議長

◇付託議案審査

２９日全員協議会

本会議再開

◇議会運営確認

◇会期中の委員会所管事

会︑建設文教委員会一

務調査報告一総務委貝

◇付託議案総務委員長報

一括質疑・討論・採決

告＾承認９ｉＢ︶

長報告︵承認１４︐１５︺

◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論・採決

荷意５−７一

◇町長議案追加上程

討論・採決

一括説明・一括質疑

◇議員発議上程

説明・質疑・討論・採決

︵発議５︺

滝口議員一

◇一般質問︵小山議員︑

査議決＾総務委員会・建

◇閉会中の委員会継続調

設文教委員会・議会運

営委員会・議会広報編

集委員会︶

本会議閉会

７■

■

２億８千４０９万Ｏ千円
３００万Ｏ干円
議案３７老人保健法会計１号補正

上．
．計

１千５３８万７千円

○福祉充実 ・社会福祉の充案

。

西桂町産業会館外壁等改修工事費を計上する

．干

７５１万３千円

○産業振輿 ・商工業の振輿

．一１．

。

三ツ峠線改良工事費他ユ件の計上

３千２５９万６千円

９５万３千円
グリーンセンター会計１号補正
議案３８

。

保育所増改築経費を計上する

２千０８０万Ｏ千円

○基盤整備 ・道路体系の整備

１８億６千４１２万４干円
６千５３５万４千円
一般会計３号補正
議案３６

額補正後の予算総額
正
補
名
計
会

を
工 箏 費

壁等 改 修
補正予算計上

産業 会 館
１１年度主な

○福祉充実 ・レクリェーション施設の充実 ５５０万Ｏ手円

斜張橋として準備を進めていた桂川公園倉見側橋梁について 、桂１１１の景観保全を重視した木製アーチ橋に設計変
更するための経費３５０万円 、倉見側駐車場用地の街灯設置工事費２００万円の追加計上す札

税の前納報奨金２４０万８千円の追加 、区要望事項を受けて農業用水路改修費等７７０万円 、地方分権例規整備委託
１５７万５予円等 、適加計上する
。

平成ユ１隼４月から８月分までの補装具 ・柔道整復師等医療費支給費の支払実績による増額であ乱

事業費の追加であり 、財源として水販売収入８４万円と繰越金を充当するものであ糺

５

６月の呵長選挙におきましては︑皆様方より多大
なご支援を頂き︑２期目の当選の栄に浴することが
できました︒皆様のご期待に添うべく粉骨砕身努カ
いたす所存でございますので︑今後もご指導︑ご鞭

撞の程お願い申し上げます︒私は︑豊かな自然環境

西桂町を含めた桂川流域関

︿環境整備について﹀

に取り入れていきたいと考

産物の特産品として積極的

大豆・そば・リンゴ等を農

休農地を利用して︑青ばた

業体験学習棟を整備し︑遊

農業振興については︑農

︿産業振臭についてＶ

ドシート購入補助金につい

題の一つであり︑チャイル

高揚を図ることが重要な課

全対策では︑運転者の意識

義務付けられます︒交通安

チャイルドシートの着用が

の乳幼児に幼児用補助装置︑

めているところです︒

今後も桂川流域下水道推進

えておりますので︑農業委

ては︑近隣市町村の状況も

道路交通法の一部改正で︑

協議会において納得のいく

員会をはじめとして各種農

見極めながら慎重に対応し

連の３市２町においては︑

説明を求めていく考えであ

業団体︑各農家のご理解と

たいと考えております︒

︿福祉の充実についてＶ

平成皿年４月から６歳未満

ります︒

ご協力をお願いします︒農

続き︑小学生と一緒に農作

＝一ツ峠グリーンセンター

業委員会では︑昨年に引き

物の栽培に取組んでいただ

商工業振興については︑

設利用を促進するため︑順

ては︑住民の健康増進・施

施設整備事業については︑

昭和５３年度に建設された産

調に工事が進んでおります︒

きました︒今後も︑農業体

流域下水道推進協議会の席

業会館について︑老朽化が

完成後には積極的なＰＲ活

順調に各種整備事業計画が

︿基齪整備についてＶ

において県土木部長より総

進んでいるため︑外壁工事

動及び各種イベントを開催

験及び都市住民との交流会

道路体系の整備について

事業費が全体で３００億円

及びサッシ等の取り替え工

する中で︑多くの町民︑町

８■

■

と新しい時代への夢が共存する呵を目指し︑調和と
活カあるまちづくりを進める所存でございます︒

では活活西桂建設のための重点施策等から一部の
事業執行状況について申し上げます︒

は︑町遣三ツ峠線の拡幅計

の増額︑また供用開始につ

ごみ処理関係補助事業に

事を行い︑商工業の拠点で

外者等により利用していた

進んでおります︒フットサ

画を進めており︑土地所有

いても当初計画の平成１３年

おける電動生ゴミ処理容器

ある産業会館を安全に使用

だくよう計画しております︒

により農業振興対策を推進

者と誠心誠意︑用地交渉に

度が平成乃年度と２年間延

補助制度でありますが︑当

できるよう整備をしてまい

ル場の夜問照明工事につい

当たっております︒すべて

伸になったとの説明があり

町の電器店等に協力をお願

ります︒

してまいります︒

の用地交渉が完了後︑年内

ました︒当町においての負

いし︑現在ゴミ減量化の啓

７月２６日に開催された桂川

には工事着工が出来るよう︑

担金の増額は９千７００万

川公園整備事業については

県公園整備事業以外の桂

努力を重ねてまいります︒

下水道事業については︑

発と容器購入への普及に努

国際交流１二呵民の昌哩竈看求める
円との試算でありますが︑

流域下水遭違設 、細得のいく説明宿

を
り
く

ヴ
５

５

る

９月定例会 ・本会議

○平成１０年度の７会計決算額Ｏ
会

計

承黎９ ．一
一．

（区

二

一

盤

券， 一

名
参．、一、．

司１
．一、．、

一．一．、一

歳入歳出決算差引
１．

繰越明許費繰越額

礒胆

一

蕊一

｛易 ，］

嶺，

実質収支額

；干旦９蔓万９ ｒ・ ２３０円

億９干蔓………１万９干９Ｚ員巴 ．
一

一．

内予算計 ．一鋤

７干８７４万９干蔓４蔓臣

…

○墓盤整備
２億Ｏ干０５２万６干円（２億５干１５１万５干円）
町単遵路整備事業 、町公共下水道整備事業 、ゴミ収集事業 、ゴミ処理関係補助事業
○産業振輿
１干１２２万９干円（１干１２６万Ｏ干円）
特定農地貸付事業 、産地形成化促進事業 、農林業振興計画策定事業 、商工業活性化促進事業 、織物業活性化製品開発補助事業
○環境整備
６干５８９万９干円（７干２０３万９干円）
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
安全対策事業 、町総合行政システム化事業 、町役場庁舎内装改修事業
○福祉充実
３億５干５８７万８干円（３億６干２５０万３干円）
三ツ峠周辺整備事業 、柿の木公園整備事業 、新水源地確保事業 、配水管整備事業 、漏水調査等業務委託 、各種保健事業 、デイ
サービ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 整備事業

○人材育成

４６７万８干円（４９２万９干円）

ふるさと夏祭り事業 、ボランティア活動環境整備事業 、やまなし青年海外セミナー派遣事業 、樹１１クリーンキャンペ ーン事業
社会貢献活動支援事業

○敦育文化の促遣
６干６９６万７干円（６干８１２万６干円）
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

Ｃ事

Ｓ

業

、英言吾助手の活用

、

、

母と子の食生活共同体験 、中挙校建設整備事業

会

計

名

歳

入

総

額

歳

出

総

歳入歳出決算差引

額

承認１０国民健康保険特別会計

３億Ｏ干３９５万５干８９２円

２億８干９５１万２干９７７円

１干４４４万２干９１５円

承認１１老人保健法特別会計

２億８干６３９万Ｏ干１６５円

２憶７干８０６万７干５４９円

８３２万２干６１６円

グリーンセンター特別会計

２干８６４万４干２２６円

２ｒ ・８０２万５干１３２円

６１万９干０９４円

承認１３地域振興券特別会計

１ｒ ・６２９万４干９５６円

９０５万Ｏ干９５６円

７２４万４干０００円

承認１４簡易水遭特別会計

７干８２０万２干７２５円

７干５２２万９干９６６円

２９７万２干７５９円

承認１５下水遭特別会計

３億６干０５２万３干０６４円

３億５干４６７万５干８２４円

５８４万７干２４０円

承認１２

たなの慮県をい倉り択県り町
のいほしか考て見ましのま単
でかうたらえは側して補し事
て
とが場
とたい助た業
検の適合地い町公 た対がと

ｌｌｌ１顯箏１
製しは橋考
約

の

橋つ

員林

〈
看秀嚢裏塁婁会
まつ訪れ流化育

ゼ男差筍賛成
が意成名
見果

国等

と

の

い

て

派は

際を今遣

．二

つ
し、
て

交集後団桂 〉

落合工区シールド現場を視察する町議会議員

一

な採
意

り

い

先画の

努良進で ア
カ い 地考 ｉ
し橋視え チ
て 梁察て橋
い設 を お を
く置実 り架
考に施ま け
え向 しすて
でけてズい
ｒ く
すて
僕計
。鋭よ

るを心に月業生器い４は学け
開新協は 小おごはりでで
くのによろ市あ訪山は流
を
つ問紫
校る個始通力
も行とよを者方にて校
積ああたの水桂進
のくしる目がのつ検を７パ情性し学に関学願理
で情たイ処決意い討視月ソ報あて路よ係校い解議極りるこ際明のめ
あ報
ンに定見てを察中 コ教るおをり各新申と員的まとと大 ・字る

妻蓑筆げ告藁釜奏二慕奏轟簑美〜黄護女喬董釜…襲葦菱謡零署
始もツパた←現結れ内にの展

た６方に 文を ビすの得適的媚持て

頂にる事た切好のつ桂
篭菱圭二婁導髪早隻案ズ窪 をりごて
嚢呈ポ 差罠隻菱き嘉肇共榛箒
れ端中ン、。入先機づ進て中お
一９一

︒．

．・．

ヰ．．

ｏ ｏ

介竈保倹制盾の内昏と
呵の取ｏ組み状況は
制度理解のため地区説明会を

所療養介護等々である︒施

■︶

．．

＝・−

・

要

・９月生れの方

いきいき健康福祉センター

、

◎介

◎申請については 、受付当初に集中する

ある︒消費範囲は︑在宅サ

町村の実態を調査し県はそ

設サｉビスは︑介護老人福

社会に対処することである︒

７点目の保険料仮試算に

１２月一施設入所者の方

ービス︑施設サービスの利
用で保険給付される︒

４点目の介護保険給付項
目とその効能は︑訪問介護︑

訪問入浴介護︑訪問看護︑

れを基にサーピスの必要量

祉施設・介護老人保健施設

開催し︑諸準情を進めている

を推計した︒その結果は︒

及び介護療養型医療施設等

県︑町は︑介護保険に関す

５点目の住宅改善限度額

６点目の町独自のサービ

後︑医師の診断書を添えて︑

ユ点目の対応する構成員

スは︑ホームヘルプサービ

２点目の被保険者数は︑

ついて︑訪間調査により︑

ＴＥＬ ．２５−４０００

保健衡生担当

ＴＥＬ ．２５−２１２１

介護保険担当

＾．．

＾・

以上︒

である︒効能は介護を社会

短期入所生活介護︑短期入

長平成９年青に介護

る諸準備を進めてきた︒町

は︑手すりのとりつけや段

全体で支えていき︑高齢化

としては︑この制度を︑町

差解消など︑小規模な住宅

−剛一保険法が成立し︑国十

民の方々に充分ご理解頂く

改修で︑支給限度額は２０万

ンを作るケアマネージャー

は︑住民福祉課︑総務課︑

現時点２千３６８人である︒

高齢者の見込み︑居宅サー

住民福祉課

西桂町役場

１２月生れの方

・１１・

２月一１０

・８

１月一７

■

・６月生れの方

・４ ・５

１１月一３

押一・

一．．一

︸．

１０月より要介護希望

富士北麓介護認定審査会に

よう各地区での説明会を開

円が予定されている血

者の申請受付が始ま

おいて介護区分の判定がさ

催した︒

り︑調査員が聞き取り調査

れる︒介護保険はケアプラ

の判断が重要であり︑関係

ス︑給食サービス︑デイサ

３点目の保険料及び交付

ピス︑施設対象者人数の掌

ービス等を考えている︒

金の消費範囲は︑特別会計

になる見込みである︒

険料試算として︑２千円強

握等の事業費を算出し︑保

と町の財源は各１２・５％で

５０％・国の交付金２５％・県

で歳入財源は︑保険料

で事務を進めていく︒

社会福祉協議会の現状職員

者の研究努力を望む︒

次の事項についてお尋ね

被保険

する︒○対応する構成員と

職務名称と人数︑

者数︑ゆ保険料仮算定と消
費範囲︑＠介護保険給付項
目とその効能︑＠在宅サー
ビスと住宅改善の限度額︑

＠町独白のサービス︑＠市

一１０一

１０月一１・ ２月生れの方

４月より

忠男議員

。

ご協力お願いいたします

「要介護認定」申請受付

い 、誕生月を単位に受付を行ないます

介護保険のサービス

■

．

問

則旬榊
■

− −

ｉ

ことが見込まれますので平準化を行な

◎平成１１年◎

◎平成１２年◎

１０月より
スタート

スタート

…

＝

、

ｏ

一⁝

ｊ

＾
一

いっ ぱん

一一

＝

＝
＝

■

は︒＠し尿処理施設の能力

伴う各種負担金の算出方法

桂町・河口湖町・忍野村で

は︑現在︑富士吉田市・西

＠の広域化構想について

がリサイクルされた︒

と性能は︒＠し尿処理施設

ゴミ処理施設建設推進委員

は︒＠し尿処理施設利用に

から排出された廃棄物の処

昼 み 処 厘・し尿処邊施設の
慨暮と負担金算出方濠は
富士吉田市の施設を使用

＠の負担金は３つで︑し

会を設置︑検討している︒

構想は︒

尿処理運営負担金は処理量

ごみ処理

算出は︒＠ごみ処理施設の

でー千５０３トン処理予

千５９７万８千円で︑年間

算出し︑本年度の予算は２

し尿処理場建設起債償還負

２万６千円を予算計上した︒

全体の８・５２％︑１千６２

間−千９８４トンで︑広域

﹁阯−■同■

理内容は︒＠し尿処理広域

○ごみ処理施設利用

能力と性能は︒

定︑広域全体の５・５ユ％と

担金は︑人口割７０％・処理

により算出し︑本年度は年

施設から排出された廃棄物

なる︒またゴミ処理場建設

量割２０％・均等割ｍ％で算

担金は処理量により

の処理は︒＠ごみの総量と

起債償還負担金は︑人口割

出し︑本年度は５６８万７

６則

長 ｏのゴ︑︑︑処理運営負

リサイクルされた量の対比

により算出し︑比率として

千円を予算計上︑広域全体

に伴う各種負担金の

率は︒＠ごみ処理広域構想

７・１２％となり︑６０８万

□貝

尿施設整備負担金の算出も

の７・８３％が町の負担︒し

ゆの可燃物処理施設は︑

建設起債償還負担金と同様

７千円を予算計上︒

ユ日１６時間稼動で４５トンの

で５１１万円を予算計上︒

物について敦賀市の最終処

＠の廃棄物は︑一部廃棄

処理能力である︒

は︑１日稼動して９０トンの

＠のし尿処理施設の能力

処理能力の炉が２基︑不燃

物処理施設は︑１日５時問
で２５トンの能力である︒

ゆについて︑現在は福井
県敦賀市の最終処分場に搬
出している︒

ＯＡインタｉネット

１０年度実績︑可燃物・不燃

年まで使用できるため︑広

＠︑現状の施設は平成

円のうち約３２％弱にあたる

設置投資額は５千８００万

化の諸経費について︑

物・粗大ゴミ併せて約ユ千

ー千８１３万円が経費とし

分場に搬出している︒

不燃ごみより缶とビンを仕分けする
環境美化センター 職員

呵ホームページ開設に向けて
機器及ぴソフトの整情を図る
域化構想は考えていない︒

＠のリサイクル化は平成

インターネヅト０Ａ化の内容と
今蟹の膿器蟹偏計回は
５３５トンで︑約８・１％

て予算化され︑内訳は保守

点検費−千５１３万円︑借

上料３００万円となってい

るが︑その内容と今後のＯ

Ａ機器の増幅計画について

お尋ねする︒

而︸

機器保守委託︑総合

長保守委託料は︑０Ａ

行政システム保守委託︑固

定資産税データコンバート

委託の３点で︑借上料は︑

本年度導入のインターネッ

ト用のサーバー２台と︑税

務・人事・情報管理等の守

秘的な業務で利用するパソ

コン５台︑ネットワーク用

のソフト等のリース料であ

る︒このうちＯＡ機器保守

委託の中のインターネット

専用線接続委託３００千円

と固定資産税データコンバ

ート委託の２５２万円は︑

本年度のみの支出となる︒

今後の導入計画は︑業務

用ソフトの改訂に備え︑既

存のパソコンを強化し︑町

内外への情報発信に向け

て︑町のホームページ開設

のため︑機器及びソフト等

の導入を図っていきたい︒

一１１一

施設維持のため負担金を支払う

一．．乃＝

し尿処理施
・

■

セ

富士吉田市環
１０月１９日

問

問

口薫体瞼学習枳の管哩ｏ曽は
実に成功している農

先進地視察の中で現
の目的に建設している︒

て︑雇用機会の創出を最大

︑地

体験学習棟の管理運営等に

現在︑施設利用計画策定

そこで農業体験学習棟の

ついては︑当分の間︑町で

業体験施設を拝見する時︑

管理運営等をどのように進

管理運営をし︑各種農業団

農家では大型トラクタｉの

事業を導入して︑町民・町

めていくのか︑また平成１１

体の組織強化・人材育成等

続いて有害鳥獣駆除につ

購入は出来ない︒前向きに

地域住民の積極的な参加に

年度以降の国県とのヒヤリ

を図り︑住民による組合︑

いて︑サル・イノシシによ

していただきたい︒また町

外者等が施設利用できる計

ングの経過を伺いたい︒

組織等が設立したとき管理

る町内での被害が拡大して

長も県に行った時︑駆除に

よる管理運営等が事業成功

次に農業振興について現

運営をお願いし︑雇用機会

おり︑深刻な問題である︒

力を入れていただくよう︑

∴止ク

在︑農業委員会︑各種農業

の創出を図り︑町の活性化

このため被害状況調査を実

画害を策定中である︒農業

団体で遊休農地等を有効活

を図りたいと考えている︒

械の高額と問題が山積して

齢化・担い手不足・農業機

経過は︑新山村振興等農林

国・県とのヒヤリングの

会に有害鳥獣駆除を業務委

施した︒対策として町猟友

要請していただきたい︒

続いて大型トラクターの

所において︑事業を進めて

考え︑現在︑大月林務事務

大型トラクターについて

ある︒

く方針と基本的には決めて

託している︒今後︑広葉樹

次に町内において︑有害

購入は︑農業振興を図るた

いる︒県に対策協議会等の

は︑農業委員会で管理をし

漁業特別対策事業のうち交

鳥獣問題が急激に進んでお

め必要不可欠な農業機械で

早急な設置と有害鳥獣駆除

ていただく契約が取れれば︑

いる︒そこで共同使用のた

り︑有害鳥獣駆除対策につ

ある︒高額であること︑維

対策の補助金等導入につい

補助事業もあるので進めて

にそのとおりである︒いく

いて︑今後の方針及び県下

持管理費の経費問題及び管

てお願いした︒

いきたい︒また有害烏獣対

等を山に植栽し︑サルによ

の対策状況等について伺う︒

理運営方法等の課題が山積

農業体験施設の運営

流施設整備事業を計画し︑

長農林業振興施策に取

していると考えている︒責

策は︑振興事務所で協議会

め︑町による大型トラクタ

組むため︑農業体験

は一般に官が入るよ

を作っている︒それに期待

つかの団体と交渉をしてい

田

任のとれる組織等が設立で

り民聞に任せたほうが良い右

る被害が軽減できないかと

学習棟建設を実施した︒こ

きたら︑補助事業導入によ

協議の結果︑承認された︒

の整備は︑住民福祉は勿論︑

西桂のような零細規模な

していきたい︒

り前向きに進めていきたい︒

ーの購入はあるのか伺う︒

帖川ば成功しない︒確か

長体験道場は官が入れ

家

用しているが︑農業者の高

の秘訣と考えている︒

委員

都市住民との交流の場とし

問

一１２一

問
］

口鶉振輿に向はた取り組みは

体験学習棟は口業団体の受入
体制が整えば運営を任せたい

１０月３日実施 、さつまいも掘り体験

町公共下水道整備事業の進捗状況は
（調査）

９月２０臼

建設文敦常任委員会

（結呆）おおむね適正に処理されている事を確認した

は︑計画処理面積１１ＯＭ︑

地を予定している︒

び上町︑平成２３年度に下暮

倉見︑平成２１年度に本町及

計画処理人﹈６千人︑町公

問

事業計画

共事業の事業費は３３億円を

度は︑また利率は変動する

水道課概要説明

予定し︑国庫補助比億円︑

のか︒交付税のバックはあ
るのか︒

地方債の利率︑償還年

起債１４億円︑町負担が４億
円である︒

小申学校パソコンｏ入内昏と

呵民への関放に両はた箏簑は

うとのことである︒

また児童生徒用パソコン

に自己復旧システムを導入

していた学校があり︑多数

の児童生徒が自由に使える

こと︑町民参加のパソコン

がわかり︑機種選定の必須

教室等で幅広く使えること

開催予定及び町民を対象に

導入後呵民を対象とした
パソコン教室を実施する
本年度予算の中にイ

年据え置きのその後２５年払

育の推進として小学校２０台︑

徒用パソコン プリンター

政府資金が主で５

条件となったようである︒

し︑現在︑第４処理分区︑
い︑金利は現在の相場で概

中学校４０台のパソコンを新

長 小中学校のパソコン
町 機種選定は︑教育委

等周辺機器と分けて契約す

水道課

したパソコン教室等︑利用

柿園地区の整備に取り組ん
ね２・Ｏ％︑将来に渡って

しくし︑小学校はホームペ

員会・小中学校及び総務課

内容については下水道運営

ている︒受益者負担金等の

公共マス設置のお願いをし

への説明では︑事業説明と

工事にかかる地域の住民

けられる︒町公共管と流域

いけば無駄な管の布設が避

おいても流入点を増やして

るが︑他の処理分区などに

流入点を増やすとの事であ

問 第４処理分区において

子ともに５０％である︒

ついて︑察２に親子教室の

そこで第ーに機種選定に

その目的には賛成できる︒

く能力の育成を図るなど︑

ピユータを使いこなしてい

校は社会に出てからもコン

交流・調べ学習等を︑中学

境に児童生徒を導いてしま

サポート内容で︑異なる環

当教師の方針︑導入業者の

察︑その報告では︑情報担

み︑多角的に検討させた︒

でプロジェクトチームを組

町民パソコン教室の開催を

に国の補助事業を取り入れ

する予定である血また新規

度もｕ月より６回程度実施

ることを決定した︒

ネットワーク管理＠児童生

以上より○サーバー及び

でおり︑平成ｎ年度には第

固定している︒地方交付税

ージの発信・他校との情報

審議会の決定を持って説明

管との接続方法についても︑

計画について伺う︒

３処理分区︑倉見地区の事

への算入は通常で元金︑利

していく予定である︒住民

県に負担してもらえれば経

イタズラをしても電

計画している︒

したパソコン教室は︑本年

次に親子や町民を対象と

の方の負担としては受益者

費節約となる︒

チームは郡内の学校を視

負担金︑宅内排水設備工事︑

いと思う︒

協議をしていきた

水道課

ている︒

業認可を受ける作業を進め

平成２３年度の完成を目指

ンターネット情報教

課題に取り組む小学校パソコンクラブ員

使用料である︒審議会の答

申を受け各種の条例及び規

下水道事業は大規模

意見

かかる︒創意工失により無

則を作成し︑議会にお諮り

供用開始予定年度は︑平

駄な支出を無くすとともに︑

な事業であり多額の予算が

成１５年度に柿園の一部︑平

国・県にもお願いしたい︒

する古

成１８年度に柿園の一部及び

使っていただける︒

た後でも安心して子供達に

消す事ができ︑誰が使用し

厘以 このパソコンでは不
ｍ︸ 要な内容を自動的に

鋭のパソコンである︒

初心者にはありがたい最新

源を切ると元に戻る︑

問

一１３一

問

問題のあるところ

優れているところ

・

圭目

平成５隼度に着手した︒当

を含む５市町で構成され︑

流域下水道事業は︑西桂町

県下水道課概要説明

法の採用による増１７４億

を占めており︑シールドエ

による増は全体の８ユ・３％

細な調査・設計に伴う変更

円が主である︒特にｏの詳

桂川

初計画では全体事業費３９

円が大きく占めている︒

変更後の全体事業費７５

変１讐の呵の目胆は

８億円︑整備期間︑平成５
年から平成２２年度を予定し

ていた︒平成７年２月に第
ユ回の計画変更を行ない︑

全体事業費は４５０億円に

加︑供用開始を平成１３年度

全体事業費７５０億円に増

各位に説明した案であり︑

年７月２６日に関係市長町長

今回の計画変更は平成ｕ

込まれる︒このため純負担

は２億７千３００万円と見

７億３００万円︑純負担額

００万円︑内交付税措置が

西桂町の負担は９億７千６

ー７７憶４千４００万円で︑

０億円のうち地方負担分は

当初から平成１５年度当初に

の追加は西桂町において９

処理人口の変更について︑

一１４一

．桂

１地質により工法が変わってしまう

増加した︒

２年間延伸を行なう状況と

担と計算される︒

億３千３００万円の追加負

現状相場の利率では実質ユ

千７００万円と見込まれ︑

竈３００口円

の説明である︒

口

○加の厘由は

れる負担率について︑今後

処理人口により算出さ
なぜ３００億円も事業費が

の各市町の状況により変更

問

増えるのかについては︑ｏ

があるのか︒

今回の全体計画の変更で

詳細な調査・設計に伴う変

県下水道課
との相違３０億円︑

各市町で総合計画を策定し

実際には計画

更２４４億円︑＠当初調査

及び物価スライド〃億円︑

ているのでその上で相談さ

消費税

＠規則・基準等の改訂９億

桂川清流センター建設現場で説明を聞く

梨木ケ原トンネル現場地下工区を視察

と国道を結ぶ橋梁建設現場
。

周辺環境に影響されない

一．Ｏ

建設現場
成、

。

１全ての工法の中で最も費用がかかる
１工事拠点に土地が必要
。

区原 造
エケ一

合木タ

。

地質条件 、周辺環境に影響され
ずに工事が行なえる

。

。

。

トンネル現場（猿橘）

桂川１号線落
桂川１号線梨
桂川清流セン

＝施工区間で常時作業するため 、路上交
＝通への影響が大 。騒音振動対策が必要
施工性経済性の面から考えると
有利な工法と言える

シー ルド現場（田野倉）

線線セ
号号 流

■視察工事現場１

察実施
成１１年９

開削工法で困難な個所でも可能

建設文教常

；先端にシールドマシンを装備し 、シールドという強固な鋼鉄の筒により 、地
；中にトンネルを構築していく工法 。流域下水道管で多く採用された工法

とっても影響が出る︒

に変更が生じ︑他の市町に

という事態になれば負担率

せていただく︒仮に減らす

ケースも生じるので︑技術

の管渠が長くなってしまう

る︒事業の進行に伴って町

現状の計画で進む予定であ

県下水道課

今の時点では

間これからもシールドエ

的に困難な事態が生じた場

いと思うので︑市町からの

法等の検討で追加負担があ

県下水道課

ご相談は受けたい︒

合︑建設省に協議してみた

異なっていても機械により

間

りえるのではないか︒

掘り進むので︑シールドエ

る事でー７４億円増加した

地質が予想と

法においては作業内容の変

と説明していたが︑シール

ドエ法で掘り進む場合のー

シールドエ法に変更す

更は不要である︒

詳細な事業費を再計算し

なのか︒

シールドエ法
■

︐．

．・

・■

﹁ｊ．ノ︑︑

・︑−

一

ノ．

ブ︑．．ノ

一
一

︶
一
一

見
融−

雌５
桂狂
・三

■

鯛

市

⁝︵

ノ

一

竺︑Ｊ

−
川桂
旧

徽！

へ

一

い︵ 甲

ノ

一
Ａ︺

竺

椙＼

プ

−

申一
一
ノ ト
．
一︑
汀Ｌ
︐・﹂

■

一

域界画
︶場場
区域計プ
区︵ 理
画政線ン
計行幹ポ処

□；亨

一１５一

ｍ当たりの単価はいくら位

然この金額で事業が出来る

県下水道課

３分のユを開削からシール

ーフ

ｒ・

玲一︑

■

−．Ｖ︐︐．

一

落合工区シールド現場で説明を聞＜

桂」■１流域下水道（桂川処理区）

ここに提示するもので︑当

ものと考えている︒

になるので︑これを避ける

ドに変更する︒シールドエ

での施工延長は全体で〃ｈ

工法を採用していただきた

法の単価は大まかにーｍ当

問 当町議会では数年前に

いとお願いした経緯がある︒

たりー２０万円からユ５０

と８２０ｍで︑全延長の約

シールドエ法で実施するこ

万円程度である︒シールド

国道１３９号線が交通渋滞

とは地域要望を重視した結

エ法は開削工法・トンネル

エ法と比べて一番単価が高

果であると理解している︒

そこで県の流域幹線工事

い工法である︒トンネルエ
法では地質条件が穴を掘っ

の中で︑同時期に整備され

る市町の支線とをつなげる

でないと︑作業が困難とな

ても崩れる恐れのない個所

接続のための工事を二重の

る︒

工事をしていただけるのか︒

季間でしなくてすむ亡

、＼
｝

Ｋ

。

１山岳トンネルエ法で 、機械または発破により掘削しながら掘り進む工法

トンネルエ法

要
概
の
法
方
工
施

施工方法の名称

。

。

１推進管の後部にセットした油圧ジャッキの推力により地中を押し進む工法

。

下水道工法の比較

シールドエ法

ｉ上Ｌ山上

ノ〉

、一

白

（

一

ツ）＼一／

［

１桂川１号

［

．

、

１地表面から管の基礎まで掘削して管渠を布設し埋め戻す工法 。家庭と結ぶ町
；公共下水道の多くはこの工法を採用

閉削工法
推進工法

例

ノ芝

ｒ

ハ

、

肚吉１市

ノ
肚急行

■

︐︑

。中央自ｏ車ｉ

ｖ／
芯 ／

１

祖手川幹曲

。ノ

＾．

上野原町
大月市

■

桂川流域下水道事業の進捗状況は
（調査）

（結呆）西桂町内は全てシールドエ法を採用する
町の追加負担は実質絢１億３千３００万円
。

農業体験学習棟の工事契約を承認

８月９日臨時会 ・運合審査会

工事請負契約の締結について

千６０万円で落札し︑消費税

株式会社コバヤシエ業が８

入札の緕果︑河口湖町小立︑

３４８・Ｏ空ｍの設計である︒

造２階建て︑延べ床面積は

新築について︑建物は鉄骨

町長提案理由

建設課

問

て教室を開いていきたい︒

林務事務所職員を講師とし

また木工室については大月

動にも使っていただきたい︒

室等が上げられ︑個人の活

手織りの里グループ体験教

体験学習棟

を含めた仮契約金額は８千

で畳︑和室周辺の廊下は木︑

等はコンクリートに防水ビ

−階休憩室は和室

体験学習棟床の状況は︒

４６３万円である︒工期は

その他各種体験室︑ホール
参加する農業諸団体は︑

ニールシートを貼り付ける

も防水ビニールシートを貼

予定である︒２階について

企画振輿課

り付ける予定︒

はあるのか︒

加工︑そばの会そば道場︑

大豆の会味噌

また木工室を使用する団体

問

平成１２年２月末である︒

下暮地地内の町有地を現場視察する町議会議員

．．工．．１１

。

、

１０年度から５ヶ年計画で国

庫補助事業による町営一一一ツ

峠グリーンセンター施設整

備事業を実施中であり︑入

田用水の余剰水を利用し導

水管布設工事を予定した︒

しかし下暮地住民より異議

の申し立てがあり︑下暮地

区長等と協議した結果︑入

田用水については農業用水︑

生活用水となっているため

余剰水であっても取水は困

るとの結論となり︑また柄

杓流川以外のグリーンセン

ター周辺の川も同様な理由

により︑余剰水の水軍への

このため検討を重ねた結

利用を断念した︒

。

としたい

企画振輿課概要説明 平成

計画変更の必要性は 、下暮地
地区要望であり理解できる
今後も地区要望を聞＜など
慎重かっ特段の努力をもって事
業を進めるよう要請する 。変更
計画案については 、ボーリング
謂査報告を聞き 、その後の課題

果︑水車を回す水について

は︑来年度建設予定の管理

棟に設置する風呂の水と同

じ水を利用し︑下暮地の町

有地にボーリングを実施し︑

地下水を利用する計画に変

ボーリングは︑他の場

更したい︒

問

所も検討し︑水軍は電力に

より水を循環式にし︑再利

必ず出るとは限らず︑

用すれば良いのでは︒

町長

ボーリングをするなら町有

地が良いと考える︒また町

有地周辺の住民より余剰水

による防火用水︑生活用水

への利用という要望も出て

おり︑考慮したい︒

問 町長が申される要望は

下暮地１２のー︑２組が出し

たもので︑周辺には防火水

槽も無く︑側溝には水が無

いため︑火災への不安︑生

活排水による悪臭など︑本

当に困っており︑地域要望

を尊重してもらいたい︒

町長 切実な要望として重

大に受けとめている︒配慮

したい︒慎重にかつ努力し︑

ボｉリングの結果について

は後日報告する︒

一１６一

所管事務調査

成
任委員会

（調査）三ツ峠グリーンセンター施設整備計画の変更にっいて

（結果）下暮地町有地のボーリング調査報告を受け再度検討したい

画圃寧砂琢

証間毒

間

参加者と活動日︑練習

西桂小学校３年生

会場を教えて下さい︒

貴家氏
以上の１２名が参加していま

す︒指導者は私と小沢を含
め５名です︒

練習は週４回で月︑水は

夜で︑土︑日が昼です︒練
習会場は西桂小学校体育館
を使用しています亡

問

貴家氏

問 この施設で不便な点は︒

間 女の子だけが参加して

貴家氏

便を特に感じません︒教育

保護者の組織は︒

いますが︑男の子は︒

ています︒

委員会に配慮していただい
保護者会は試合の際の︑

練習を見ると６年生が

この体育館には不

貴家氏

間

ています︒

保護者会を組織し

言えば参加できます︒

移動のため︑車の確保など

問

多いように感じますが︒

の方にはお願いします︒

だなと思いました︒

：＝

．．．■

⁝一■一

◇運営方法決定

４日議会運営委員会

９日全員協議会

譲案３１一

◇議会運営確認
本会議開会
◇会議録署名議員指名
◇会期の決定
◇町長議案上程

連合審査会

説明・質疑
総務委員会付託
本会議休憩

本会識再開

◇付託議案審査

告譲案３ユ一

◇付託議案総務委員長報

■質疑・討論一採決
本会議閉会

請願・陳情は

介護保険制度１こ関す

審査見送りとなりました

陳情８

騒悪の雇用構旧勢のも

る要請書

とで雇用創出と失業者の生

陳情ｇ

﹁定住外国人の地方

活保障を求める緊急要請書

参政権﹂付与１こ反対する陳

陳情１０

推進と執行体制の拡充を求

陳情１１ 国民本位の公其頭業

不況打開︑国民本位

める陳情書

の公共事業と建設行政の民

陳情腔

主的転換を求める陳情蕾

一１７一

男子もやりたいと

問 どのような活動をして

を行なうのですか︒

貴家氏

貴家氏 来年このままです

いますか︒

貴家氏

ら本会の運営費用は全て保

と活動が難しくなります︒

そうです︒それか
の強化練習︑練習試合︑年

護者の負担で賄っています︒

問

主にバレｉボール

５回程度の地区大会に参

間

ただきたいのでは︒

４︐５年生に入ってい

加︑後は町体育協会が主催

ることはありますか︒

育館を確保していただけれ

間 議会広報は読みますか︒

そういう事で町民
貴家氏

ば︑他地域の子供達との交

貴家氏

貴家氏

休みになります︒受け皿と

流のための地区大会も開け

ています︒議員さんも色々

行政側には町民体

してスポーツ少年団活動を

ます︒ミニバスも剣道もこ

な事に取り組まれて︑大変

貴家氏

町行政と町民に希望す
する行事に参加します︒
今後の目標は︒

続けていきたいと思います︒

の体育館を利用しています︒

問

子供達の健全育成が大切

小沢氏

⁝寸甜Ｌ叶弍⁝

貫一一鰐難一

墓

３年後学校は土日

で︑ボランティア活動にも

練習の際半分に仕切って︑

読ませていただい

目を向けさせていきたいと

他の団体も利用できます︒

２面確保できれば︑

思います︒

アタック！６年生に続け下級生たち

