穏やかな新春を迎えられま

安はありますが︑まことに
す︒これからの当町の行財

たしてまいる所存でありま

分野の経費削減に努める事

政運営は︑こうした厳しい

現在我が国の経済情勢は︑

を第一目標に︑かぎられた

した事は︑共にご同慶に耐

バブルの崩壊により︑高度
財源の中から今何をなすべ

財源難の中で︑それぞれ各

成長から低速経済へと余儀
きか︑施策の内容を慎重に

えないところであります︒

なくされ︑長引く不況によ

チェックし︑町民が真に願

謹んで新年のご祝辞を申

町民各位にはご健勝にて
って地方行財政をとりまく

っている施策を重点的に行

されましたコンピューター

昨年末には大きな問題と

期的視野に立って︑地域社

議会としてはあくまでも長

こうした厳しい環境の中で︑

を新たにし︑町民皆様のご

年頭に当たりここに決意

おると存じます︒

う事がもっとも期待されて

し上げます︒

平成１２年の初春をお迎 え の

環境が急速に悪化しており︑

２千年間題も︑各界の真剣

会の発展と住民福祉の充実

多幸を祈念いたし︑新年の

続くものと思われます︒そ

てはまだまだ厳しい情勢が

でしょう︒私達にとりまし

たが︑これは新年の御祝儀

の見通しを立てておりまし

とでしょう︒町にも色々の

活気と潤いが湧いてくるこ

打ち込めたならば︑生活に︑

趣味を生かし得意なことに

るだけの生活より脱して︑

日の仕事︑そして食って寝

一一一平成１２年−月−

日実施︑申請−人あたり乳

実施するもので︑法律に対

する住民理解も深まった時

■⁝浴槽の湯はボイ

点で廃止といたします︒

千円を助成します︒申請期

ラーで加熱︑循環していま

幼児で３千円︑学童児で２

限は平成１５年３月３１日まで

すが︑途中でもれているこ

企画振輿黒長

個人で２肋

討課題とします︒

すので実態を調査の上︑検

町長．一長湯をする方もいま

ゆで僚峨初虎め﹁一風昌専二

とが確認︑修理を行います︒

とします︒

一■総務鷺長一一般に乳幼児が

使うもので︑使い古され汚

れた機具を次の家庭で借り

受ける希望があるのかが疑
間です︒

交通安全協会にリサイク

ルの推進をお願いしたい︒

．■■叩対象者の調査を実施

し︑貸与を検討します︒

■■■■■■■■■■■一この助成はチャ

イルドシートの義務化に伴

い︑着用を奨励するために

■ ２■

事とお慶び申し上げます︒

な対応により︑特に犬きな
を図るため︑その重責を果

ご挨拶といたします︒

影響も発生せず︑一抹の不

新年明けまして

の厳しさに打ち勝つために

会がありますので︑これに

みてはいかがでしょう︒毎

明けましておめでとうご

はまず健康であることが第

おめ．でとうごでべます

ざいます︒三が日は好天気

に何か趣味を持つことをご

趣昧悠々︑健康で明るい

参加するとか︑またひとり

れ良い正月を過ごされたこ

提案いたします︒何でもよ

日々をお過し下さることを︑

一であります︒ここで皆様

とと思います︒

いので興味のある事︑得意

心よりお祈り申し上げます︒

に恵まれ︑皆様にはそれぞ

正月の新聞で︑今年の景

な分野︑これに打ち込んで

でするも良いでしょう︒

気は多少上向くであろうと

可決される

１２月定例会 ・連合審査会

平成１２ 年

．

権守文夫議員

今年も町勢発展のため
議員一同がんばります

一

高尾佐武郎議員

Ｑ
享■

■乳

●
小山忠男議員

」ｒ

＝

ｒま

小林隆芳議員

．

．，．。．，

勝俣照雄議員

乳

川村俊夫議員

一訓

（目的）

１や外１琴早雫琴に下奉見蕃案１件が捷案苧牟デ牟早∴
・賛成にて∴・ ナベての議案が原案可決されま

（助成金め交付等）

第３条砥桂町は 、この要綱に定め るところに
より ・平成１２年１月共日以降にテ１ ヤイ． ルド
シートを購入した者＝ に対←∴チ十イルド． シ」

・へ

転
は

前項の規定ド． 去り交何する助碑金ｇ額は
乳児用シート及び郵＝ 兜席ン、下購＝ 不ｇ場合は
、

・東

電
．が

効．．

奮警；隼二誓手琶壌． 臥蚤 亥馨薯
後林
の電峠 ∴の一し学但 期・
実は
補柱線＝ ∴電 て習． 地
償を拡．．． 柱 利榛． へ 施面
∴．＝

え総
問代をトれ総営問るす違
補務＝ 対． を町ポて務費
も
消．
に

１

この要綱芋ま 、平碑平午．

し、

う。

１ｌ．

早工目牟． ら碑行

平成１５年３斤３＝１ 一白幸鳶今て＝１効力を失

ただし 、平成１５

助鶴．
積補がンい課補．
を． 長る載正補プる長助．
す・

付則

隼．

尋月却

、自以前． に申

撃竃婁二鴬瓢落二叩を過ぎ

１．．

間費民幅建移問用で企置問し積の
で地に設転 し木画き たが申
民すへ伴課檎道た工振去閻い犬込
地。 移い長償路い教輿り伐ときが
転
材思いあ
の橋と室課
の
す道町内梁思の長有のいのり
る路道容１維い材
＝ 多まで
移＝

２

した二∴

防

＝無
設．

狡
の万． 蘇１で・

でが長行＝

う
検； 寧＝予助の積金費． す」．
討個助∴用算
維載各の・ 計。 に東１１
し別の・
に４持車分内上
備電ガ
まに考
庫計台費及団容 積
の
えとで
て交．１…陵
す相え・
上分２びに１さ・
。 談は修． しの分ラ配
載
補渉
雪・＝ １嚢・ 寄霧？蔓誓・
１嚢手妄． ∴
補二

怜

、車．

の・

。．

？
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一３一

１２月定例会 ・本会議

当町においては山梨県消
係市長にご協力をいただき

建設促進について︑近隣関

外者等から大変な好評をい

実施したところ︑町民・町

が︑農業体験イベント等を

順調に進んでおります︒ま

ター施設整備事業の工事は

町営三ツ峠グリーンセン

防団員総合訓練大会のポン
早急な対策を講ずることで

周辺整備事業計画の位置づ

施を考えております︒

プ車操法の部において︑西

雇用就業機会の創出は︑

ただきました︒

ツ峠線の拡幅計画では︑土

１００％の補助を受け平成

一致いたしました︒町道三

に輝きました︒平成皿年開

地所有者のご協力により用

桂町消防団がみごとに優勝

催されます全国大会に出場

地面積が確保できました︒

桂川流域下水道事業費の

けで登山道と公園整備︑植

１２年から２年間で︑三ツ峠

するので︑町民各位のご理

増額について︑関係市町と

栽等を実施します︒

続いて幼児用補助装置チ

４

■

解と絶大なる応援をお願い
申し上げます︒

の協議の結果︑負担の減額

電動生ゴミ処理容器補助
コンピューター西暦２０

私は豊かな自然環境と新

町を目指し︑地域活性化基

制度における購入台数は︑

００年間題対策は︑公共諸

一

本計画を策定することとい

現在４台です日富士五湖聖

施設についての点検を行い︑

になるよう要望しています︒

たしました︒町の特性を明

苑建設は︑平成１２年−月刎

またパンフレットの全戸配

しい時代への夢が共存する

らかにし︑観光︑交流産業

日に竣工式の予定です︒

布を行う一方︑広報等を通

町民に地元で採れた安全

ャイルドシートについて︑

する町議会

桂川公園木橋設置場所

蹄榊椚洲

．榊。

１■■肥

が展開されるための将来ビ
ジ目ンを確立したいと考え

で新鮮な野菜などの直売事

保護者の負担軽減を図る面

して対応しております︒

業計画を考え︑農家等の募

から︑助成金制度を創設し︑

一

道路体系の整備では︑長

集を計画しています︒また

平成１２年−月−日からの実

ております︒

い歳月と莫大恋経費を要し

農林漁業体験交流事業です

一

ます国道１３９号パイパス

籏一塵

県消防団員総合訓練大会優勝

・リ一

を

０

３

５︑

．．．き・

﹁．０．．∴勧．

∴一方．．

．．．一１．．

９一∴．
９一．﹁一

６一．．．・．．

． ｏ
．．円

円一．

万一

５０一．円ｍ．一

一〇．額
一万減．．

備事業の各施設が活発に利

たグリーンセンター施設整

ます．介護報酬単価が平成

は平均で２千４８円であり

また当町の介護保険の申

１２年−月末に決定し︑保険

す︒また農業体験棟の利用

請状況は︑現在蝸名の申請

用できるよう︑専門業者に

促進は︑県関係機関等と協

者があり︑二次判定結果が

料も変わってまいります︒

議しています︒管理棟は町

出た者は羽名であります︒

委託し作業を進めておりま

民の健康管理及び憩いの場

並ぴに都市住民との交流の

ついては︑夜間照明設置後

あります︒フットサル場に

ています︒桂林市の関係者

林市との交流について進め

現在中華人民共和国の桂

拠点として整備するもので

は︑毎日多くの町民︑町外

を平成１２年４月頃に招聰し︑

国情の違う日本︑特に当町

者等が利用しています︒

ダルマ石周辺整備事業は

とその周辺を見て頂く中で

を末永く促進して参りたい

相互理解を深め︑国際交流

国庫補助を導入し︑工事が

順調に進んでいます︒

桂川公園整備事業は倉見

先進地視察を実施し︑町の

９回実施され︑延べ７００

生涯学習事業は︑今年度

と考えております日

計画する木製による橋りょ

名強の方の参加を得て益々

側と公園を結ぷ橋について

う設置について議会のご理

児童館子ども祭りには︑父

充実の度を深めております︒

生涯保健対策の確立では︑

母と子どもで３００人の参

解をいただきました︒

町民の健康管理意識も高ま

加がありました︒

開始されました口

導入も終わり︑情報教育が

小中学校ではパソコンの

り︑当初の見込みより多数

の方が検診を受けました︒

介護保険制度での保険料

は︑県内最高２千９６４円︑

最低−千６２９円で︑当町

■ ５■

一．６の

一６費
一．．．．．．專

．．・布一

・．■・．

．︑．．．

正Ｈ．へ

．

フ一．

．事・

工．．．
○．

４方 ３キ円．．

０給与改定Ｆ伴ラ久任牽￠鴻

３億４千７４９万

△３４万３干

議案４７下水道会計１

６千８９９万９千１

５０万０千円

１
議案４６簡易水道会計１号補正

千阿・．．
７・

方・
．１４．

３億６千９２２万４干１
８千５１３万４千円
議案４４老人保健法会計２号補正

２億９干２３７万５干１
４４万１干円
議案４３国民健康保険会計２号補正

補正後の予算総額
会計名

５００ 万

施設 整 備１
〆も︑

１７９万４千円１８億６千５９２万１千１

補正額
議案４２一般会計４号補正

３千２６３万３千１

３万７千円

グリーンセンター会計２号補正
議案４５

農業楠鯖業 ・そばの作り方を習う皆さん
チャイルドシートの説明を受ける住民の皆さん

． 布政システム↑今＝ 双尊 再享去り祷勧されそ｝喝寓民健廉保障害務処単シメテみ保寺奮翠蒙扇＝ あ予算科； 旨め麦島十．＝ 二

． 俸舜費の銭増・ に伴づ１ で追抑す１ る ものであり １補率後の医療給付費牽３；億５千６５９万↓午円どす奉も￠で章る．
・．

Ｏ Ｏ

町民の窓回利用︑住民ザーピス
向上のための方籔は
住民票と印鑑証明竈は電話予約で

平日夜７時まで休目にも発行する

．．冊

内労働から勤め人も

財産に影響を及ぽす証明書

が︑プライバシーや個人の

明書の発行事務であります

ご質間の住民票と印鑑証

を実施しているところです︒

の埋火葬許可書の発行事務

出の受領事務︑及び死亡届

ては︑出生届︑婚姻等の届

ところであり︑休日におい

置して窓口対応をしている

も協議し︑各課の職員を配

事務の手続きをして受け取

くは同一世帯の親族が来庁︑

までに予約した本人︑もし

午後７時︑休日は午後５時

受領にあたっては︑平日は

内に電話で予約申請をし︑

い場合は︑役場の執務時間

に役場に来ることができな

ただし本人が開庁時聞内

ての発行となっております︒

手続きをし︑手数料を納め

の周知も行う中で実施した

籔溺■■！■妻ぷ

と＝

∴二

長．缶民の就労業態も家
多くなり︑更に夫婦共稼ぎ

が増えているところでもあ
ります︒

現在の窓口の現状ですが︑

であ伍史す﹄・︒圭

でもある︸﹂とから︑その事

れるよう︑平成１２年３月よ

昼休み時間は︑職員組合と

ど∴塚庭を留守水す喝博澗

務は慎重に対応しなければ

り業務体制を整え︑町民へ

問一

が＜層嚢．享鷹．

ならないところであり︑原
則的には︑役場執務時間内

いと考えております︒

とは
水て

コ円■聞■
に本人が来庁のうえ︑申請

間．冊下暮地︒屈水植の丼

∴戸雀籍雀して

亘＾住民の緊急飲料水水

町■■源確保及びグリーン

センター施設整備事業の利

用目的のため︑旧下暮地配

水池のボーリング調査及び

旧水道管の調査を実施しま

した︒結果は飲料水として

良質な湧水が出ること︑旧

水道管を一部補修すること

で憩の森の沢水が使用でき

ることが確認されました．

湧水を飲料水としてグリ

ーンセンター施設に利用す

るためには︑塩素滅菌装置︑

ろ過装置︑ポンプ室等の設

備が必要であり︑多額な経

費がかかります︒このため

飲料水としての使用は︑現

時点では考えておりません︒

ただし緊急用飲料水確裸の

ため︑グリーンセンターに

設置した受水槽には︑送水

管をつなぐ予定です︒

６■

■

■ ●

…
●

懸ザ

費用面で利用困難

水道水とし

井戸水を
用できないカ

旧下暮地配
水道水とレ

一一＝

︑．︑﹁

して利用するが

緊急用飲料

．ん
・． 一一

６
つ．︐

一一

、

口
・

｝

＾
＾
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一一

住民からの相談に応対する役場職員

県道富±吉田西硅線の整偏と
道路違設相談委員会の設置は
県で県遣整備ルート案を検討中

ば︑■昇格認定されて

県遺富士沓田酉桂線．

案提示後委員会の設置に努力する
間

鷹整鷹着︒志塵て
．層︒淳一．瑚名鷹一．．堀．
嘩皿荷間をヰ・小に交通渋滞

れております甘∴国遵１■︸９＝

鷹亡一そ雀ぷ量
畠線の補財的な幹線道路で
ある県遂雷士吉凪酉桂線の
整備を捲進する去つ︑一住民
．の声悩磁くなってお刀ます︒

・また建設相談委員会は︑■
いフ発足できるのか︒．■

皇＾■現在︑県土木部道路

あがって道路建設相談委員
になっていただけるよう依

検討する中で︑一つのルー

の新規県道ルート案を比較

調査を行っており︑２︐３

規県道ルート策定のための

桂町︑富士吉田市を結ぶ新

お諮りする中で︑議員及び

れた時には︑今一度議会に

り新規県道ルート案が示さ

ていくとのことです︒県よ

時期が来たら︑再度検討し

委員会の設置については︑

頼した結果︑道路建設相談

トに絞り込む作業に着手し

地元倉見区の学識経験者の

建設課において︑西

ております︒できれば年度

方々に道路建設相談委員に

■加川

内に町の方に新規県道ルー

なっていただき︑道路建設
相談委員会の設置をしてい

かなくてはならないと考え
ております︒

さ一
．

醜卜

る
す
し由覗

化要

．よう努九して仙ただきた篶

．且双■．バイパスルートにつ

冊﹁きましては︑現在供

用開始した富士吉田市の富

士見パイパズを起点に大月

市の中央高遠道路のインタ

ー間をルートとすることで︑

関係市と協議をしていると

ころであり︑関係市町の合

意のもとに国に一つのルー

ト案として陳情していきた

いと考えております︒

県においては︑国に整備

を強く要望した結果︑本年

度から国が整備に向けた基

礎的な調査の取りまとめに

入ったと聞いております︒

現時点では︑これから関

係市町及び国・県と協議し

ていくことですので︑ご理

解をお願いいたします︒

早期着工のためには国・
ため︑議会にお諮りをし︑

意をもって県当局にお願い

促進に向けて︑町全体が熱

点はど︒て力切が一．何怖をゼ一

あ着一雀盾鷹︒省

関係市長と協議して積極的

ことが必要であり︑阜期に

いずれにしても県道整備

また地元倉見区の学識経験

していかなくてはなりませ

な組織づくりを進めます︒

県等に強く働きかけていく

者による委員の選出名簿に

のように通過して静留市吋

早期着工に向け国 ・県に
ん︒ご協力をお願いします︒

■ ７■

イパス

１偵言周に整備カ古 進む

近隣市と協議の上 、組織

︺﹃■問−

ト案を示せるように努力し
ていくとのことです︒

道路建設相談委員会の設
置ですが︑平成１０年４月に

案と蔓設向はて取り
基づき︑私自身がお願いに

道路建設相談委員会設置の

３９号線バイパス計ｉ

既に３年の年月が過ぎまし

たが︑名称淀け変わっただ

上町区を通る県道富士吉田西桂線の現況

．．業に一一
盲一．

．経向る

ド︒が一．．

入れ︑三ツ峠周辺整備事業

林漁業特別対策事業を取り

事業とし．て新山村振興等農

企函振輿煤棚姜脱明

構造はＲＣ造り２階建て︑

の確保をいたします︒建物

す︒また作品展示スペース

が利用できる施設となりま

ので︑１００名のお客さん

２億９千万円︑県補助金

庫補助金＾１／２補助︺

なります︒財源としては国

円︑町単独事業２千万円と

内国庫補助事業５億８千万

．＾．．

止・串．

の中心事業として管理棟建

１階スペースー千５６︐ｍ︐

円︑起債２億６千万円＾充

．急に・す．

設に向けて設計に取り組ん

２階５２３︐ｍ︑計−千５７

当率１００％︑交付税算入

国補

できました︒国︑県との協

９丑ｍとなります︒

利用開始が待たれるログハウヌ

的に進められます︒主な特

都市農村との交流の場を目

管理棟は町民の憩いの場︑

管理棟解体とテニスコート

あわせて行います︒既存の

レ建設︑駐車場伽台確保も

付属事業として屋外トイ

国の補助金で賄われます︒

円を計上し︑内２分の１が

また事務費として２３２万

２千１００万円となります︒

＾１／２０補助︶２千９００万

議結果を示すものです︒

徴として︑宿泊定員約５０名︑

フェンス修理については町

沢水を利用した風呂を計画

なお露天風呂については︑

８０％を予定︺︑一般財源は

食堂と厨房の確保︑お風呂

単事業となります︒

総事業費は全体で６億円︑

のスペースを大きくし︑休

憩室の充実を図っています

討の上︑後日︑議会へご提

す︒また料金については検

るため活用したいと思いま

ンター全体の利用拡大を図

企擾娠員膿暴グリーンセ

イントと考えています︒

し︑施設利用のセールスポ

ると考えます︒

ありますので︑十分に足り

ます︒また既設の駐車場も

たので︑そこを駐車場にし

場隣接の土地を購入しまし

４︐ｍで十分と考えています︒

導もあり設計上の４３１９

示します︒

集客のためには外観が

企薗振輿燥長．乗用車で計

台︑フットサル場隣接地犯

どのようにする

山小屋をイメージ

台︑武道館１５台︑管理棟横

算しますとフットサル場１０

して︑石を壁に張りつけて

２５台で合計９０台です︒さら

にログハウス横にも駐車で

いく予定です︒

問︑管理棟の宿泊人数の詳

間一一．

きます︒

定員６名の

紬は一．一．．．．．．．

企画振輿課長

１０畳部屋が８室ありますの

で︑全体では珊名の宿泊定

企画振輿漂長︑四季を通じ

員となります︒

企画振輿錦畏

てお客さんが来ていただけ

閻に合わせ

るよう進めていきます︒

るようなイベントを企画し

たいと思います︒この施設

は住民の交流の拠点となり

８■

■

、｝
．

（調査）三ツ峠グリーンセンター管理棟の設計閑容は

（結果）総額６億円の事業 、国庫補助を受け管理棟などを建設

眺

．壷

１
一．■ ．

ますので︑良いアイデアを
願いしても︑実際には国︑

討してみたいと思います︒

には限界があります︒施設

様のサービス提供を行うの

・す瑚一．

一補助金申請について

意見一温泉犯つハてばぜひ︒

は事前協議をほぼ終了して

県との協議の段階でほとん

完成後︑各種団体︑民間に

おりますし︑起債について

・敢り組んで＾ただ音た仙！

委託できないものかと恩っ

一包

みであります︒

ある事のご理解をいただき

．砦切辛雀鷹屈雀ガ

問■現状﹁一集客力が落ぢて．

﹁ｉ．

は知事の許可が下りる見込

温泉掘削と温泉の施設で
の利用については︑会計検

︷︒々鷹唱千さ．
ｋ奄潤愚ガ商る伽で舛︑一一．

査等で問題にされますので
今すぐという訳には行きま

町長■一確かに行政で民間同

中竈

せん︒しかし将来的には検
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設計委託

とを季員会の＝ 琴皐幸＝ します
ｒ薗碑璋＝ 和葎１ような強

性を差し引いても︑公園に

与える影響から優れている

以前から桂川公

と考えられます︒

建設誤畏
園は歩いていく公園という
事で︑町民の方には車をご
遠慮願いたいと恩います︒

遠方の方には倉見地区橋梁
設置場所に３０台ほどの駐車

場を確保いたします︒

間∴車が通れ喬強度にして

非絡饒の薫両通行は可能

いる現状であります︒

拾いた方が﹁・．方が十切対応
の際︑．役に立つのでは︒

事費についてはアーチ橋６

造にしますので︑万が一の

車の通行にも耐えられる構

設計では２トン

千９９０万円︑トラス橋は

場合には車の通行が可能と

一建般煤長

６千５５０万円でトラス橋

なります︒

は︑公園に接続される段差

付け位置変更後の下流部で

観上︑強度的に間題はあり

高低差が生まれますが︑景

橋の長さ閉ｍで︑約妬ｍの

ジさせます︒また橋梁取り

し安らぎの場としてイメー

チ橋の方が公園全体に調和

なります︒特質としてアー

の方が４４０万円程︑安く

比較について︑まず概算工

アーチ橋とトラス橋との

株式会社ザンポー．概婁醐覗．

向けて打ち合わせを進めて

の結果︑落札︑橋梁設置に

は株式会社サンポーが入札

違設課概要説明

・阜 よ＝ リ

も小さく︑総合評価ではや

木橋完進地視察報告

平成ｕ年１０月〃日に︑埼

玉県浦和市白幡水辺公園橋

並びに大間木橋を視察しま

した︒

町は倉見地区より桂川公

園へ渡る橋梁の建設を進め

るため︑先進地を見学し︑

公園など都市空間において

景観を演出する木橋に直接
触れ︑木材のもつ温かさや
安らぎを実感し︑木橋につ
いて理解を深めました︒

木橋の構造としてアーチ
橋とトラス橋とに大きく分
かれ︑アーチ橋の場合︑公

園など景観を重視する場所
など全体のバランスを考え︑

安らぎと夢がもてる公園が

イメージされます︒一方︑
トラス橋は直線が強調され︑

シャープなイメージが出て
くると考えられます︒

アーチ橋が持つ柔らかさ

が木材と調和し︑桂川公園
全体に町民の憩いの場を演
出し︑子供たちに夢を与え
ます︒アーチ橋の方が良い

文責・小林

との議員一同の意見であり
ました︒

一１０一

＝場所の変牽に？＝ い１ では了承す

ません︒

水辺公園内の木製アーチ橋を視察する町議会

水辺公園内の木装トラス橋を視察する町議会

チ掃で進め奇…＝ と＝ ∴幸た橋梁

はりアーチ橋の方が︑経済

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■
Ｉ■ 一 ■ ■ 一
１■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 一
１■
■

一１６ぺ一ジのイメージ図参照

（結果）木製のアーチ橋を公園に

一．

（調査）倉見地区から樹１１公園にかける橋梁は

．．鰍

（調査）新高区配水場整備計面の進捗状況は

（結果）防衛庁の補助を受け４億６千万円の事業に取り組む
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■

一

○
ち

〇

ち

ガレージ

メートルであり︑隣地から

水遺曝長．計画では給水可

・

﹄一ｉ止一１１ｄ

一

も

能標高が６５０ｍ壬６６０
ｍとなり︑町民グランドま
では十分に対応できます︒

桂ニュータウンや泉が丘な

ｏ

！

ｏ

全て同意書をいただいてか

・■

ｏ

巾

ｏ︑

帯

邊・

ら事業を着工しようと計画
しています︒

︒付尤づ仙ての見覆心怯

ど特に高い地域は既設の加

見．

ホ

ｏｏ出ｏ

ｏｏ

平成１１年５月に

水道課長

−案を採用する

圧ポンプが必要と考えます︒

ています︒

方向で隣地との交渉に入っ

水適謀長

補助金申請書を提出︑１０月

に大蔵省に上がっているこ

が通るかが決定され︑平成

とを確認︑１２月に補助申請

水道課概蔓説明 本事業は︑

水圧の上昇を図るとともに
新井戸水源を設け︑水量の

安定化︑水質の安定化に努
めるものです︒また北富士

演習場周辺水道設置助成事
業として補助事業計画書を
横浜防衛施設局へ提出して
おります︒

事業効果は︑事業目的を
達成できるとともに配水管
の口径をあげるなど既存の
施設を整備する事により︑

高い地域でも一定の水圧が
確保される見込みです︒

町としては１案のＰＣ造

肩．．今固切青咽ガ実桁岩れ
．れば爵い坦厚にも十分に供

１２年−月に決定事項が当町

華宰定繰給

富士吉田市内の用地に配水

３婁冒要カ芦 睾睾事１Ｉ

に伝えられます︒

琴鼻＝ よリ１

池を築造し︑貯水量の増量︑

；設１とな＝ るよ十

りによる配水池を予定して
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新高区配水池建設予定

本件は防｛

祝察

現在︑富士吉田市環境美
して使用します︒

稼働で１０ｔを破砕選別し︑

粗大ゴミ施設は５時聞の

士吉田市︑西桂町︑忍野村

可燃物︑不燃物の中から自

化センター第−工場で︑富

のー市−町−村︑人口７万

動的に鉄類︑アルミ類を分

以上︑焼却︑溶蝕︑破砕の

人弱を処理対象地域として

現在の施設は昭和６０年に

３処理施設がすべて自動化

別回収して再資源化します︒

完成︑稼働しているもので︑

されている処理施設であり

しました．千葉県東金市外

修で︑近代的な施設を見学

によるごみ処理施設視察研

五湖広域行政事務組合議員

１日あたり３０ｔを予定して

イクルプラザの処理能力は

ｔの処理能力を有し︑リサ

置︑各炉ともー日あたり駈

計画では焼却炉２基を設

阯一外一

一〇 ・肋

ごみ処理を行っています ．

近年のゴミ量増加︑ゴミ質
ました︒

現在︑富士吉田市ごみ処

の変化︑施設の老朽化︑ダ

イオキシン発生等のごみ処

理施設︑リサイクルプラザ

処理対象地域として新たに

理における環境問題︑及び

問題を解決するため︑施設

河口湖町が参加し︑１市２

建設が計画中であります︒

の立替えを余儀なくされて

町−村で処理人口８万８千

法改正に伴い︑これらの諸

います︒

３町で人ロー５万人︑総事業

います︒連続運転によるス
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巧唖臨留軸
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生二
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平成ｕ隼１０月９日︑富士

００坪︑平成１０年４月完成︑

は平成１５年３月を予定して

環境問題に対応でき︑廃

ゴミ焼却処理能力−日あた

０℃で溶蝕処理︑３分の１

棄物の再生利用を基本理念

います︒

の且里となります︒溶蝕炉で

とした︑ごみ処理施設を希

争罰ケ■」Ｌ

６ラ ■

り２１０ｔ︑灰は１千５０

スラグ化し︑路盤材料︑ブ

望します︒

文責・小山
ロック︑タイル等の資材と

込崔

＝＝

一一

〇
■
一一

−

■フ回一シー｝

有邊打ユ臨圭珪圃

富士吉田市環境美化セン
環境の保護を図る施設であ

従来の汚泥分離は自然沈

ります︒

防衛関係事業として︑平成
降︑加圧浮上︑遠心分離の

ター第２工場は︑防衛庁の

２年−月から平成４年３月

が難しく︑トラブルの原因

３方式が主流であり︑汚泥

このし尿処理施設は１９億

となっていました︒また旧

までの２ヶ年余の期間で建

８千５００万円余を投資し︑

来の方式は臭気も処理場の

の性状によっては運転管理

高負荷脱窒素膜分解法式に︑

近くに漂っていました︒

設されました︒

高度処理方式を加えたもの

し︑水質︑臭気への対策は

画期的な最新の技術を導入

で︑し尿処理分野における

れ︑膜分離方式を採用する

に︑１２の処理装置が設置さ

３階︑地下−階の建物の中

しかしこの施設は︑地上

野村︑山中湖町︑勝山村︑

市︑河□湖町︑西桂町︑忍

合の構成市町村︵富士吉田

富士五湖広域行政事務組

ます︒

地は民有地が主となってい

けております︒その他の土

有地５千４７０坪を借り受

建設場所は河□湖町船津

完成予定で︑平成１２年２月

足和田村︑鳴沢村︑上九一

富士五湖聖苑建設は︑負

より供用開始となります︒

字剣丸尾６６６３番地の１

担金とその他の資金で総事

施設面積は火葬・待合棟が

色村︺１市２町６カ村で︑

業費１５億５千３００万円余

１千９４７︐ｍ＾約５９０坪︺

で︑平成１０年１０月より建設

となります︒敷地面積は取

で︑火葬炉４基︑告別室２︑

対象人ローＯ万２千４００人

り付け道路約−千坪を含

待合室３︑待合ホール２を

に着工し︑平成１２年−月に

む︑２万１２５︐ｍ＾約６千

有し︑葬祭棟４４３．ｍ＾約

であります︒

１００坪︶となり︑内︑県

１３５坪︶は式場２︑遺族

控室２︑僧侶控室２となり︑

隼末年始を除き操業いたし

ます．

敷地内に散策路を設け︑

溶岩樹形等︑待ち時間に見

学が出来ます︒野生動物の

保護のため︑火葬場への取

付道路の途中に︑道路地下

を横断する小動物用通路２

ヶ所を設置しております︒

また小烏の水飲み場も設置

いたします︒自然と動物保

文責・小山

護に配慮をとの考えであり

ます︒

一１３一

ｏ．一

もちろん︑維持管理経費の

事により︑個液分離が可能

し尿処理施設内を視察する町議会

低減に配慮し︑自然︑生活

となり︑管理が容易で︑活

性汚泥混合液を膜装置に通
水させると汚物のまったく
無い︑処理水になります︒

処理場の規模は︑対象地域
を富士吉田市︑西桂町︑忍
野村︑山中湖村の１市︑１

町︑２村とし︑処理人口７
万５千人︑１日９０ｔの処理

能力を有しています︒

施設内はし尿処理施設と
は思えないくらい清潔で臭

気もまったく無く︑化学薬

文責・小山

品製造工場を恩わせる感が
しました︒

富士五湖聖苑エ事現場を視察する町議会

同弄

▲議

設

五 聖苑 設睨

． １

．一︒一︒〃．い．計．査む
．・ギよ．で＾葉．謂・し．．

〜
、二

．委阜よジ『 申

の徹底を」． との非

井戸

口の変動準Ｐ

させていただきます︒なお

ば火災にも十分役立つと思

に有事の時にポンプを回せ

の水で十分足りますので︑

旧下暮地配水池地内の水槽

分に能力を発揮できます︒

それを風呂にも使っていき

います︒通常は憩の森から

間 旧下暮地配水池よりも

たいと恩っております︒

は弱ｔで︑防火用水でも十

さらに高い■地区に防火水槽

を設置するのは︑水圧など

今のところ旧下暮地

の関係で不可能なのか︒

町長
の配水池を防火水槽として

ルの水が出ました︒水質は

地区に作らなくてはと考え

区の水路へは︑余水を流し

ております︒それと地元地

も間題なく︑町の水道水よ

ていく予定です︒

教育課程審議会においては﹁教え込む教育﹂から﹁自

改革を推進するために３０人以下学級を柱とした﹁新た

文部大臣殿

な定数改善計画﹂の早期策定を願うものです︒
平成１１年１２月２１日

専決処分事項の報告．

■一∴意見書提山山と決定一

■∴審査会での請願審査の結果︑

ｂ建設文教委員会付託の遵合

∴■定を求め各意見書の提出 ■

■．■一する次期定数改善計画の策

・塁篶ｆ∴．鋤人以下学級を柱と

∴蘭員発謝﹈１件．

一．︑︑乎成皿年度補正予算︑■別記

一補正予筥．一サ件．一．

一ｂ人葛慌働皆花雌拠レて改正一

﹁∴び旅費条例の二．部．改正■

⁝．∴∴酒桂町長鳶切給与及一

∴Ｏ人事院働害た準拠﹂て改正■■

∴・．一．薬等に爵する条例の一部改．・

∴孤冒岬仰︑一西桂町職目＾の育児休■一■

一〇人專院勧青に準拠して改正．．一

一∴の十部改正．．．■■■

一棚黒３９い．．酉猛町職鼠給与︒条卿．

．一Ｈ条例﹈∴３■件．一．．．∴ ・．．．．

■■∴∴∴下纂地つ■５．の７．一

∴いきいき健療福祉センダ←■

∴一保筒所一一下幕地９﹁奄の冷．■

ぺ下暮地９３７の４．

■∴Ｙし０．会館．一教育委員会・

◎各施般の嚢示地香め変更

．部改正．

・び管理に関する条例等の一

．西桂町ＹＬＯ会館の設置及一

承翻岬

の一部を変更する︒

・望する団体が現われ︒規約一

○本事務組合に事務委託を希・

約の一部改正■．∴．一．∴∴■■■■

山梨県町村総合專務組合規．

■承露１６■■専決処分写項の報告一

︻楓遅２件．．．．．

瞳審議︑案件．︸

．ていた・だきたい︒一来年度予

算に計上し・ていただくよう

∴凄淀災害侍火嶺いて複数

．・ても．他方の・水が利用できる

どいづ手当てが・でき．曳す︒・

水遣水と七て﹁■一複数の所か

・ら採る箏を進めで下き．り

３０人以下学級を柱とする
次期定数改善計画の策定を求める意見書＾抜粋︶

１９９３年度から実施された﹁小中高校教職員定数配

置改善計画﹂は２０００年に完結いたします︒

水源地から水道水を取水し

また旧下暮地の配水池を

工事を︑井戸のある旧下暮

た経緯があり︑この管が憩

ら学ぶ教育﹂への変換を大きく打ち出すなど︑学校５日

てこの井戸水を利用できる

地の配水池からグリーンセ

の森からつながっている可

制を目前にし︑教育改革の動きが活発化しています︒

調べたところ︑ダルマ石の

ンターログハウスの町有地

能性を調査した緒果︑部分

いじめ︑不登校︑学級崩壌など﹁教育の危機﹂とも言わ

この定数改善計画では︑全体としての定数増はわずか

までの間で実施︑施工延長

的に修理すれば︑旧下暮地

しているところです︒

ですから憩の森の自然水
を利用し︑井戸水は予備的

なものでしかありませんでした︒

２３５ｍで︑１００ｍのＶ

れる状況を解決し︑新しい教育課程の円滑な実施︑教育
Ｐ管を敷せていきます︒

管理棟から水車までの約
蝸ｍは水路を設置していき

たいと考えており︑当初契

かり︑修理するよう今計画

の配水池に流れ込む專が分

ため︑井戸水の導水管布設

センタｉのお風呂の水とし

肌に優しいので︑グリーン

り沸かし湯として柔らかく

検査の結果︑飲料水として

利用するため漏水防止工事

も高い坤＝ 区に１ 防

企画撮輿課慨宴説明

いて嘩おおむ御

をし︑将来的には更に高い

鯛の下春卿

からは︑毎分２００リット

在牟きたい■

．．非．

坤
・憩の奉か１

約金額の範囲内で工事変更

一１４一

．１．
・１一．

会

総務常任委

（調査）三ツ峠グリーンセンター施設整備計面の変更とは

（結果）憩の森からの沢水を施設に利用 、井戸は非常時に利用

一高尾氏

．．︸ｏ．．．

町内外の小中学生

から一般で鴎名弱です︒子
供達への指導は︑私も含め

た一般参加者４名がコーチ
となって行います︒

毎週月︑木曜日に西桂中
学校体育館を使用し︑子供

で︑一般が９時から１０時ま

あと２名が県３位となって

た全日本に出場しました︒

会を開いていきたいなと考

力をお願いして︑大きな犬

大会が育ってきたら町に協

が午後７時３０分から９時ま

でです︒

おります︒

えています︒あとできれば

問・．葛壕虜︒︷下さ

問■■保護者の組織状況は﹂

倉尾扉卓球を通じて︑子

すが一任をいただき︑大会

商尾氏

間一

町民体育館が欲しいですね︒

．仙！哀衣今後の且標は︒・

供たちには健康になってほ

での送迎等は全て監督︑コ

父兄会はあるので

しいと︑また集団で遊べる

ーチでやっております︒

平成１２年７月に全日本の山

ている方が多いのです︒そ

一先輩で卓球をやっ

いていますが︑滑りますね︒

梨予選会が開催され︑それ

ういった方々もたまには参

れば良いという形とは違っ

に向けて子供たちはがんば

加していただいて︑子供達

問一一一．．．．．．．；−．．

高尾氏専用シューズをは

．＝．．．．．．．Ｙ．．甘．．∴．・・．．﹂．．﹁∴．一・・．．・

活動をしたいと︑ただ強け

練習試合開始 、うまく打てるかな

た楽しい活動をしています︒

っています︒一般も同大会

・疽尾氏

の指導とか︑白分白身も軽
くスポーツを行うとかをし

監

が１０月に開催きれます︒

それ以外の郡内の各大会

ていただければ︑うれしい

コーチ古屋孝一

高尾益義

止︷由宝すよ﹂

槙田司郎

圭昔荘Ｌ呂︷

谷内康人

＃直■中寸口と

ム岳中一Ｌ・﹈＾吉

督

同
同

読んでいます︒

ではメンバーから優勝者を

ですね︒

けで大会を開きたいなと︑

まずは西桂卓球クラブだ

出したいと思っております︒

平成ｕ年にはメンバー１
名が兵庫県姫路市で行われ

６日議会運営委員会
Ｍ日本会講閲会

◇町長所信表明
◇町長議案一括上程

議案鴉︷包

＾承認１６︐１７

一括説明・一括質疑

◇各常任委員会付託
連合審査会
総務委員会Ｏ

２１日総務香旦会＠

本会訟再開

建設文教委貫会

告＾承認１６︐１７

◇付託議案総務委員長報

議案靱⁝雀

◇付託議案建設文教委員

一括質疑・討論・採決

長報告︵議案価︑〃︶

説明・質疑・討論・裁決

◇議員発議︵発議６︺

◇一般質間︵小林議員︶

法務局職員の増園に

一︑敏権付与区夜対する慨樽●．．．

関ずる講願書＾陳情扱い︶

陳情１６

一１５一

令
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