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大目地区新田「ポケットパーク」の花もも

鷹取
喜巳夫
長田

副議長

市民の皆様には、日頃
定住の促進など、市民の

ます。このため、移住・

平成二十八年二月五

議長就任あいさつ

より議会活動にご協力を

日、上野原市議会第一回

（株）早野組

請負契約締結

棟外建設工事（継続費）

▼上野原駅南口昇降施設

皆様とともに英知を絞
とどめる施策が早急に必
駅周辺整備やスマート

この度、平成二十八年
上野原市議会第十代議長

インターチェンジ、総合

要だと考えています。

として推挙いただき、身

契約先

（甲府市東光寺）

福祉センター建設、防災

ら格別のご支援・ご協力

金額 六億二千六百四十

に余る光栄であり、責任

を賜り、市制施行十周年

万円

無線デジタル化等の重要

の節目となる年の重責を

の重さを痛感しておりま

日頃より市議会活動に

を果たすことができまし

明な状況が続いています。 努め、民主的、公正・公

われました上野原市議会

この度、三月三日に行

に、市政伸展のため、全

れた議会を目指すととも

今後は、より一層開か

に加え、工事の現地精査

等の環境整備に伴う変更

利便性・安全性の向上

前議長退任あいさつ
年度でありますが、各議

暖かいご支援をいただ

たことに、心より厚く御

な事業が山積している本
員のご協力をいただく中

き、誠にありがとうござ

す。
最近の我が国の経済動

で、二元代表制の一翼を

平な議会運営に全力で努

第一回定例会において、

力を尽くして参りたいと

点改良工事請負変更契約

▼市道八ツ沢大椚線交差

向は、様々な施策を講じ

います。

また、人口減少は歯止め

めてまいりたいと思いま

議長を退任しましたこと

す当市では、今後も生産

市制十二年目を迎えま

協力をいただきますよ

活動に一層のご支援、ご

市民の皆様には、議会

くの市民の皆様をはじめ

この一年の在任中は、多

をご報告させていただき

ます。

退任のあいさつといたし

お願い申し上げまして、

を賜りますよう、心から

以上に、ご指導とご鞭撻

思いますので、これまで

請負変更仮契約を締結す

百九十九万三千円で工事

千円減額し、一億六千八

約金額を四百八十八万七

による見直しの結果、契

締結

がきかず、将来自治体の

す。

年齢人口・若年層の流出

う、よろしくお願いいた

市当局並びに議員各位か

昨年二月に就任して、

ます。

が見込まれ、大幅な人口

します。

るもの。

減少問題が懸念されてい

態となっています。

存続さえも危ぶまれる事

礼申し上げます。
担い、円滑な市政推進に

山口

第一回定例会において、

いただき、誠にありがと

臨時会

臨時会を開催しました。

第1回

り、人口減少を最小限に

好昭

前副議長

ながらも、不安定で不透

杉本

うございます。

友栄
前議長

偉一
第 10 代議長

2
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重寅

好昭

尾形

英明

幸喜

山口

公文

議長

平成２８年第１回定例会議決結果等一覧表

岡部

田中

秀夫

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

偉一

杉本

修

―

鷹取

川島

信行

2 市道八ツ沢大椚線交差点改良工事請負変更契約締結

幸召

小俣

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

友栄

村上

洋昭

―

反対討論者

尾形

東山

成美

契約

1 上野原駅南口昇降施設棟外建設工事（継続費）請負契約締結

杉本

久嶋

好博

長田喜巳夫

川田

名

遠藤美智子

件

付託委員会

議案番号
種別

案

（ ◎○賛成討論者
賛成 ●反対

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

（ ◎○賛成討論者
賛成 ●反対

審 議 結 果

平成２８年第１回臨時会議決結果等一覧表

原案
可決

重寅

○ ○ 原案

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○

●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

審 議 結 果

尾形

◎○
○
議長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

幸喜

偉一

○ ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○
○

岡部

幸召

好昭

鷹取

英明

友栄

山口

公文

尾形

田中

杉本

杉本

修

秀夫

長田喜巳夫

川島

信行

●

小俣

平成28年度上野原市介護保険特別会計予算

○ ○

村上

30

洋昭

平成28年度上野原市後期高齢者医療特別会計予算

●

成美

29

○

●

東山

平成28年度上野原市国民健康保険特別会計予算

○

好博

28

予算
特別
予算
特別
予算
特別
予算
特別

久嶋

平成28年度上野原市一般会計予算

川田

27

遠藤美智子

名

付託委員会

議案番号

件

）

反対討論者

◆賛否のあった議案
案

）

可決

◆全会一致の議案
番号

3

付
託

件

名

上野原市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例制定

4

総務
産業

6

文教
厚生

5

案

上野原市旅費等の特例に関する条例制定
上野原市法務専門職員の任用等に関する条例制定
上野原市手話言語条例制定

結 番号 付
果
託

平成28年度上野原市簡易水道事業特別会計予算

35

平成28年度上野原市大目財産区特別会計予算
平成28年度上野原市巌財産区特別会計予算

平成28年度上野原市教育奨励資金特別会計予算

36

平成28年度上野原市甲東財産区特別会計予算

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定

8

上野原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例制定

39

9

上野原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例制定

10

公益的法人等への上野原市職員の派遣等に関する条例等の一部
11 ―
を改正する条例制定
上野原市税条例及び上野原市風致地区条例の一部を改正する条
例制定

12
13

総務
産業

文教
厚生

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護
予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例制定
上野原市重度心身障害者医療費助成条例等の一部を改正する条
例制定

16
17

総務
産業

18
19
20

上野原市火災予防条例の一部を改正する条例制定

平成28年度上野原市上野原財産区特別会計予算
平成28年度上野原市檜尾根外十二恩賜林保護財産区特別会計予算

41

平成28年度上野原市小金沢土室山恩賜県有財産保護組合西原
分収益事業特別会計予算

42

平成28年度上野原市秋山財産区特別会計予算

44

平成28年度上野原市病院事業会計予算

43

平成28年度上野原市西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区特別会計予算

45

上野原市和見辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財
政上の計画の策定

46

上野原市小伏辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財

48

上野原市猪丸辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財
政上の計画の策定

49

上野原市寺下辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財
政上の計画の策定

50

上野原市藤尾辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財
政上の計画の変更

52

平成27年度上野原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨
県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議

53

山梨県東部広域連合規約の変更

23

平成27年度上野原市簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）

24

平成27年度上野原市大目財産区特別会計補正予算（第1号）

25

平成27年度上野原市秋山財産区特別会計補正予算（第2号）

26

平成27年度上野原市病院事業会計補正予算（第2号）
予算
特別

総務
産業

平成27年度上野原市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

22 ― 平成27年度上野原市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

3

40

平成28年度上野原市島田財産区特別会計予算

51

平成27年度上野原市介護保険特別会計補正予算（第3号）

32

予算
特別

平成27年度上野原市一般会計補正予算（第4号）

21

31

38

結
果

原
案
可
決

政上の計画の策定
原
上野原市税条例の一部を改正する条例制定
案
上野原市西原辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財
上野原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 可 47
政上の計画の策定
―
関する基準を定める条例及び上野原市指定地域密着型介護予防 決

14
15

上野原市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
制定

名

34

7

上野原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正す
る条例制定

件

33

37

総務
産業

案

平成28年度上野原市介護サービス事業特別会計予算
平成28年度上野原市公共下水道事業特別会計予算
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54
55

上野原市道路線の認定

上野原市教育委員会教育長の任命の同意
人権擁護委員候補者の推薦

56 ― 人権擁護委員候補者の推薦
57
人権擁護委員候補者の推薦
58

同意

適任

上野原市財産区管理会委員の選任の同意

59

上野原市檜尾根外十二恩賜林保護財産区管理会委員の選任の
同意

同意

発議
1

上野原市議会議員の旅費の特例に関する条例制定

原案
可決

事

平成二十八年第一回定例会は、三月三日から二十四日までの二十二日間の会期で開催され

ま し た。 市 長 か ら 提 出 さ れ た 二 十 八 年 度 一 般 会 計・ 特 別 会 計・ 病 院 事 業 会 計 予 算 を は じ め、

条例の制定・改正や二十七年度補正予算など五十七件及び議員提出議案一件を審議しました。

市長提出議案のうち、上野原市一般会計予算を含む四議案については異議があり、その賛

後任として引き続き同三

甲東財産区

上條 明氏

奈良正洋氏

井上正路氏 中島初男氏

否について審議した結果、賛成多数で原案のとおり可決。その他の議案については、全会一
致で原案のとおり可決されました。

名を人権擁護委員候補者

和智 茂氏 安藤 皓氏

員の任期が満了するため、 網野大文氏 岡部重親氏

として任命するもの。

富田正夫氏 白倉忠雄氏

同意 （以下、順不同）

一六〇、十二月期末手当

▼上野原市檜尾根外十
二恩賜林保護財産区管
理会委員の選任の同意
巌財産区

中村哲雄氏 久島 憲氏

を百分の一八〇に減額し

尾形葊行氏 和智忠夫氏

久島一雄氏 上條 聰氏

大庭正葊氏 阿部喜一氏

て支給するもの。

適任

岡本房雄氏 木口喜郎氏

織田寿文氏 小俣英雄氏

もって和田正樹委員（教

大神田勲氏 尾形 尚氏

溝呂木森雄氏

稔 氏

加藤 昭夫 氏
新田地区
佐藤
秋山地区
原田 廣明 氏

島田財産区
佐藤 肇氏 宮田憲次氏

条例改正

小俣巳都留氏

上野原地区

ため、新たに同氏を教育
委員会教育長に任命する
もの。
同意
大月市鳥沢
和田 正樹 氏

法務専門職員を任用す

網野清治氏 上條嘉道氏
平本 貢氏

▼上 野 原 市 長、副 市 長
及び教 育 長の給 与の特
例に関する条例制定

ることに伴い、報酬の額

▼上野原市財産区管理
会委員の選任の同意
同意 （以下、順不同）

上野原財産区

市長、副市長、教育長

小俣元男氏 長谷川隆氏
大目財産区

佐藤通則氏 能城和雄氏

の六月期末手当を百分の

▼上 野 原 市 特 別 職の職
員で非 常 勤のものの報
酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正す
る条例制定
中村主税氏 水越詔一氏

東山圭一氏 古菅金吾氏

二十八年六月三十日を
もって加藤昭夫委員及び

安藤重正氏 米山英葊氏

を追加するもの。
佐藤稔委員、原田廣明委

▼人権擁護委員候補者
の推薦

川口盛雄氏

育長）の任期が満了する

二十八年三月三十日を

▼上野原市教育委員会
教育長の任命の同意

人

第1回
定例会

例制定を可決

4
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上野原市手話言語条
正

予

算

平 成二十 七 年 度
補
主な歳出

低

総務費
千四百二十六

給付事業費 八

ふるさ

田中 英明

鷹取 偉一

川田 好博

東山 洋昭

川島 秀夫

長田 喜巳夫

十九万六千円。

民生費
所得者の高齢
者向け年金生
活者等支援臨

業特別土地保留地買取一
万二千円。 保

時福祉給付金

億五千万円。地方創生加
育料管理システム改修委

駅周辺整備事

速化交付金事業三千六百

農林水産業費

杉本 公文

教育費

私立幼稚園就

発

議

▼上 野 原 市 議 会 議 員の
旅 費の特 例に関 する条
例制定

二十九年三月三十一日

東山洋昭議員

賛成者 小俣 修議員

提出者 岡部幸喜議員

給しないと定めるもの。

場合の旅費（日当）は支

が公務のために旅行した

に、議長、副議長、議員

常任委員会

久嶋 成美

託二百七十六万五千円。

川島 秀夫

議会だより編集
常任委員会

と長寿館維持費（ポスレ

川田 好博

東山 洋昭

五十万円。生活バス路線
維持費補助金二千八百九

遠藤 美智子

文 教 厚 生
常任委員会

ジ機器一式購入費）二百
十万六千円。
県営中山間地域総合整備
事業負担金（二十七年度
事業費確定のための減
地域住民生活

額）△六百万円。

商工費

等緊急支援事業〔地方先
行型〕観光振興事業（新
田地区環境整備皆伐等作
急傾斜地崩落

業委託料）三百三十万円。

土木費

対策事業二百三十一万七

尾形 幸召

園奨励費（第三子以降補

千円。除雪作業委託料二

杉本 友栄

二十八年四月一日から

千百五十万円。

長田 喜巳夫

遠藤 美智子

山口 好昭

修

小俣

総 務 産 業
常任委員会

岡部 幸喜

村上 信行

尾形 重寅

久嶋 成美

尾形 重寅

尾形 幸召

岡部 幸喜

杉本 友栄

議会運営委員会

山口 好昭

副委員長

田中 英明

委員長

委員

委員会名
助金増額のため）八十六
万二千円。
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5

議会運営委員会委員・常任委員会委員の構成

4,456万4千円増

75万8千円を可決
市税内訳
市民税
14億3,060万6千円
固定資産税 14億5,234万1千円
軽自動車税
6,135万9千円
市たばこ税
1億5,977万8千円
特別土地保有税
1千円
入湯税
1,319万4千円

その他依存財源
7億8,097万6千円
（5.8%）
国・県の支出金
22億8,687万円
（17.0%）

自

歳入総額

依

市債
25億1,360万円
（18.7%）

市税
31億1,727万9千円
（23.2%）

主

財

源

（33.5%）

諸収入
2億2,621万円
（1.7%）

134億3,675万8千円
存

財

その他自主財源
11億5,128万4千円
（8.6%）

源（66.5%）

その他自主財源内訳
分担金及び負担金 1億2,539万4千円
使用料及び手数料 1億1,775万4千円
財産収入
3,548万7千円
寄附金
600万1千円
繰入金
8億1,664万8千円
繰越金
5,000万円

地方交付税
33億6,053万9千円
（25.0%）

災害復旧費・諸支出金・予備費
5,734万3千円
（0.5%）

議会費
1億3,672万4千円
（1.0%）

公債費
15億2,425万3千円
（11.3%）

教育費
8億9,404万3千円
（6.7%）
消防費
6億9,485万2千円
（5.2%）

総務費
24億1,708万9千円
（18.0%）

歳出総額

134億3,675万8千円
土木費
20億8,723万7千円
（15.5%）

民生費
39億449万4千円
（29.0%）

衛生費
13億5,114万円
（10.1%）
労働・農林・商工費
3億6,958万3千円
（2.7%）
（予算の概要より）
上野原市議会だより No.45
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平成28年度
一般会計当初予算

対前年比 18億

134億3,6

予算特別委員会の審議状況
3月16日から18日の3日間にわたり予算特別委員会が行われ、本定例会において付託された平成28
年度上野原市一般会計予算・各特別会計予算及び病院事業会計予算について審査しました。
上野原市一般会計予算、上野原市国民健康保険特別会計予算、上野原市後期高齢者医療特別会計
予算、上野原市介護保険特別会計予算については、異議がありましたので、起立採決を行いまし
た。
その結果、賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定しました。

主な事業・業務等の概要
事業・業務
市長選挙費
参議院選挙費
秋山支所施設管理費
移住促進・対策事業

内 容 等
市長選挙に係る経費
参議院選挙に係る経費
秋山支所耐震補強事業
移住・定住の推進に係る経費
強靭化対策経費
電算管理費
（職員情報系サーバ・パソコン・プリンタ）
生活困窮者自立支援事業
子どもの学習支援事業委託料
不妊症・不育症治療助成事業
新 妊婦・乳幼児健康診査事業費
規 農業用施設維持費
農道東海戸線水路改修工事
事 農村災害対策整備事業（県営） 上野原用水路トンネル
（山風呂地区）
の整備経費
業
社会資本整備総合交付金事業
奥平道上鈴ヶ沢線歩道整備事業等に要する経費
（道路維持費）
社会資本整備総合交付金事業
桑久保和見線道路改良事業
（道路改良事業）
住宅管理費
諏訪団地他戸建住宅解体工事
議会費
議場音響映像システム改修
スクールバス等購入事業
秋山小・中学校の生徒送迎用スクールバス購入費
救助工作車購入費
救助工作車購入費
総務防災諸費
防災行政無線デジタル化整備事業
青少年対策費
防犯灯の維持管理に係る経費
塵芥処理費
ごみ焼却施設運営及び維持管理業務等
障害福祉サービス扶助費
自立支援給付費
障害者補装具交付・相談支援等
既
存（仮称）総合福祉センター事業費 センター整備費（工事費・委託料等）
事 林道腰掛線事業費
林道腰掛線局部改良事業費
業 橋りょう改良事業費
白山橋架設事業等
中央自動車道スマートＩＣ関連
道路改良工事、負担金等
事業費
住宅対策費
木造住宅耐震診断、住宅リフォーム補助金等
上野原駅周辺整備事業費
昇降施設棟他整備工事等
7
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予 算 額
2,183 万 7 千円
1,686 万 6 千円
1,691 万 2 千円
1,961 万 6 千円
3,993 万 6 千円
190 万円
200 万円
500 万円
1,600 万円
2,000 万円
4,800 万円
920 万円
328 万 3 千円
776 万 6 千円
1 億 2,021 万 8 千円
11 億 881 万 5 千円
1,788 万 3 千円
3 億 3,206 万 2 千円
3 億 6,238 万 9 千円
8 億 7,128 万 3 千円
1,039 万 1 千円
6,500 万円
2 億 6,717 万 2 千円
5,548 万 5 千円
6 億 9,613 万 5 千円

総務産業
常任委員会

閉会中の活動
地方創生の先進地
静岡県浜松市を視察
二月八日、二十七年第
四回定例会で議決された
閉会中の継続調査とし
て、地方創生について先
進的に取り組まれてい

地域のにぎわい創出の取

した魅力づくりで中山間

一日に天竜川、浜名湖地
り組みに力を入れている

会期中の審査
三月七日、委員会を開
催し、付託された案件の
審査を行いました。

生率を２０２５年までに

方針を決め、合計特殊出

の魅力を創出」の三つの

もが引き寄せられる都市

かなえる環境整備・だれ

盤の安定・希望出生数を

者、子育て世代の生活基

の問題を捉え、中山間の

市全体として中山間地域

地域の方と行き来をして

が、交流によって中山間

いう質問がありました

域もあるのではないかと

かけに人口減少が進む地

委員から、合併をきっ

する必要な事項を、条例

支給や勤務時間などに関

ることに伴い、報酬等の

法務専門職員を任用す

▼上 野 原 市 法 務 専 門
職員の任用等に関する
条例制定

にし、地方創生の取り組

期を、五月十七日から五

固定資産税の第一期の納

対象火気省令の改正に

▼上 野 原 市 火 災 予 防
条例の一部を改正す
る条例制定

ク仲山線として認定する

二番までを、テクノパー

大字八ツ沢字中山一五一

例の一部を改正するもの。 ▼ 上 野 原 市 道 路 線 の
認定

伴い、当該設備及び器具

もので、これについては

併せて現地調査を行いま

上坊沢二四七三番七から

上野原市大字八ツ沢字

に係る離隔距離（可燃物

等との間に設けるべき火

した。

に つ い て は、採 決 の 結

付託された十二議案

災予防上安全な距離）に

関する規定を整備するた

め、条例の一部を改正す
るもの。

果、全 会 一 致 で 原 案 ど

おり可決すべきものと

決定しました。
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浜松市は、十七年七月
域十二市町村が合併し、
とのことでした。
中山間地域の振興につ

人口八十万人を超え、十
九年四月には政令指定都
いては、合併し使わなく

付託された案件は、条

市に移行しました。
なった教職員住宅を地域

を改正する条例制定七

浜松市の総合戦略は、
無償で貸し付け活用する

件、市道路線の認定一件

例制定四件、条例の一部

今年度の四月からスター
田舎暮らしお試し住宅事

の、合計十二件でした。

の田舎暮らし推進団体に

トした新たな三十年間の
業を実施していました。

昨年の十一月に完成し、

総合計画をベースで考え

一・八四、２０３５年ま

人たちも自分の地域の魅

制定するもの。

ているということで、「若

でに二・〇七になるよう

力を再認識し、都市部の

主な議案

に取り組むとのことでし

することによって地域を

人を呼び込むように努力

また、人口減少を食い

活性化させていきたいと

固定資産税納税者の納

▼上 野 原 市 税 条 例 の
一 部 を 改 正 する条 例
制定

た。
止めるために、産業力の

のことでした。
当局に対し、今回の視

強化をベースに、基本目
標の三分の一以上は産業
都市部と中山間地域が共

みを推進するよう要望し

月一日に改めるなど、条

税環境の改善を図るため、
存共栄していくことを課

ました。

に特化しているとともに、 察調査の結果を十分参考

題に、地域の特性を活か

現地調査の様子

る、静岡県浜松市の視察
を行いました。

浜松市役所

文教厚生
常任委員会

閉会中の活動
地域密着型
介護サービスの
状況を調査
一月二十一日、二十七
年第四回定例会で議決さ
れた閉会中の継続調査と
して、地域密着型介護サ

にんじんホーム上野原
国分寺市の本部を中心
に、法人全体では多摩地
区と上野原市に七拠点あ
り、姉妹法人「ケアセン
ターやわらぎ」とも連携
を取りながら、事業を行
っていました。

会期中の審査
三月九日、委員会を開
催し、付託された案件の
審査を行いました。
付託された案件は、条
例制定一件、条例の一部
を改正する条例制定二件
でした。

び子ども医療費助成に関

れ改正するもの。県の方

して現在建設が進められ

質疑の後、所管事項と

ました。

式にならい医療費助成方

ている（仮称）新上野原

する条例の一部をそれぞ

式を重度医療費が最上位

の障害児について窓口無

重度医療費の十五歳以下

進捗状況の調査を行いま

ら施設の概要説明を受け、

き、主管課及び施工者か

となるようにするもので、 保育所の建設現場に出向

料化を継承するもの。

り、二か月に一回開催す

ボランティア約二十人お

七人、ヘルパー十五人、

パート五名、送迎三名の

業 所 で し た 。 職員三名、

員十名のデイサービス事

とで、民家を改築した定

▼上 野 原 市 手 話 言 語
条例制定

ほしいとの意見が出され

聞いて策定し取り組んで

いては、当事者の意見を

いる施策の推進方針につ

委員から、条例で掲げて

しました。

可決すべきものと決定

全会一致で原案どおり

ついては、採決の結果、

付託された三議案に

した。

る運営推進会議には民生

十一名で運営しており、

手話が言語であるとの

スタッフは、職員四十

委員、区長が参加し、地

施設内は家庭的な雰囲気

認識に基づき、手話の理

手話言語条例について

域と連携を取りながら事

で利用者も楽しく過ごさ

主な議案

業を進め、家族の悩みを

解並びに普及及び地域に

れていました。

おり、その方とどう関わ

とで、かなり重度の方も

る個別に関わっていくこ

ものの、本来の役割であ

りとした時間が過ごせる

配置も厚く職員とゆっく

グループホームは人員

検討の余地があるのでは

す。その運営や職員の労

を行っていると思われま

ぞれが特色を持った運営

施設がありますが、それ

市内には、いくつかの

重度心身障害児の医療

で、介護報酬については、 る条例制定

働状況が厳しいという中

費助成方法の変更に伴い、

要な事項を定めるもの。

い環境の構築に関し、必

おいて手話を利用しやす

っていくかが一番大きな

ないかという声や、介護
改善点を探る必要性があ

成条例、ひとり親家庭医

現場への理解をより深め、 重度心身障害者医療費助

▼上 野 原 市 重 度 心 身
障害者医療費助成条
例等の一部を改正す

課題とのことでした。

けていました。

聞く場として家族会を設

デイサービスあお葉

るとの意見がありました。 療費助成に関する条例及
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デイサービスあお葉
小規模事業所というこ

審査の様子

ービスの状況についての
調査を行いました。

にんじんホーム上野原

１ １８歳選挙権拡大について

◆東山洋昭
２ 職員人事問題について

１ 保育職員について
３ （仮称）
新上野原保育所・総合福祉センターへ

２ ２８年度当初予算における地域ＬＥＤ防犯灯補助

◆川田好博
１ 地方交付税について

１ 「地域総合戦略」
について
２ 民間宿泊について

２ 子どもの貧困対策について

３ １月１８日降雪時等の災害時・緊急時各課間の情
４ マイナンバー制度について

報収集、
市民への情報伝達について
５ 四方津駅バリアフリー化計画について

議員
（14ｐ）
１ 人々が集う魅力あるまちづく
りについて

◆小俣
２ まち・ひと・しごと創生総合戦略推進について

１ 新田字狐原畑地への雨水流入対策について

修

議員
（15ｐ）

２ 子どもの貧困対策について

※一般質問の順番は抽選により決定しています。

２ 新上野原保育所について

２ 光ケーブル事業について

◆遠藤美智子

３ 防災減災対策について

１ 女性の視点を生かした防災対策の実施を
１ 普通財産売払事務取扱要綱について

１ 選挙について

議員
（12ｐ）
◆杉本公文

議員
（11ｐ）

議員
（14ｐ）
◆久嶋成美
４ 実践型地域雇用創造事業について

５ 人口減少問題について
３ 市の教育行政について

４ 上野原駅南口周辺整備事業について
２ 市の医療のあり方について

３ 神奈川県企業庁との土地交換構想について
１ 平成２８年度予算について

２ 桂川橋上流域への周遊道路整備構想について

◆村上信行 議員
（12ｐ）

４ ジェネリック医薬品の市民への普及啓発について

議員
（11ｐ）
◆山口好昭

制度及び市管理の街路灯補助事業について
のアクセス道路について

議員
（13ｐ）

人の議員が一般質問を行いました。

◆尾形幸召 議員
（10ｐ）
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３ 障害者支援について

◆川島秀夫

議員
（13ｐ）

市政を問う
一般質問

地方交付税について
質問 過去五年間の年度
別歳入の状況は。
答弁企画課長 二十三年
度三十三億八千四百三十
五万、二十四年度三十三
億四千五百五十万、二十
五年度三十三億五千八百
九十五万、二十六年度三
十三億六千六百八十五
万、二十七年度三十四億
千五百八万円です。
質問 将来十年先の年度
別見込み歳入は。
答弁企画課長 今後五年
間は二十七年度の国勢調
査人口の算定と合併算定
替えの段階的縮減も含め、
二十八年度と同様の状況
が続くものと考えます。
その後は次の国勢調査の
状況や時勢も異なるので
一概には見込めません。
質問 人口百人が減少し
た場合の交付税額は。
答弁企画課長 人口減少
による地方交付税の減少
見込み額は、二十八年度
の試算額と二十七年度の
実績額を参考に算定しま

議員

すと一人当たりの影響額
は九万円程の算出です。
質問 交付税減少見込み
にあっての上野原市の将
来展望は。
答弁企画課長 上野原駅
周辺整備事業、中央自動
車道スマートインター関
連事業、（仮称）総合福
祉センター事業、移住促
進対策事業、地域雇用創
造事業など、地方創生を
推進し、人口減少に歯止
めをかけようと各施策を
展開、地域振興策を着実
に図ります。
民間民泊について
質問 上野原市として制
度の策定は考えられるか。
答弁経済課長 営利目的
である民宿は、民泊で使
われる民家とは違い旅館
業法の規制を受けます
が、宿泊料を受け取る営
業が常態化しておらず旅
館業法の規制を受けませ
ん。民宿と民泊は営業行
為であるかどうかが線引
きです。制度の策定は法
整備が整った段階で策定

尾形幸召

を検討します。
要望 地方交付税主要算
出基準値の見直しを国に
要望すべきです。人口減
少化に歯止めがかからな
い地方こそ、国勢調査人
口で交付税の体制金額が
決定される現在の交付税
配分の有り方、かつ、五
年毎に人口減小により減
額される交付税では安定
した地方自治の行政が推
進されません。
また、多くの人々の定
住移住には地域での新産
業の発掘や企業誘致を積
極的に促進しなければな
りません。
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十八歳選挙権について
質問 新規対象者数と有
権者意識について。
答弁 総 務 部 長 三 月 現
在、有権者二万九百四十
八人、十八歳が約二百五
十人、十九歳が約二百七
十人です。この夏の参議
院選挙には、約五百人が
有権者として加わる予定
です。選挙管理上、投票
率を上げる有権者意識の
高揚を図らねばならない
と考えています。二月に
上野原高校で出前講座を
実施、将来的には、小中
学校にも同様な啓発活動
も必要と考えています。
答弁学校教育課長 小中
学校では、これまでも社
会科公民分野の授業で政
治の仕組みや選挙制度に
ついて学習してきまし
た。二月の「市長さんと
語る会」では、小中学校
の生徒たちと市の課題や
要望や質問を行い、理解
を深めています。
職員人事問題について
質問 人 材 育 成 、 ロ ー

一般質問

議員

その他質問

す。
財源についての質問が
ありましたが、具体的協
議の中で財源も含め県と
も相談しながら、整備方
針を検討していきます。
要望 四方津駅のバリア
フリー化は、駅利用の皆
様の悲願であります。ま
たコモアの住民にとって
は、ブリッジから駅への
連携したバリアフリー化
を一日も早く実現してい
ただきたい思いで一杯で
す。駅周辺のバリアフ
リー化は、地域住民の
皆様やコモア住民にとっ
て、人口減少歯止めにも
大きく寄与いたします。

◆（仮称）新上野原保
育所・総合福祉セン
ターへのアクセス道
路について
◆マイナンバー制度
について

テーションとスペシャリ
スト育成について。
答弁総務部長 定期的な
研修によるものと、職務
や執務経験（ＯＪＴ）に
より、人材育成を進めて
います。ジョブ・ロー
テーションにより幅広く
職務を習熟し、スペシャ
リストを養成の後、管理
職登用を行っていきま
す。人口減少化時代、行
政サービス・ニーズは増
加する一方ですが、サー
ビスの低下は許されませ
ん。対応できる人材育成
に努めていきます。
四方津駅バリアフリー化
計画について
質問 ＪＲとの基本調査
進行状況と今後について。
答弁都市計画課長 基本
調査結果については、今
月中に出来上がる予定で
す。ＪＲ八王子支社の基
本調査と並行して発注し
ている、四方津駅バリア
フリー整備検討業務を、
来年度中に完成させ具体
的検討協議に入る予定で

人々が集う魅力あるまち
づくりについて
質問 当市におけるリノ
ベーション事業の概要
は。
答弁企画課長 この事業
は国交省が所管する社会
資本交付金事業で都市再
生整備に位置づけられた
拡充事業等で人口減少、
超高齢者社会、地場産業
の停滞等による地域の活
力低下、空洞化都市機能
の維持に対応するための
都市の再構築するもの
で地域に必要な医療、福
祉、子育て支援、教育文
化、商業等の維持を支援
し中心市街地の形成を進
めることによる地域活性
化を目的とします。当市
の拠点区域を国道二十号
から北側の本町地区八・
七三ヘクタールに設定し
施設としては新上野原保
育所と仮称総合福祉セン
ターを国交省から事業採
択されました。
質問 新上野原保育所の
規模、保育体制、内容は。

山口好昭

議員

その他質問

◆まち・ひと・しごと創
生総合戦略推進に
ついて

答弁福祉保健部長 保育
所適正化審議会の答申を
受け統合する各保育所の
園児を受け入れられる二
百名規模とし、現在建設
を行っており認定子ども
園として運営を行い併設
して子育て支援センター
を開設します。保育内容
は通常保育はもとより延
長保育、一時保育、病後
児保育を行うと共にニ―
ズを把握しながら病児保
育、夜間保育も視野に対
応したいと考えます。
質問 保護者の新保育所
に対する想い期待感は。
答弁福祉保健部長 新保
育所は各保育所の保育士
が日頃の業務を参考に子
供達に良好な保育及び保
育環境を提供出来るよう
に協議し建設に至り保育
所保護者連合会からも保
育基盤の整備、保育環境
の充実を期待されます。
質問 以前子供達の送迎
の事が議論された課題は。
答弁福祉保健部長 新保
育所に伴う送迎は保護者

の送迎になりますが雨天
時送迎の保護者の駐車ス
ペース等を想定し保育所
の敷地内道路及び保育所
内駐車場等を配慮した設
計となっています。
質問 仮称総合福祉セン
ターの建設概要は。
答弁福祉保健部長 健康
老人福祉センター機能だ
けでなく健康、福祉、介
護、子育て等を総合的に
支援出来る体制としこれ
ら機能をワンストップで
市民にサービスでき子供
から高齢者や障害のある
人たちが集い憩える機能
を備えた保健施設の拠点
となる施設整備とします。
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川島秀夫

二十八年度予算について
質問 市の将来の展望や
財政との関連をどのよう
に考えているか。
答弁企画課長 前年度比
一五・九％増の百三十四
億三千六百万円と過去最
大となっています。市債
は九億三千五百万円増加
し、繰入金も七億三千六
百万円増加しています。
また、合併特例債や緊急
防災減災事業債は有利な
財源であるが、借入額が
大きいため市の負担は少
なくないことも事実です。
質問 基金を取り崩した
中の安藤智恵子氏の遺産
一億数百万円については
当初の経緯と非常に違っ
ているが。
答弁市長 二十五年に一
億二百九十六万六千円を
福祉的なものに使って欲
しいと受け取りましたの
で総合福祉センター建設
に予算化したものです。
意見 当初一般財源とせ
ず、八重山と同様、安藤
さんの顕彰に繋がり、子

一般質問

議員

その他質問

れる中、県の計画に基づ
き日曜日は開業医による
当番制、休日夜間は富士
東部医療圏において市立
病院が輪番制度で救急業
務を行っています。また
開業医と市立病院の協力
体制を強化しています。
要望 市の評価と市民が
感じているところは、ず
れています。在宅医療、
終末期医療、介護等、住
民の立場に立った医療行
政をしてほしい。特に市
長は県や近隣の市等との
連携への対応をしっかり
するよう要請します。

◆市の教育行政につ
いて
◆実践型地域雇用創
造事業について

供達の教育に繋がる計画
にするとのことであっ
た。使い方については関
係者に相談するとのこと
であったがそれもなかっ
た。また、感謝の気持ち
を先に行動に表して欲し
かった。
市の財政は大変厳しい
状況にある。今後の歳入
の裏付けに確実に担保さ
れたものもなく、さらに
歳出の事務事業見直しが
曖昧な中、債務の増加や
基金を説明なしに取り崩
すなどは次世代に付けを
回すことになり、市民は
納得しない。情報公開を
する中、抜本的な道筋を
示すことが行政責任であ
る。市民と共に地方創生
ビジョンに向かって協働
していくための価値観転
換の時だと考えます。
市の医療のあり方につい
て
質問 現状をどのように
捉えているか。
答弁長寿健康課長 一次、
二次、三次医療と区分さ

村上信行

光ケープル事業について
て
質問 市長は一昨年の十
二月に、UBCに大型資
本の参入を条件として、
年間三千万円を支払う約
束をしましたが、これに
ついては、UBCと市の
IRU契約で「市は告知
端末の費用は負担しな
い。行政放送は無料」と
する現行の基本契約があ
り、支出されれば現行の
契約を無視した不当な支
出負担行為であり、市民
への背信行為であると思
います。支出条件である
大型資本参加の有無の状
況は。
答弁副市長 UBCと今
まで協議を進めていると
ころですが、なかなか話
がつかないと言うのが実
際のところです。
質問 UBCは昨年十二
月に、市内の上野原地
区及びコモア地区に限
り、NTTの光を利用し
たネットサービスを開始
する、と発表しているが、

議員

その他質問

うにするのが市の責務、
個別受信でいった場合は
さらに余分な経費がかか
る可能性もあります。
要望 市の光ケーブルを
個人宅に引くのに約十五
万円程が必要でした。全
戸への個別受信機の整備
が無理ならせめて、市の
負担を減らすため、この
事業に反対し告知端末を
まだ整備していない約八
百戸に対して、総務省の
助成がある今こそ、市が
停電時でも使える個別受
信機を設置すべきでは。

◆普通財産売払事務
取扱要項について
◆防災、減災対策につ
いて

他の地域ではUBCに限
定されNTTの光を選択
できない状況が生じた。
情報格差を解消する為に
も市長はNTTに、市内
全域に光ケーブルを引く
よう要請すべきでは。
答弁市長 NTTの管轄
が変わり要望に行けば上
野原にもNTTは全部引
いてくれるのではないか
と思っております。四月
早々NTTの方に市内全
域に光ケーブルを引いて
いただくよう、要望に行
く予定でおります。
質問 防災放送について
はアナログからデジタル
無線化に整備を計画して
いますが告知端末だけで
はなく、市長の公約でも
あったラジオタイプのデ
ジタル個別受信機を整備
すべきでは。
答弁市長 防災無線のデ
ジタル化には約十一億円
かかりますが、国からの
補助が七割あります。
電気が流れた時は告知
端末など自宅で聞けるよ

杉本公文
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地域総合戦略について
質問 現 在 住んでいる市
民が今 後 も 住み続けたい
ことを基本にすべきでは。
答弁企画課長 その通り
だと考えていますが、地
域の特性を生かしたまち
づくりが必要と考えてい
ます。
質問 現在の雇用を守る
観点が必要ではないか。
答弁企画課長 現在の雇
用を守ることも必要です
が、新しい雇用の場を作
ることも必要です。
質問 林産物の需要喚起
が必要ではないか。
答弁経済課長 公共施設
で地元の林産材の活用を
図ってきました。
要望 民間でも活用した
り、付加価値を高める事
業も進めてほしい。
質問 農業振興は農業者
の意欲が向上する取り組
みが必要と思うが。
答弁経済課長 地元の農
業者、事業者と連携を図
り進めていきたいと考え
ています。

一般質問

議員

質問 保育所の空き定員
など丁寧な情報発信が必
要では。
答弁福祉保健部長 関係
部署と協議して進めてい
きます。
質問 四方津駅バリアフ
リー化の国庫補助が難し
くなったというのは。
答弁都市計画課長 都市
計画法の用途地域指定が
必要になったからです。
質問 他の交付金メニュ
ーではそのように書かれ
ていないと思うが。
答弁都市計画課長 再度
内容を確認して検討して
いきたいと思います。
子どもの貧困対策
質問 市の就学援助率は。
答弁 学 校 教 育 課 長 約
八・二％です。
要望 全国は一五・四％、
県は一〇・一％。高める
ための工夫をしてほしい。
障害者支援について
質問 障害者の雇用率は。
答弁福祉保健部長 市内
一般企業（五十人以上）
では、一・三七％です。

要望 一般企業の法定雇
用率は二％だ。雇用促進
に努めてほしい。
質問 市内の障害者事業
所への支援を強める必要
があると思うが。
答弁福祉保健部長 事業
所と協議しながら努力し
ていきたいです。
質問 障害者のグループ
ホームの充実が必要と思
うが。
答弁福祉保健部長 障害
者福祉計画に基づき対策
を講じているが、今後も
自立支援協議会等を通じ
て内容を高めていきたい
です。

保育職員について
質問 現状の職員構成は。
答弁福祉保健部長 現在
計六ヶ所において保育業
務を行っています。全保
育所の職員数は正規職員
が二十一名で、嘱託職員
は三十六名です。正規職
員の割合は三十七％と
なっています。保育所の
二十六年度総事業費は約
三億一千八百万円。うち
人件費が八十三・六％を
占めています。
質問 今後の正規職員の
採用等について。
答弁福祉保健部長 各保
育所における保育ニーズ
の多様化にも対応するた
め、職員構成や職員採用
及び処遇改善等に努める
とともに、不足する保育
士確保、また他市町村へ
の転職の歯止めをかける
ため、関係部署と連携を
図りながら対応していき
ます。
答弁市長 現在の財政状
況からは非常に難しいと
思いますが、正規職員の

東山洋昭

議員

その他質問

適正配置や市を取り巻く
社会情勢等の変化等を踏
まえ、市立保育所適正化
審議会へ二度諮問し、二
十年三月と二十三年三月
に答申をいただきました。
これを受けて、市ではこ
れまで保育所運営及び統
合準備を進めてきたとこ
ろです。今後の新上野原
保育所を始め、市内の各
保育所運営については、
これまでどおりの形態で、
保育運営に努めていきた
いと考えております。

◆28年度当初予算に
おける地域ＬＥＤ
防犯灯補助制度及
び市管理の街路灯
補助事業について
◆1月18日降雪時等
の 災 害 時・緊 急 時
各課間の情報収
集 、市 民 へ の 情 報
伝達について
◆ジェネリック医薬品
の市民への普及啓
発について

比率を上げるよう努力し
ていきます。
質問 保育士の待遇改善
が急務だと考えます。市
では第三子の保育料無料
化等、子育て世代には
益々充実した支援となり
つつあります。しかしこ
れも保育職員が充実して
からこそです。今後の市
立保育所の経営・運営に
ついては、昨年度の決算
報告を見ても、色々な考
え方を持つことも選択肢
として必要だと考えてい
ます。特に子育て世代が
不安を抱くようなこと、
また勤務されている職員
が安心して働けるように
十分に考慮していかなけ
ればならない。これは非
常に重要なポイントで
す。市は今後の運営・経
営について考えがあれば
伺いたい。
答弁 福祉保健部長 経 営
・運営方法につきまして
は市の子育て支援施設の
あり方、また効率・効果
的な保育所の適正規模、
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川田好博

神奈川県企業庁との土地
交換構想について
質問 土地交換について
庁内で会議を開くとか、
何か動きはありましたか。
答弁企画課長 当該地区
は、上野原市の緑の基本
計画により公園緑地や公
共施設、緑地とのネット
ワークの充実を図ると共
に、緑化の重点区域に指
定しています。また、旧
中野区用地、上野原用地
の仮置場については、緑
の拠点とした位置づけに
もなっています。現段階
では、中野区から購入し
た仮置場については、今
後重要な位置づけととら
えて、有効な利活用も考
えられることから、当該
土地を含めた市全体の土
地利用を検討する必要が
あると思っています。
上野原駅南口周辺整備事
業の中の市直轄事業につ
いて
質問 事業予定地内の土
地取得はどのような状況
になっているのか。

一般質問

修

議員

その他質問

調整していきたいと考え
ています。
質問 昇降施設以外の事
業概要と着工時期、完成
後の供用開始予定は。
答弁都市計画課長 市が
施行する事業は、主に上
野原駅南口の昇降施設棟
及び連絡通路、駐輪場、
多目的トイレ、地域活性
化施設、土地区画整理区
域内の区画道路整備等と
なっています。着工時期
は、二十八年度から順次
着工し、三十年三月の完
成を目標としています。

◆新田字狐原畑地へ
の雨水流入対策に
ついて
◆桂川橋上流域への
周遊道路整備構想
について
◆人口減少問題につ
いて

答弁都市計画課長 昇降
施設棟建設予定地、駅前
広場及びアクセス道路に
必要な用地は既に取得済
みとなっています。
質問 昇降施設の工事期
間と供用開始予定日は。
答弁都市計画課長 工事
期間は二十八年二月五日
から二十九年七月三十一
日までとなっています。
供用開始時期は、駅前広
場等全体の供用開始に先
行し、工事完了後できる
だけ早い時期に二階から
の一部供用開始ができれ
ばと考えています。
質問 地域活性化の一環
として、エレベーターの
建物内、もしくは周辺に
地場産品等の売場を設け
る構想は持っているか。
答弁都市計画課長 昇降
施設棟東側に地域活性化
施設を建設する予定で
す。その中に、観光案内
所や物産品の販売スペー
スなどを検討しています
が、今後関係部署と具体
的な内容について協議、

小俣

選挙について
質問 過去に選挙事務に
ついて質問したが、今回
は投票率向上につなげる
提案をしていきたい。過
去四回の選挙における投
票率を比較してみると、
どの選挙も二十代から三
十代の若い世代は関心が
低く投票率も三十％台で
す。地区別や投票所別
に見ても五十％台から八
十％台と大きく差が出て
います。投票率の伸び悩
みの原因をどう考える
か。また解決策は何だと
思うか。
答弁総務部長 地区別で
は中心市街地ほど投票率
が低く、年齢別では若年
層ほど投票率が低い傾向
にあり、若年層の低さに
ついては全国的な傾向で
す。選挙権年齢が十八歳
に引き下げられたことを
考えますと、若年層の投
票率の向上に向けた取り
組みは特に重要だと考え
ています。
質問 国会では今、公職

議員

その他質問

◆新上野原保育所に
ついて

選挙法の一部を改正する
法律案が審議されていま
す。内容は①共通投票所
制度の創設②期日前投票
所の投票時間の弾力的な
設定③投票所に入ること
ができる子供の範囲の拡
大等です。これは有権者
の投票環境を向上させよ
うとする動きです。ま
た、新聞報道では高市総
務大臣の発言が載ってお
り、大学構内に期日前投
票所の設置を各自治体に
働きかけるという内容で
した。私の過去の一般質
問で、選挙事務について
啓発運動の一環として学
生アルバイトを起用した
らどうかという提案をし
たところ、その後の選挙
で実行して頂き、ある程
度の成果が出たという事
ですが、当市には帝京科
学大学があります。選挙
事務のアルバイトだけで
なく、大学構内に期日前
投票所の設置という提案
は如何か。
答弁総務部長 期日前投

久嶋成美

票所につきましては、二
重投票の防止策を講じな
ければならないので、庁
内ＬＡＮを利用して必ず
オンラインでできるとこ
ろで対応しています。他
の場所へ設置という事に
関しては大きな問題を抱
えていると考えていま
す。
意見 オンラインを使わ
ず携帯電話で試している
自治体もあることを認識
して、前向きに検討する
ことを望みます。
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女性の視点を生かした防
災対策の実施について
質問 昨年九月に同様の
質問に対し、担当課長よ
り「女性の役割も重要で
す。今後、防災における
女性の参画について検討
する」との答弁がありま
した。その後の検討は。
答弁危機管理担当課長
まだ検討中ですが、今後
自主防災会を中心とした
地域の活動に対する指導
助言をする中、女性の視
点に立った防災体制の重
要性を呼びかけていきた
いと考えています。
要望 検討中とのことだ
が、国の防災会議に女性
の参画が決定して四年半、
市の防災会議に女性が参
画して二年が経過してい
ますが、当市として市民
の命を守るために、どの
ような対策をしていくか
を考えるのが行政の仕事
だと思います。（三年前
から女性を対象にした防
災研修会を行っている他
市の取り組みと成果を紹

一般質問

に、積極的に女性に対す
る防災講習会等の計画を
指示していきたいと思い
ます。さらに、防災リー
ダーの養成講座について
は、県で秋に行なってい
ますが、市民の皆さんに
周知して一人でも多くの
方が出席していただける
ように、市として、さま
ざまな面で援助していき
たいと考えます。
要望 今後、女性を対象
の防災教育等行う際には
防災公園を利用した防災
訓練の実施を要望しま
す。（ベンチが、かまど
に変わる等の実演も含め
て。）
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容

内

曜日

月 日

議員

その他質問

◆子どもの貧困対策
について

介した上で）今後、早期
の実施を要望します。
質問 現 在 、 防 災 リ ー
ダーは全国で十万人を超
え女性防災リーダーも多
く誕生し、地域で活躍を
されています。また、第
四次男女共同参画基本計
画に「地域を担う女性防
災リーダーの養成等、人
材育成を行うと共に、女
性リーダーが地域防災の
現場で活躍する仕組みを
つくる」とある。今後、
女性防災リーダーの育成
を考えていますか。
答弁危機管理担当課長
県の甲斐の国・防災リー
ダー講習会等に参加を促
す中で、リーダーの育成
を図り地域の中で活動で
きるよう内容を充実させ
ていきたいと思います。
答弁市長 今の社会は男
性主体の防災体制で、女
性に対する防災意識が、
まだまだ足りません。女
性の視点が非常に大切だ
と思います。今後は、地
域の防災会・消防団等

議長交際費

容

内

曜日

月 日

容

内

曜日

月 日

※その他の支出は、委員会視察調査の際の手土産代等です。

平成２７年度における、
議長交際費の支出の
状況は、
右のとおりです。
詳細等はホームページでご覧いただけます。

１２月定例会

９月定例会

６月定例会

数
7
2
0
0
4
13

支出金額
40,000 円
28,000 円
0円
0円
21,002 円
89,002 円
件

支出区分
会
費
香 典 等
見 舞 金
協
賛
そ の 他
合
計

平成２７年度

遠藤美智子

平成28年 定例会会期日程
（６月～12月）

6月 6日 月 本会議
（議案上程等）

9月 5日 月 本会議
（議案上程等）

11月24日 木 本会議
（議案上程等）

6月 8日 水 総務産業常任委員会

9月 7日 水 総務産業常任委員会

11月28日 月 総務産業常任委員会

6月10日 金 文教厚生常任委員会

9月 9日 金 文教厚生常任委員会

11月30日 水 文教厚生常任委員会

6月14日 火 一般質問

9月13日 火 一般質問

12月 2日 金 一般質問

6月15日 水 一般質問

9月14日 水 一般質問

12月 5日 月 一般質問

6月16日 木 一般質問
（予備）

9月15日 木 一般質問
（予備）

12月 6日 火 一般質問
（予備）

6月20日 月 本会議
（議案審議等）

9月16日 金 決算特別委員会

9月20日 火 決算特別委員会

12月 8日 木 本会議
（議案審議等）

9月21日 水 決算特別委員会
（総括） ※日程について
正式には、各定例会の本会議の初日に
9月27日 火 本会議
（議案審議等） 決定します。

市民の声

私ども上野原ライオン
ズ ク ラ ブ は 、「 我 々 は 奉 仕
する」をモットーに半世
紀以上に亘り様々な奉仕
活動に取り組んで参りま
した。
近年では個別の奉仕活

く、団体・企業等を含め
た市民全体が自分の事と
して考え、各自が各自の
上野原ライオンズクラブ
出来る事を実行していく
さ
会長
ん
ための体制づくりが急が
れます。
その様な観点から、今
年 の「 桂 川 フ ェ ス テ ィ バ
『 誰かのために！
ル」はライオンズクラブ
～桂川フェスティバルへの想い～ 』 の単独事業から、各地域、
各団体の皆様や大学、ボ
ランティアグループなど、
様々な市民の皆様のご協
力を頂きながら、五月十
五日（日）に開催する運
びとなりました。市民の
市民による市民のための
祭典です。この祭りを通

議会活動
1月

10日 上野原市消防団出初式
上野原市成人式

13日 議会だより編集常任委員会

2月

4日 平成２７年度山梨県市議会議長会議員合同研修
会
（後期）
（アピオ甲府）
第３１回山梨県市町村自治講演会
（自治会館）
5日 第１回臨時会
8日 総務産業常任委員会視察研修
（浜松市）
17日 全国市議会議長会 第１１１回代議員会
（東京）
23日「富士山の日」
フェスタ2016
（富士吉田市）
25日 議会運営委員会
議員全員協議会
27日 第１１回上野原市社会福祉大会

3月

して地域の人々の交流を
広め、将来、上野原地域
の活性化のためのシンボ
ル、元気なまちのショー
ルームとなる様な一大イ
ベントに育てていけたら
と念願しております。
貴方が主役となって作
る地域です。そんな主役
の方に一人でも多くご参
加頂けますよう、願って
います。

1日 上野原高等学校卒業証書授与式
2日 日大明誠高等学校卒業証書授与式
3日 第１回定例会
（開会）
7日 総務産業常任委員会
9日 文教厚生常任委員会
10日 上野原市立中学校卒業式
11日 市政一般に関する質問
14日 市政一般に関する質問
16日 予算特別委員会
議会だより編集常任委員会
17日 予算特別委員会
18日 予算特別委員会
（総括）
大村智先生ノーベル生理学・医学賞受賞記念祝
賀会
（アピオ甲府）
24日 第１回定例会
（閉会）
26日 棡原地区戦没者慰霊祭

山口 清

動から地域活性化のため
の社会奉仕活動にも積極
的に取り組んでおります。
地域の活性化はいまや行
政だけでは不可能な時代
に入って参りました。そ
のため、個人だけではな

20日 議会だより編集常任委員会
上野原市観光協会新年互礼会
21日 文教厚生常任委員会視察調査
（市内）
25日 上野原市障害者福祉会新年互礼会
会員交流及び賀詞交歓会
（上野原市商工会）
26日 議会だより編集常任委員会
27日 上野原市区長会新年互礼会
租税知識と青色申告推進書道コンクール審査会
29日 議会運営委員会
議員全員協議会

編集後記

三月の定例会は、十八

歳選挙権をはじめ人口減

少、地域創生、保育士問

題等多くの質問が出され、

活気あふれるものとなり

ました。また二十八年度

当初予算についても、市

民生活に直接影響するも

のであり、特別委員会を

設置し三日間にわたる慎

重審議を行いました。そ

の内容についても、この

紙面の中で概略を説明し

ています。今後とも市民

の皆様に身近でよりわか

りやすい紙面づくりを目

指し努力してまいります。

久嶋 成美
遠藤美智子
長田喜巳夫
川島 秀夫
東山 洋昭
川田 好博

議会だより 編集常任委員会

委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
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