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市民と議会を結ぶ架け橋

平成26年上野原市消防団出初式で行われた秋山第一分団の演技
（小型ポンプ操法）
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止及び被害者の保護に関

配偶者からの暴力の防

上野原市ひとり親家
庭医療費助成に関す
る条例の一部を改正
する条例制定

ず、市外居住者も連帯保

に居住している方に限ら

帯保証人について、市内

市営住宅入居に係る連

上野原市営住宅条例
の一部を改正する条
例制定
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条例制定
︵一部改正︶
上野原市税条例の一
部を改正する条例制
定
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平成二十五年第四回定
例会は、十一月二十八日
から十二月十三日までの
十六日間の会期で開催さ
れ、市長提出の条例制定
や補正予算など議案十件
に加え、請願二件、発議

証人とすることができる

よう改正しました。

る法律の施行に伴い、所

要の改正を行うものです。

国税の見直しに合わ
せ、延滞金等の割合に係

一件を審査しました。
なお、審議結果につい

上野原市交通バリアフリー基本構想策定に
関する請願書

る特例の見直しや、都市

新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書の
採択に関する請願書

ては、四ページをご覧く

請願

再生特別措置法に規定す
る管理協定の対象となっ
た備蓄倉庫に係る固定資
産税等の課税標準の特例
措置創設、個人市民税に
おける住宅ローン控除の
延長・拡充等に伴い条例
を改正しました。

上野原市諸収入督促
手数料及び延滞金徴
収に関する条例等の
一部を改正する条例
制定
国税の見直しに合わ
せ、延滞金等の割合に係

井上雅彦
代表取締役

採択

コモアしおつ自治会会長 大塚義道
川島秀夫議員、服部光雄議員

請 願 者
紹介議員

る特例の見直し等により
条例を改正しました。

紹介議員

山梨県朝日会会長 古屋澄夫、山日会会長 渡辺正志、
山静信越産経会山梨県地区会会長 丸山康夫
山梨県日経会会長 古屋澄夫、山梨県毎日会会長 三枝久人、
山梨県読売会会長 藤本恭助、
山梨県新聞販売商業協同組合理事長 赤坂征幸
田中英明議員、杉本友栄議員、鷹取偉一議員

請 願 者

次郎長
有限会社

ださい。

平成25年度事業として実施へ！

整備事業を予算化

上野原市マス釣場の
指定管理者の指定

郎長」
を、引き続き指定管理

現管理者の「有限会社次

者として指定しました。

指定管理者

上野原市秋山５７６７番地２

指定期間

平成２６年４月１日〜

平成３１年３月３１日

消防指令センター・消防無線

緊急防災減災事業債を活用！
二月補正）は、歳入歳出

一般会計補正予算（十
増額。障害福祉サービス

給付費 六百五十万円を

支援医療（更生医療）

六万一千円を減額。自立

特別会計繰出金 二百十

社会福祉費の介護保険

百五十四万円を増額。

万円を減額。林道維持費

動支援交付金 二百三十

林業費の森林整備地域活

百五十三万円を増額。

直接支払制度推進事業費

農業費の中山間地域等

千円を増額。

年対策費 百三十二万二

十万一千円を増額。青少

中学校維持管理費 百八

百四十一万二千円を増額。

小学校維持管理費 二

�教育費�

予算の総額に歳入歳出そ
費 二千八百七十万四千

�農林水産業費�

れぞれ八憶一千九百四万
円を増額。児童福祉費の

�民生費�

円を増額し、百三十億八
（仮称）巌保育所施設整

商工費の秋山温泉管理

一般会計
補正予算

千五百五十五万八千円と
備事業 一千二百七万七

費 三百四十三万四千円

�商工費�

しました。

千円、（仮称）上野原保

を増額。

�国民健康保険特別会計�

歳入歳出予算の総額に、

維持費 六百五十万円を

道路橋りょう費の道路

七十六万六千円としまし

増 額 し、三 十 三 億 七 千 百

千二百四十五万二千 円を

計�

�公共下水道事業特別会

歳入歳出それぞれ一億七

増額。都市計画費の都市

�土木費�

特別会計
補正予算

一般会計補正額のう

育所施設整備事業 二百
の生活保護扶助費 二千

ち、歳入の主なものは次
地方交付税は一億五千

三百八十七万六千円を増

万円を増額。生活保護費

七百二十六万六千円を増

額。

のとおりです。

額。国庫支出金は二千四
百三十五万七千円を増額。

円としました。

億四千二百三十九万四千

二万八千円を増額し、六

歳入歳出それぞれ百七十

歳入歳出予算の総額に、
た。
業務委託料 百七十五万

計画マスタープラン策定
保健衛生費の簡易水道

円を減額。河川費の河川

歳入歳出予算の総額か

�衛生費�

三千円を増額。市債は六

事業特別会計繰出金 百

維持費（西原地区大田川

ら、歳 入 歳 出 それぞれ二

県支出金は二千六百三万
億六千八百万円を増額。

八十七万五千円を増額。

改修工事） 百五十万円

百十六万 一千円を減額し、

�介護保険特別会計�

また、歳出の主なもの

清掃費の塵芥処理費 三

を増額。

は次のとおりです。

百五十一万二千円を増

歳入歳出それぞれ四百九
五百九十七万五千円を

�労働費�

円としました。

�簡易水道事業特別会計�
消防費の無線デジタル

十二万 八 千 円 を 増 額 し 、

二十億六千三十 一万六千

化・指令センター整備事

八千百十二万一千円とし

額。

労働費の勤労青少年

業 六億六千百六十四万

ました。

�総務費�

増額。耐震性貯水槽建設

ホーム管理費 百七十六

四千円を増額。

歳入歳出予算の総額に、

費（新消防庁舎六十立法

万五千円を増額。

�消防費�

耐震性貯水槽） 九百七
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総務費の総務防災諸費

十万円を増額。
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服部

岡部
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幸召

偉一

博道

光雄
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重寅

○

○

○

○

○

○

○

原案可決

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

採択

○

○

○

○

○

○

○

○

○

原案可決

審議結果

尾形

友栄

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

好昭

○

○

○

長田喜巳夫

○

○

○

山口

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

秀夫

○

○

○

宏之

○

○

○

川島

修

○

英明

小俣

信行

○

公文

小俣

洋昭

田中

村上

成美

杉本

東山

発議

久嶋

請願

○

指定管理

○

補正予算

○

上野原市ひとり親家庭医療費
文教
助成に関する条例の一部を改
厚生
正する条例制定について

第 99 号

上野原市営住宅条例に一部を 建設
改正する条例制定について
経済

第 100 号

総務
・
文教
平成２５年度上野原市一般会
厚生
計補正予算（第４号）
・
建設
経済

第 102 号

）

総務

第 98 号

第 101 号

○

第 97 号

上野原市諸収入督促手数料及
び延滞金徴収に関する条例等
の一部を改正する条例制定に
ついて

○

上野原市税条例の一部を改正
する条例制定について

隆信

第 96 号

氏家

条例制定・改廃

案件名

付託委員会

種別

議案
番号

賛成○ 反対●
賛成討論者◎ 反対討論者◉

杉本

平成25年第4回定例会議決結果等一覧表 （

平成２５年度上野原市国民健
康保険特別会計補正予算（第
２号）
文教
厚生
平成２５年度上野原市介護保
険特別会計補正予算（第２号）

第 103 号

平成２５年度上野原市公共下
建設
水道事業特別会計補正予算
経済
（第２号）

第 104 号

平成２５年度上野原市簡易水
文教
道事業特別会計補正予算（第
厚生
３号）

第 105 号

上野原市営マ ス釣場の指定管 建設
理者の指定について
経済

第６号

新聞への消費税の軽減税率適
用を求める意見書の採択に関 総務
する請願書

第７号

上野原市交通バリアフリー基 建設
本構想策定に関する請願書
経済

第８号

新聞への消費税の軽減税率適
用を求める意見書

―

―

―

―

―

―
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文教厚生常任委員会

した。

る必要がある。

●施設については、毎年

十月二十一日、閉会中
委員からは、業務委託

いるため、広域化を含め

クリーンセンター
特に不燃物収集業務は約

た今後の運営方針を明確

の所管事務調査として

一千二百四十万円、率に

にするべきである。

多額の修繕費がかかって

して三十五％と大幅な減

●ごみ処理については、

契約額の減額について、

前年と比較した各種ご

額になっていることから

市民のマナーの徹底をは

救急は小児初期救急セン

委託業務の状況

みの処理状況や、本年四

内容を質す意見が出され

じめ、ごみの減量化に向

ターが担うよう県の政策

「クリーンセンターの委
立病院の運営状況」につ
月に契約した業務委託の

ましたが、これについて

けた有料袋の導入等を検

として位置付けられてお

クリーンセンターの視察

託業務の状況」及び「市
いて調査を行いました。
状況等の説明を聴取しま

は、上野原と秋山の業務

討すべきである。

り、常勤医が派遣された

を一本化したことによ
り、入札の結果、大幅に

からといっても夜間・休

日の診療が可能となった

ということではなく、基

ていきたいとの回答を得

分な検証を行い、検討し

れに対しては、今後は十

べきとの指摘があり、こ

より効率的な回収を行う

のとれた配分で設定し、

況、損益計算書などにつ

動、医療機器の整備状

検査件数、保健予防活

容・時間外患者数、画像

協会からは、救急車収

の状況を、地域医療振興

り、診療科ごとの患者数

長寿健康課担当職員よ

比較すると非常に少ない

付金は近隣の市立病院と

●指定管理者への運営交

検診の充実を。

更なる充実や療養病床、

●非常勤を含めた医師の

その他の意見・要望

市立病院の
運営状況

削減されたとのことでし
た。
また、不燃物等の収集

本的には外来対応に専念

ました。

いての説明を聴取しまし

状況で、さらに減価償却

日についても、バランス

その他の意見・要望

た。

されるとのことでした。

●事業系のごみについ
べきである。

れている旨の報告もあり

ら小児科常勤医が派遣さ

説明の中では、十月か

●管理運営協議会等を十

況は改善すべきである。

費まで相殺されている状
て、料金を割高に設定す
●ごみの出し方のルール

夜間・休日の小児の一次

分に活用し、市民のニー
民に分かりやすく周知す

ました。県内の病院は、

上野原市議会だより No.36

や祝日回収について、市

ズにあった病院運営を。
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所管事務調査
「クリーンセンターの委託業務の状況について」
「市立病院の運営状況について」
調査日 10月21日
（月）

〜閉会中の委員会活動〜

文教厚生常任委員会

行政視察 「認定こども園について」
視察日 11月11日
（月）
場 所 岐阜県海津市

職員に同行を求め、先進
の中、岐阜県には公立設

の認定件数が少ない状況
童福祉課を廃止して教育

月、行政組織を改め、児

協議を開始、二十二年四

ト委員会」を設置し研究

地である岐阜県海津市を
置が三件あり、いずれも

委員会に「こども課」を

みとなっています。公立

訪問し、視察調査を行い
海津市が設置していま

新設し、窓口の一本化を

年三月に三町合

ついては、十七

一元化の経緯に

海津市の幼保

十二人でした。

日現在で二百八

合計園児数は、十一月一

こども園）あり、三園の

所型が一ヶ所（石津認定

尾認定こども園）と保育

（高須認定こども園・今

設立、市内全園の職員を

る「海津市保育協会」の

定こども園の全職員によ

も公立・私立保育園と認

設されましたが、その後

四月に認定こども園を開

り組みの結果、二十三年

合併当初からの早い取

ことでした。

受けることに至ったとの

旧三町に一園ずつ許可を

も園」として、合併前の

により、幼保一元化施設

一本化したことで、これ

前の教育・保育の窓口を

ども課」を設置し、就学

り、子ども子育て支援法

所の建設が施工中であ

また、現在は新巌保育

計画されています。

区に二百人規模の新園が

幼児教育・保育

となり「海津市

童福祉課が中心

え、教育委員会内に「子

教育委員会という枠を超

保育園は福祉、幼稚園が

特に感心したことは、

グループとし、上野原地

田保育所・棡原保育所を

保育所・第二保育所・島

当市においては、第一

しました。

沿った着実な計画を要望

検討を行い、新制度に

内容を参考に十分な協議
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十一月十一日、福祉課

ました。
す。

「認定こども園」制度

併があり、その

対象に年五回の「保育研

としての「認定こども

を始めとする関連法の本

図り体制を整え岐阜県下

際それぞれの地

修会」の実施、「子育て

園」の開設、各園の管理

格施行に併せ二十七年四

三ヶ所の認定こども園

一日現在、全国の認定件

域で就学前の教

支援ガイド」の刊行、

職を含む職員体制の研修

月に、認定こども園に移

は平成十八年十月からス

数は千九十九件（私立が

育・保育体制が

「子育て支援サイト」

体制の確立などスムーズ

行する計画もあるとのこ

初めての「公立認定こど

八百八十一件、市立が二

異なっていまし

の開設など先進的な取り

な運営がなされていまし

とで、今回の視察調査の

は、幼保連携型が二ヶ所

百十八件）、山梨県内の

たが、十八年十

組みがなされておりまし

た。

タートし、二十五年四月

認定件数は私立の五件の

一月に、教育委

た。

高須認定こども園の視察

検討プロジェク

員会総務課と児

海津市役所にて説明を受ける

〜閉会中の委員会活動〜

総
務
常任委員会報告

十二月五日、委員会を

●当局提出３案件につい

ては、採決の結果、全会

主な補正予算

開催し、付託された案件

■ 消防指令センター︑

べきものと決しました。

を行う予定でしたが、充

請願書の審査

一致で原案どおり可決す

の審査を行いました。

消防救急無線の
共同整備

付託された案件は、条
例の一部を改正する条例

平成二十六年度に防災

消防水利確保のため、

当率百％、交付税措置七

■耐震性貯水槽
六十ｔの設置

新消防庁舎建設敷地内に

十％という大変有利な緊

には課税せず」「新聞に

を軽くしており、「知識

率を適用し、消費者負担

としてゼロ税率や軽減税

軽減税率適用を実現する

数税率の導入と新聞への

消費税増税にあたり、複

れていることなどから、

中止を招くことが懸念さ
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制定が二件、平成二十五

設置するもので、国庫補

急防災・減災事業債を活

対策事業債を活用し整備

助金等を活用し九百七十

用するため、本年度中に

請願書の趣旨は、欧州

新聞への消費税の
軽減税率適用を求
める意見書の採択
に関する請願書
る負担金として、六億六

各国では新聞や一定の要

は最低の税率を適用すべ

よう、国の関係機関へ意
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年度補正予算一件、請願
一件でした。

万円を増額補正したもの

予算計上が必要となり、

千百六十四万四千円を増

件を備えた出版物には、

し」という認識が、欧米

民主主義を支える公共財

地域医療救護体制整備

見書の提出を求めた内容

また、一般家庭の所得

●採決の結果、全会一致

諸国でほぼ共通している

が増える見込みがない中

で採択すべきものと決し

事業交付金を活用し、災
購入費として五百六十三

での消費税増税は、家計

ました。

です。
万二千円を増額補正した

を圧迫し民主主義を支え

こと。

ものです。

る基盤である新聞の購読

害用医療資機材等の備品

■災害用
医療資機材購入

額補正したものです。

東部三市の共同整備に係

です。
現在デジタル化に向け整備が進められているアナログ消防通信指令台

文教厚生
常任委員会報告

備なども含めて全庁的な

建物は、園庭を囲みコ

取り組みで進めるべきと

り、職員室から常に施設

ション事業を活用したい

ては、採決の結果、全会

●当局提出五案件につい

視察の結果、国道から

保育所への進入路の交差

で、二十六年四月の開所

進捗率は四十四・八五％

係機関へ働きかけるなど

ミラーの設置について関

ため、道路改良やカーブ

部分が非常に危険である

に向け順調に工事が進め

の対策を講じるよう当局

十二月一日現在の工事

られていました。

に要望しました。

デマンドタクシー
の現況調査

実証運行期間を終え、

これまでの利用状況や上

野原地域公共交通活性化

協議会での協議を踏まえ

本年十月から本格運行が

開始されています。

委員からは、商店街の

活性化も視野に関係課と

連携した取り組みを要望

する意見や、近隣市と連

携した広域的な取り組み

など市民のニーズを的確

に捉えた運行計画を要望

する意見がありました。
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十二月九日、委員会を
開催し付託された案件の
の意見や、保育所や福祉

全体を見渡せる配置に

の字型に建設されてお

審査を行いました。
センターの整備に伴い、

所管事務調査

付託された案件、条例
文教線の交通安全対策に

電気料の値上げに伴

旨の説明を受けました。

一致で原案のとおり可決

なっていました。

制定一件、補正予算四件
も万全を期すよう指摘が

増額補正したものです。

い、塵芥処理費、し尿処

委員からは、リノベー

すべきものと決しまし

新巌保育所の進捗
状況調査

の審査に加え、所管事務
ありました。

上野原保育所整備事業

理費合わせて五百八十七

■ クリーンセンター
清掃費の増額

たものです。

八十六万円を増額補正し

設置者の増加に伴い、

導入補助金の増額

■ 太陽光発電システム

調査を行いました。

主な補正予算

■保育所適正配置
推進事業費の増額
新巌保育所（仮称）の
備品購入費や、上野原保
育所（仮称）の用地購入
に伴う測量業務委託料な

は、上野原市総合福祉セ

万四千円を増額補正。

どに一千四百七万七千円

ンター整備事業とあわ

ション事業の活用にあ

た。

せ、地方都市リノベー

たっては、商業施設の整

建設中の（仮称）新巌保育所の視察

建設経済
常任委員会報告

十二月十一日、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

■ 都市計画マスター
プラン策定事業︑
二十六年度まで
延長に
当初は、二十四年度か

例改正一件、補正予算二
件、指定管理者の指定一
ら二十五年度にわたる

■秋山温泉の修繕

ものです。

七十五万円減額補正した

ラン策定業務委託料を百

め、都市計画マスタープ

十六年度まで延長するた

続費の事業施行年度を二

計画いていましたが、継

二ヶ年計画の事業として

件、請願一件でした。

主な補正予算

■ 観光費に百三十二万
八千円を増額
登下登山道に架かる木
造桟橋の老朽化に伴い、
利用者の安全を確保する
ための修繕や、「宝くじ

案内旗を作成するための

したことにより、新しい

リの会の案内旗が老朽化

賃、また、八ツ沢カタク

の植付及び支柱設置人夫

辺登山道に植樹するため

た桜百本を大野貯水池周

温泉管理費に三百四十三

び修理を行うため、秋山

自動ドア部品等の交換及

シャワー、源泉流量計、

る、男女風呂カラン・

や、温泉の経年劣化によ

ンペーン用の粗品購入費

オープン一周年記念キャ

十万円を増額したもので

等、道路維持費に六百五

去重機借上料の不足分

被災した路面整備土砂除

八号及び二十六号により

料不足分、また、台風十

足分及び市道街路灯電気

市道の維持工事費の不

秋山温泉リニューアル

補助金等、観光費に百三

万四千円を増額補正した

す。

桜」寄贈事業で寄贈され

十二万八千円を増額補正

ものです。

■道路維持費に
六百五十万円
の増額

したものです。

請願書の審査

上野原市交通バリ
アフリー基本構想
策定に関する請願
書

上野原市交通バリアフ

リー基本構想策定におい

て、四方津駅及び駅周辺

を、全ての人が安全で快

適に利用できることを実

現すべく実効性あるもの

を求め、「ＪＲ四方津駅

の橋上駅の設置とエレ

ベーター（複数台）の設

置、及び高齢者や障害者

いては、採決の結果、全

●当局提案の四案件につ

津駅とコモアブリッジ経

駅改札による、ＪＲ四方

諸設備の設置」と「橋上

に優しい、駅に付属する

会一致で異議なく、原案

路を直接結ぶ、特定経路

の設置」を請願事項とし

どおり可決すべきものと

決しました。

て、提出されました。

●採決の結果、全会一致

で採択すべきものと決し

ました。

上野原市議会だより No.36

9

委員会の審議

新消防庁舎建設について
質問 進捗状況は。
答弁消防総務課長 二十
六年九月の完成に向け概
ね順調に工事が進められ
ています。また二十七年
四月の供用開始に向け建
設工事と合わせ、各種通
信設備等の工事や新庁舎
に必要な備品の調達を進
めていきます。
再質問 国 道 交 差 点 と の
改良と用地交渉は。
答弁副市長 現在諸手続
をする中で土地の境の確
認、鑑定業務を委託、条
件設定をしてそれをもと
に地権者の方々と交渉を
続けていきます。また
近々関係者の皆様に説明
会を設け、理解を深めて
道路改良事業に結びつけ
ていきたいと思います。
現消防本部、消防署の跡
地活用について
質問 上野原地区の地域
住民は昔から大火の上野
原と言われ多くの家が火
災によって失われたこと
を覚えています。消防庁

問
質
般
一

その他質問

それに補助金を出してい
ます。なくてはならない
資格取得に対し促進要綱
を作り一定の額の助成金
を出すべきだと考える
が。
答弁消防総務課長 消防
職員が取得している資格
免許等では、特殊無線技
士免許、救急救命士免
許、小型船舶免許等があ
ります。現在、自動車運
転免許以外の資格は公費
で取得しています。
答弁企画課長 資格取得
に対する公費の負担の市
の考え方は、個人に帰属
するような資格について
は、個人の負担を原則に
してきたところです。ま
た本件につきましては、
業務の現状、あるいは今
後の見通し、その他担当
と確認しながら対応する
ことは可能かと思いま
す。

◆上野原駅南周辺
の都市計画及び
現市街地活性化
策の考え方につ
いて
◆市観光大使及び
観 光ボランティ
アの位置づけと
将来に向けての
考え方

舎の移転に伴い不安が増
しているが。
答弁総務部長 現在ある
防火水槽を残すという考
え方の上で、関係地区や
近隣住民の皆様の意見を
聞きながら関係部署と協
議し、有効活用を図って
いきます。
意見 地域住民の方に安
心感を与えられるよう前
向きに検討を。
消防署員の資格取得の現
状は
質問 新消防庁舎が完成
後には、新たに高性能な
大型消防自動車に現在の
中型自動車が入れ代わる
可能性があります。大型
免許の取得には、普通自
動車の免許を取得してい
ても、概算で三十万円ほ
どかかります。大月市で
は消防で使用する大型自
動車の運転資格を消防業
務の円滑な推進を図るこ
とを目的に、促進要綱を
作っています。計画的に
年一、二名の署員を指名
し、その免許を取得させ

東 山 洋 昭 議員

社会生活基盤整備、道路
行政について
質問 二十四年度、道路
事業決算及び二十五年度
の道路事業予算は。
答弁建設経済部長 二十
四年度決算額は二億二千
四百七十二万八千円で今
年度十一月現在の現予算
額は、五億二千七百八万
四千円です。
質問 二十四年、二十五
年の社会資本整備総合交
付金、辺地対策債、その
他事業の予算は。
答弁建設経済部長 社会
資本整備事業は、二十四
年度が四千三百二万円、
二十五年度は一億九千七
百五十八万円、辺地事業
は二十四年度が五千九百
九十八万円、二十五年度
は一億九千八百二万円、
その他事業が二十四年度
一億二千百七十二万円、
二十五年度は一億二千百
四十九万円です。
質問 二十五年度、道路
維持事業の予算は。
答弁建設経済部長 道路

維持の予算現額は九千九
百三十四万三千円です。
質問 当市の地すべり、
急傾斜地、土石流危険箇
所は何箇所か。
答弁建設経済部長 地す
べり区域が十八、急傾斜
地区域が四百六十九、土
石流区域は百六十六、計
六百五十三区域です。
質問 減災のための工事
箇所は。
答弁建設経済部長 県土
木事業で地滑り対策で西
原地区で一箇所、砂防事
業で棡原地区で三箇所、
秋山地区で一箇所、災害
防除事業が西原地区で一
箇所、棡原地区で二箇
所、秋山地区で三箇所の
計六箇所です。
答弁経済課長 予防治山
事業で上野原地区の下石
原、水土保全治山事業で
秋山地区王の入で行って
います。
質問 上野原・大月・都
留、三市共同運用の高機
能消防司令センター及び
消防救急デジタル無線シ

山 口 好 昭 議員

ステムの概要は。
答弁消防総務課長 東部
三市消防本部は、大規模
災害時等における効率的
運用、費用面の節減、通
信担当職員の減員等、大
幅な消防力強化が見込ま
れることから共同運用を
行うこととしています。
質問 新たな緊急防災・
減災事業債の補助率、補
助額等のメリットは。
答弁消防総務課長 消防
指令センター及び消防救
急デジタル無線整備は充

当率九十％、交付税措置、

五十％の防災対策事業債
の予定でしたが充当率
百％、交付税措置七十％
の緊急防災・減災事業債
が本年度のみ活用できる
ことから東部三市で設置
した消防指令事務協議会
で協議し、本整備事業を
前倒し着手することに決
定しました。この緊急防
災・減災事業債を活用す
ることで、利息分を除き
一億六千五百万円の一般
財源の節減に繋がります。
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国文祭について
質問 上野原市が国文祭
に参加して、文化向上の
狙い、手応えは。
答弁社会教育課長 フッ
トパス、じょいそーらん
フェスティバル、長寿食
文化の祭典等を実施しま
した。フットパスは、市
内の歴史や伝統文化、長
寿食文化に触れながら楽
しくウォーキングする。
じょいそーらんフェス
ティバルは、全国に発
信。華麗な踊りとすてき
な音色をテーマとし、上
野原市を拠点として活動
するじょいそーらんグ
ループと、全国のよさこ
い愛好家が集い、野外ス
テージと路上で競演を行
い、新たな出会いと交
流、感動の輪を広げまし
た。そして、長寿食文化
の祭典を開催し、長寿
食・郷土食フェスタや、
郷土芸能の披露、それら
に加えて健康長寿食の講
演会を行いました。
文化は、長年にわたり

その他質問

◆市域活性化につ
いて

コモア・ブリッジについて

築き上げられてきたもの
であり、今後も引き継が
れ、発展していくもので
あります。上野原市のさ
まざまな文化の更なる発
展を目指し、できる限り
の支援、協力をしていき
たいと考えています。

川 島 秀 夫 議員
質問 コモア・ブリッジ
の公道化について、考え
を伺いたい。
答弁企画課長 コモア施
設問題協議会として協議
を重ねて来たが、町から
市になっても協議会は継
続され、昨年度までに十
四回を数えています。
計画当時、町は現在を
予見していて、開発者に
対して、施設は引き取ら
ないという旨を申し渡し
ている。購入者に対して
も、その旨は明らかにし
てきました。コモア・ブ
リッジは周辺住民も使用
しているので、公道とし
て移管したいと希望を受
けたことから、市ではコ
ンサルタントに依頼をし

題や課題も山積していて、

て、コモア・ブリッジに
関する調査を行い、さま
ざまな考えをまとめる中
で、計画開発の当時と同
じ結論に達して現在に
至っています。今後も引
き続き、この協議会で検
討あるいは研究を進めて
いくというふうに考えて
います。
答弁 市 長 コ モ ア ・ ブ
リッジの公道化の問題に
つきましては、協議をし
ていくことの必要性は、
本当に痛感しております。
ただ、早期に結論を出
せるかということになる
と、さまざまな法的な問
時間がかかるものだと考
えています。
一方、四方津駅のバリ
アフリー化の問題、コモ
ア・ブリッジとの問題を
絡めて考えると、求める
ものはさらに先送りに
なってしまう可能性が強
いと思うので、この二つ
は分けて考えていくべき
だと思っています。

総合特区について
質問 今 ま で の 取 り 組
み、経過について伺う。
答弁企画課長 特区は、
特定の地域を定めて特例
措置が適用される制度の
事であって、自立した地
方がお互いに競争して地
域の活性化等につなげて
いくものです。市では、
まだこの制度を利用して
直接進めていくという段
階ではなく、現在では、
その制度をよく勉強す
る、他所の地域の状況を
見て、同じような事が出
来るのかを検討する段階
です。
再質問 総合特区は、全
国一律の発想ではなく
て、地域が知恵と創意と
熱意を競い合う今の時代
の地方分権にふさわしい
手法だと思います。そう
いったことを踏まえて、
上野原市に有効な関連事
項というのを伺う。
答弁 企 画 課 長 地 域 に
合った事業の構想を練
る、そういった事から始

氏 家 隆 信 議員

その他質問

◆人材の発掘と育
成について

まるような、作業になろ
うかと思います。この制
度を念頭に置きながら、
事業を進めていくという
必要があるかと思いま
す。現在、スマートイン
ターチェンジの事業が進
んでいます。西部地域の
活性化という様な事もあ
るわけですけれども、そ
のような際には、この制
度が役に立ってくるのか
とも考えられます。
再々質問 地域活性化総
合特区は、防災減災、教
育、子育て、観光、文
化、農業、六次産業化、
物流、交通、医療、介
護、健康、こういったこ
とを上野原オンリーワン
の形でメスが入ると思い
ます。スマートインター
チェンジをはじめ、西部
地区の開発、駅周辺の整
備事業、上野原市が提唱
するシビックゾーンとい
うところに、総合特区と
いう考えは。
答弁市長 駅前事業は、
今進行中であります。仮

称上野原保育所、それ
から仮称福祉保健セン
ター、この一帯は、シ
ビックゾーンとして、国
の再生事業、リノベー
ション事業というのを今
申請しています。それで
その事業を完結するよう
にやっています。スマー
トインターチェンジ、西
部周辺の地域活性化のた
めに地域活性化特区が使
えるのではないかと、地
域活性化を将来の中長期
の目標の中に入れた中
で、スマートインターと
合わせてやっていきたい
と思います。
意見 各課が融合し物事
をやっていくというリー
ダーシップ、ビジョンと
いうものがないと、絶対
取れないものだ。市長に
は引き続きその熱意を
持って、この総合特区
を、前向きに進めていっ
て頂きたい。
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問
質
般
一

台風 号と市の防災体制
質問 十月十六日午前三
時頃山梨県に最も接近す
るとされた台風 号に対
し、市はどんな体制で臨
んだのか、またその時の
全体指揮は誰がとったの
か。
答弁危機管理担当課長
十五日十七時三十分に甲
府気象台から市内に大雨
雷洪水注意報が発令され、
これを受けて災害対策本
部活動要領に基づき第一
配備体制を、十九時五十
三分に大雨洪水警報が発
表されたので直ちに第二
配備に移行しました。
全体の指揮は対策本部長
である市長がとります。
意見 全体指揮は本部長
である市長がとるという
が市長は出場していな
い。
正規の対策本部は第三配
備の際設置されるもの
で、第一・第二配備はこ
れに準ずる体制であり、
その全体指揮は総務部長
がとるべきでないのか。

問
質
般
一

26

26

それが決っていないため
当夜は誰も全体指揮をと
る者がいなかった。
至急決めるべきである。
質問 当夜各支所・出張
所との連絡に衛星電話は
活用したのか。
答弁危機管理担当課長
秋山支所以外は特別な対
応をとっていません。衛
星電話は今回使っていま
せん。
再質問 今 回 自 主 避 難 者
は一人だったが、もっと
多くの避難者が出たとき
はどうするつもりだった
のか。
答弁危機管理担当課長
風水害時緊急避難所十
六ヶ所を指定したので、
万一の場合は福祉保健部
長に対応をお願いしま
す。
答弁福祉保健部長 総務
部長の指示に備えて待機
を命じています。
意見 防災で一番大事な
ことはこういう小さな事
件の時に緊急対応の訓練
を積んでおくことである。

服 部 光 雄 議員

市の衛星電話は一般の電
話と同じで通話中は他の
電話は連らない、そのた
め市役所から順にかけて
報告を聞くしかなく、こ
んな時こそ、その実地訓
練の場になる。避難所の
開設にしても伊豆大島の
例もあり、いつ多くの自
主避難者が出るか分らな
い。こんな時にも直ちに
避難所が開設できるよう
に訓練しておくべきだ。
また告知端末もあるがな
ぜ使ってみようとしてな
いのか、これらについ確
り反省してほしい。
質問 先 日 県 に き て も
らって行った防災指導員
訓練はどうだったか。
答弁危機管理担当課長
指導員二十一人中十三人
が出席、県の指導を受け
今後に活かします。
意見 指導員に数個の区
を割当て、その責任にお
いて各区に確りした自主
防災組織をつくっていか
なければ、地に足の着い
た防災組織にはならない。

ふるさと納税制度について

質問 この制度は二十年
四月の地方税制度の改正
により、五月からスター
トしています。現在の当
市の状況は。
答弁企画課長 上野原の
個性ある豊かなまちづく
りを支援する制度です。
これまで延べ十五人の方
から総額九十八万円の寄
付を頂いています。
質問 総務省は全国の実
態調査を行っています。
二十三年は全国で十二万
千八百五十八件の寄付が
あり、金額は九十六億円
となっている。当市への
寄付は極めて低いもので
す。先進事例は地元の地
酒、食肉、果物などの特
産品を贈るなど積極的な
取り組みをしている。今
後どう取り組むか。
答弁企画課長 特典とし
て、現在秋山温泉の優待
券を贈っています。今後
については、特色のある
特典を研究していきま
す。また、申し込みしや

その他質問

小さな拠点づくりについて

質問 国 土 交 通 省 の こ
の事業に、「ＮＰＯ法人
さいはら」が本年度応募
し、採択を受け現在取り
組んでいる。同地域は、
市内の中で最も高齢化率
が高く、地域的な大きな
課題となっている。メイ
ンのテーマは、高齢者福
祉サービスの実現を中心
とした地域づくり「小さ
な拠点づくり」です。行
政としてこの事業にどう
係わり支援していくの
か。
答弁経済課長 「ＮＰＯ
法人さいはら」が、びり
ゅう館を小さな拠点と位
置付け、高齢者支援サー
ビスをどのように行える
かなど、可能性の検証を
行うものと理解していま
す。今後の活用方法につ
いて、地域と共に考え地
域の課題や地域が求めて
いるものについて協議し
ていきます。

答弁長寿健康課長 小さ
な拠点での高齢者福祉サ
ービスの事業化等の検討
のため、支援する立場か
ら検討部会に出席してい
ます。どのような高齢者
福祉サービスの提供が可
能か、ニーズ等を踏まえ、
全体の介護保険サービス
等の福祉サービスの利用
状況などを勘案しながら
検討していきます。
鳥獣害対策について
質問 本 年 度 の 捕 獲 の
状況と農水省の地域リー
ダー育成研修事業とは。
答弁経済課長 現在の捕
獲数は、イノシシ五十五
頭、シカ三十九頭、サル
十九の百十三頭です。
鳥獣害対策の中心的な
役割を担う地域リーダー
を育成するため、フィー
ルド実習が当市西原で十
二月六～八日に実施され
ます。研修内容は、集落
点検に関する基礎実習や
課題の整理、解決方法の
グループワーク演習、罠
の仕掛け方などです。

◆自治基本条例の
制定について
◆友好姉妹都市交
流について
◆移住・定住対策
について
◆交流人口の増加
対策について

すい方法を考えていきま
す。

長田喜巳夫 議員
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上野原市の巨木・大木・
古木政策について
質問 巨木の定義は。
答弁社会教育課長 樹高
の高い木や太い木を大
木、巨樹、巨木などと呼
んでいますけれど、はっ
きりとした定義はござい
ません。あえて定義とい
うのであれば、千九百八
十八年に当時の環境庁
が、全国で初めて巨樹・
巨木調査を実施するに当
たりまして、地上から百
三十センチの位置で、幹
の周囲が三百センチ以上
の樹木を対象とすると定
めました。
質問 市 指 定 の 巨 木 の 所
在地、種類、本数などは。
答弁社会教育課長 当市
では、巨木としての指定
はございません。多分、
どこの自治体でも指定し
ているところはないと思
います。巨樹、巨木調査
について環境省が二千年
に追跡調査を行ない、全
国で六万八千本とデータ
は充実をしております。
質問 管理体制はどうか。

当市でも、藤尾一宮神社
の杉、鶴島のイチョウ及
び栃ノ木、棚頭のモミ、
浜沢薬師堂のケヤキな
ど、旧上野原町で八十五
本、旧秋山村で三本、計
八十八本がデータに記録
されています。
質問 巨 樹 、 巨 木 は 観 光
資源か、教育資産なのか。
答弁社会教育課長 当市
における巨木の調査では
全国的にみた場合、大き
なものは存在しておりま
せん。観光資産か教育資
産かは活用方法によって
ことなり、その他の資産
にもなります。国指定文
化財は上野原の大ケヤ
キ、県指定文化財は軍刀
利神社のカツラ、鶴島の
ムクの木、市天然記念物
として、野田尻のヒョク
シバ、鼓楽神社のウラジ
ロカシ、浜沢の大ケヤキ
が指定されています。

尾 形 幸 召 議員
答弁 社 会 教 育 課 長 巨
樹・巨木の存在している
所在地の所有者が行なう

のが原則です。文化財と
して指定されたものは説
明版を設置、補助金も受
けられます。また、所有
者が保存に影響を及ぼす
行為を行なう場合には許
可が必要です。
質問 巨木に呼称設定、
または、ネーミング等は。
答弁社会教育課長 巨木
はその地において、何百
年と成長を続けながら、
地域の人々に親しまれ、
シンボルや信仰の対象な
ど、伴いながら呼び名が
付けられてきたものです。
提案 観光推進政策の一
巻として、巨樹・巨木・
古木などに地域と由来を
はめ込んだネーミングを
付けることを提案します。

付加価値をその巨木につ
けるとともに地域を売り
込んで行くことこそ、現
代の生活者には必要では
ないかと考え提案いたし
ます。目先の利益も重要
ですが、百年、二百年先
の利益も現代人は対処す
る必要があります。

観光協会について
質問 その位置づけと役
割、現在の取り組み内容
は。
答弁経済課長 経済課で
事務局を務める任意の団
体で、会員は百名弱です。
役割は、観光保護地開発
や宣伝・紹介・観光事業
の振興と、文化厚生の発
展・向上に資し、産業の
繁栄に寄与することを目
的としています。取り組
みは市内の清掃活動や花
の苗事業を中心とした美
化運動、観光ルートの整
備、その他観光事業の協
力などです。会員は年会
費二千円、上野原市から
は百六十五万円の補助金
を交付しています。
質問 富士山が世界遺産
になったことで、上野原
市として考えられる効果
は何か、またその効果を
得る為の取り組みを考え
ているのか。
答弁経済課長 世界遺産
登録発表以降、上野原市
にも富士山をどこから眺

久 嶋 成 美 議員

その他質問

答弁経済課長 やはり独
立してやっていくのが理
想な形かと思います。
答弁市長 前々から担当
課には観光協会として独
立した事務局を、と指示
してあります。人員がい
なければ箱物を作っても
何の役にも立たないので
将来的には駅前の都市計
画の中にスペースを作っ
て活動できるように考え
ています。
意見 新しい取り組みを
する為に、決して箱物だ
けが頼りではありませ
ん。箱物はいらないと思
います。ソフト面でぜひ
前向きに考えていただき
たい。サービス精神で、
また、おもてなしの心で
対応できるのは観光協会
という組織の専属のス
タッフだと思います。柔
軟な発想で取り組む為に
は、やはり観光協会を独
立させ、意欲ある市民に
任せた方がいいと思いま
す。

◆緑のふるさと協
力隊という事業
について
◆ふるさと納税に
ついて
◆情報通信基盤整
備事業について

められるか等の問い合せ
がきています。山梨県に
おいても各市町村からの
富士山のビューポイント
の洗い出しを行っており
上野原市では三ヶ所の富
士を紹介しています。今
後写真コンクール等独自
の取り組みを考えていき
たいと思っています。
質問 地 域 を 活 性 化 さ せ
るチャンスととらえ、上
野原市を外に向かって
どうＰＲしたらいいか考
えていただきたい。例え
ば、独自の裏道マップや
近道マップを作ったり、
そこに道の駅も盛り込む
など。観光面をさらに強
力にするには、経済課の
兼務ではなく、組織を独
立させ自ら稼げる組織に
してはどうか。人口減少
が進み、税収が減ってい
る上野原市にとっては行
政と観光協会が、まさに
車の両輪のごとく協力し
合って稼げる自治体と
なっていく事が望ましい
と思うが。
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問
質
般
一

来年度の予算編成は
質問 「長期総合計画と
重点施策」及び、「地域
活性化対策」について司
令塔である企画課のビ
ジョンを問う、また合併
前の支所数で加算される
地方交付税の見込み額は。
答弁企画課長 二十七年
度からは普通交付税が段
階的に減額されます。今
後、上野原保育所整備事
業、総合福祉センター整
備事業などの計画もあり、
二十六年度の予算規模も
今年度と同程度と想定し
ま す 。 地 方 交 付 税 の 加算
は注視していきます。
質問 国は消費増税の景
気の腰折れ対策として五
兆円規模の経済対策を打
出したが、当市の予算へ
の影響を問う、また利子
補給制度の整備で地域活
性化を図る対策は。
答弁企画課長 予算で商
工会の補助や資金利子補
給金の計上は継続されま
す。各種の事業が商店街
や中心市街地活性化の手

久 島 博 道 議員
助けになります。
答弁経済課長 利子補給
制度と同様のセーフティー
ネット 制 度の方が利 子 負
担が少なくて済みます。
総合福祉保健センターと
保育所建設について
質問 ① 福 祉 保 健 セ ン
ターと保育所の建設基本
構想は。②リノベーショ
ン事業の活用と財源は。
③新病院用地の売却目的
は福祉的財源の確保だ。
④総合健診事業の内容は。
⑤新巌保育所の運営形態
と認定こども園対策は。
⑥地域子育て支援拠点事
業と専門職員の確保は。
⑦婚外子の遺産相続も平
等にとの最高裁判決だ。
未婚の親にも保育料を減
免するみなし寡婦控除を。
答弁長寿健康課長 総合
健診は年間十五日で受診
者二千六百七十人、婦人
科検診は十八日間で千三
百一人、一時間当たり約
六十人、一日に二百二十
人が実績で、受診者の駐
車場は五十台、大型バス

の検診車は十三台です。
答弁福祉保健部長 福祉
保健センターは福祉セン
ター、保健センター、地
域包括センターを想定し
てリノベーション事業を
活用し、来年度から四年
をめどに進めていきます。

場所は旧市立病院の駐車
場跡地、本町地区に約
八・七三 の中心拠点区
域で計画しています。巌
保育所は二十六年四月開
所、二十七年四月に認定
こども園に移行し、正規
職員二十七人の内保育士
は二十五人、臨時職員二
十三人の内十九人が資格
者で支障はありません。
上野原保育所の建設は
旧市立病院の跡地に計画
し、みなし寡婦控除は来
年度の保育料や学童保育
料の算定に制度を導入し
ます。
答弁企画課長 旧病院敷
地関係の金額は四億五千
五百万円、基金残高は約
五億八千百七十万円で、
福祉目的に使用します。
ha

問
質
般
一

在宅介護、医療について
質問 在宅介護、医療の
現状と在宅医療の将来の
展望は。
答弁長寿健康課長 居宅
療養指導料などの制度も
あり、居宅で生活できる
よう制度面の整備が進め
られているが、医療側と
介護側の相互理解や医療
を支えるスタッフ不足な
どで進んでいない状況で
す。市も県と連携しなが
ら在宅療養を希望する患
者や家族をサポートでき
る体制を進めたいです。
質問 日本医師会や厚労
省は、在宅医療に対しど
のように考えているか。
また市長は市立病院の見
直しや開業医との連携を
計るなかで医療行政とし
てどのように考えるか。
答弁市長 社会保障制度
の見直しをするため、消
費税増税など税と社会保
障の一体改革とのことで
あったが、現状はとても
おいつかない、特養は
「三」以上を原則とする

その他質問

◆行政改革につい
て
◆国民文化祭につ
いて
◆ふるさと納税に
ついて

答弁生活環境課長 県は
二〇五〇年までにクリー
ンエネルギーと省エネを
両輪として地産地消を目
指しています。当市の小
水力は現地調査をしたが
採算性があるものではな
いが、さらに調査してい
きます。太陽光は住宅用
の設置に補助を行って

みはどうになっているか。

なら「一」、「二」は在
宅で診なければなりませ
ん。一方受け皿は全く
ない中、病院から在宅へ
という国の方針を実現す
るなら、財政的な方策が
必要です。それにより特
化した医師、看護師も増
えます。本市には在宅介
護、医療を行っている医
師が一名います。その芽
を育て、上野原でも在宅
医療ができるシステムを
医師会と共に作っていき
たいです。
県のエネルギーの地産地
消構想と本市について
質問 小水力、太陽光、
メガソーラーへの取り組

村 上 信 行 議員

います。公共施設にも設
置し災害時の停電対応や
病院の電源確保を図って
きました。メガソーラー
は、大野地区に県内三番
の規模の発電所を開設、
十一月から東電に売電し
ています。自然エネル
ギーへの関心を高め、地
域の活性化に繋げると共
に、一般の見学もできる
ようにしたいです。
質問 本 市 の メ ガ ソ ー
ラーは、当初の五メガか
ら三メガとなっており、
用地が残っている。これ
の有効な活用を計ると共
に、エネルギーの六次産
業化、地域振興、さらに
は若者の定住促進に結び
つける構想は。
答弁経済課長 地域の産
業振興や若者の定住促進
を計るなかで、農林業と
観光事業の連携、六次産
業化、工業、商業振興な
ど、単体の施策を推進す
るのではなく、エネル
ギーの地産地消の考えも
導入し進めていきます。
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本定例会で提出された意見書
新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書
新聞は、日本国内外で起きるさまざまなニュースや情報を正確に伝え、多角的な意見や評論を
提供しています。民主主義社会の中で住民が正しい判断基準を持つためには、いろんなジャンル
の情報が容易に入手できる環境が必要です。
近年は文字離れや活字離れによるリテラシー（読み書き能力、教養や常識）の低下が問題と
なっています。知的レベルや社会への関心が衰えれば、国力の低下や国際競争力の減退につな
がる恐れがあります。
現在日本政府は、景気回復に向けた経済政策を展開しています。来年４月以降に予定されて
いる消費税増税もその一つです。
欧州各国では新聞や一定の要件を備えた出版物には、民主主義を支える公共財としてゼロ税
率や軽減税率を適用し、消費者負担を軽くしています。
「知識には課税せず」
「新聞には最低の税率を適用すべし」という認識は、欧米諸国でほぼ共
通しています。
一般家庭の所得が増える見込みがない中での消費税増税は、家計を圧迫し民主主義を支え
る基盤である新聞の購読中止を招くことが懸念されます。
消費税増税により、リテラシーの低下に拍車がかかり、社会的・経済的弱者にその傾向が強く
出るようになれば社会的・経済的な格差は広がり、社会不安を招きます。
政府は課税品目に例外をつくることに慎重のようですが、品目ごとに複数税率が導入されている
国は少なくありません。
よって、次の事項の実現を強く要望します。
１．
消費税増税にあたり、複数税率の導入と新聞への軽減税率適用を実現すること
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成２５年１２月１３日
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣

山梨県上野原市議会

平成26年第1回定例会会期日程
３月 6日
（木） 本会議（議案上程等） ３月 18日
（火） 市政一般に関する質問（予備日）
10日
（月） 総務常任委員会
19日
（水） 予算特別委員会
11日
（火） 文教厚生常任委員会
20日
（木）
〃
13日
（木） 建設経済常任委員会
24日
（月）
〃
14日
（金） 市政一般に関する質問
25日
（火）
〃
（総括質疑）
17日
（月）
〃
28日
（金） 本会議（議案審議等）
上記の会期日程は、議会運営委員会において内定しております。
なお、
日程については追加・変更が生じる場合がありますので、
ご了承ください。
正式には、３月６日開会の本会議において決定します。
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議 会 活 動

上野原市区長会 会長

11月

入れながら区 長 会 全 体 と
して認 識が共 有できれば
と思っています。

3日 第8回 商工祭
第39回市民文化祭式典
6日 第95回全国市議会議長会評議委員会（千代田区）
9日 第12回 あきっこ発表会（秋山地区）
11日
文教厚生常任委員会視察研修（海津市）
12日
14日 東部広域連合議会 議会運営委員会
21日 議会運営委員会 ・ 議員全員協議会
22日 第3回山梨県東部広域連合11月定例会
23日 第9回農林業まつり
24日 第9回上野原市バレーボール連盟秋季大会
第9回上野原市民合唱祭
28日 第4回定例会（開会）

発 生した場 合、区 長 とし
てどう対応してよいか、ま
た、その責 任の重 大 さ を
痛感しています。したがい
ま して、想 定 外の事 態 が
起こることを 常に意 識 し
て、対 応していきたいと思
っています。
災害が起きたらまず身
の安 全 を 確 保 し、二次 災
害の発生を防ぐ努力を行
い、地 区の状 況 を 把 握 し
被 害に応 じて自 分 達でで
き る 事 は 自 分 達 で 行い、
出 来 ない事は行 政の援 助
に期待いたします。
区 長 会 としても、こう
した内 容の研 修 会を取り

23日
28日
30日
31日

大神田光司 さん

14日
15日
19日
21日
22日

市民の声
どう対応する
災害が発生したら

13日

10月

赤い羽根共同募金街頭募金運動
山梨県市議会議長会正副会長会議
西原地区敬老会
議会だより編集常任委員会
議会運営委員会・議員全員協議会
第250回山梨県市議会議長会定期総会（笛吹市）
大鶴地区敬老会
第22回西原ふるさと祭り
第53回秋山体育祭り
大目体育祭り
島田地区敬老会
第33回巌体育祭り
安全祈願祭並びに起工式
上野原地区敬老会
文教厚生常任委員会
議会だより編集常任委員会
関東市議会議長会第1回理事会（高崎市）
第9回上野原市民ゴルフ大会表彰式
北都留青色申告宣言の街推進委員会
議会だより編集常任委員会
第63回上野原市小中学校音楽会

を も たらし ま し た。幸い
にして、上野原市において
は被害がなく、
一安心して
いるところです。
し か し、このよ う な 地
震 をはじめとする自 然 災
害の発生や被害は、いつ起
きるかわかり ません。全
区 長がそ うだと思いま す
が、こう した 自 然 災 害 が

1日
4日
6日
9日
10日
11日
12日

阪神淡路大震災や新潟
県 中 越 地 震、さらには東
日本 大 震 災が発 生してか
ら大 きな地 震が頻 発して
います。
ま た、昨 年 度 は、異 常
気 象により 連日にわたり
猛 暑やゲ リ ラ豪 雨、さら
に は 大 型 台 風 等の 到 来
で、全 国 的に大 き な 被 害

10 月 ～ 12 月

12月

2日 市政一般に関する質問
3日 市政一般に関する質問
議会だより編集常任委員会
5日 総務常任委員会
8日 第9回上野原市駅伝競走大会
9日 文教厚生常任委員会
主要地方道上野原丹波山線今川トンネル建設促
進に伴う要望活動（衆議院）
11日 建設経済常任委員会
13日 第4回定例会（閉会）
17日 議会運営委員会
25日 議会だより編集常任委員会

防災訓練での炊き出しの様子

窓の外を眺めると︑冷
たい風にさらわれて葉
を落としきった木の枝
先に︑一枚だけ必死にし
がみついている葉を見
つ け た︒
﹁葉っぱのフ レ
デ ィ だ ﹂と 思 っ た︒人 間
の一生を短い葉っぱの
一生に例えた本の主人
公です︒周りの葉に教わ
り な が ら︑楽 し い 春︑暑
い夏︑寒い冬を乗り越え
やがて枯れ落ち土の中
で次の葉を育てていく
養分になる︒今を生きて
いる私たちも命のバ ト
ンを受け継いで次の世
代に渡すべく頑張って
いる︒少しでも暮らしや
すく︑元気な子供たちの
声が響き渡る活気に満
ちた街にするために︒
さぁ︑今年も頑張ろう︒

杉本 友栄
長田喜巳夫
小俣
修
村上 信行
久嶋 成美
氏家 隆信

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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