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第４回定例町議会

第４回定例会は︑ 月９日か
ら 月 日までの︑会期８日間
にわたり開催されました︒

︱︱︱ 条

例

等 ︱︱

次の議案が提出され︑いずれ
も原案のとおり可決しました︒

町長提出議案と結果
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○国民健康保険条例の一部を改
正する条例
○一般職の職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例

○山のふるさと村管理運営事業
特別会計︵第２号︶
○国民健康保険特別会計
︵第２号︶
○後期高齢者医療特別会計
︵第１号︶
○介護保険特別会計 ︵第２号︶
○下水道事業特別会計︵第２号︶
○国民健康保険病院事業会計
︵第２号︶
○水道事業会計︵第３号︶

︱︱ 指定管理者の指定 ︱︱

○特産物販売施設︵丹三郎直売
所︶
千島わさび園︵平成 年４月
から３年間︶

︱︱ 工 事 変 更 契 約 ︱︱

陳情の取り扱い

︱︱ 趣旨採択としたもの ︱︱

○﹁協同労働の協同組合法﹂の
速やかな制定を求める意見書
採択に関する陳情書

︱︱ 不採択としたもの ︱︱

○福祉施設・保育所の最低基準
を維持し︑保育所の直接契約
方式を導入しないよう︑国に
対し意見書採択を求める陳情

諸 活 動 報 告
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︱︱︱ 補 正 予 算 ︱︱

○森林活動拠点施設整備工事
変更前の金額
７千 万円
変更後の金額
７千 万円

○経済厚生常任委員会
月 日 に 森 林 活 動 拠点施
設︑及び山のふるさと村の視察
を実施しました︒進行中の拠点
施設の工事進捗状況と︑山のふ
るさと村の運営状況を確認しま
した︒
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○一般会計︵第３号︶
○都民の森管理運営事業特別会
計︵第２号︶
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○下水道事業特別委員会
月 日に︑下水道事業の進
捗状況と今後の実施計画につい
て︑担当課より説明を受け質疑
応答の後︑小丹波地区の工事箇
所の視察を実施しました︒

一 般 質 問
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師岡伸公 議員

年 月議会では︑ 日
の２日目に７名の議員が質
問を行いました︒
︵通告順︶
12

こ の事 業は 平成

年３
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月末まで行う予定であるが︑実
証実験の状況によっては４月以
降も継続して行う可能性がある
と︑慶応義塾大学側からは聞い
ている︒白丸デイサービスセン
ターでは︑実証実験に携わった
人と携わらなかった人との比較
検討も行うとのことである︒大
学でもこの事業・実験に期待を
しており︑国内の遠隔地のモデ
ル事業にしていきたいとのこと
である︒実証実験終了後も実験
の成果を踏まえ︑町民の健康維
持・向上や︑安心安全なまちづ
くりに向け︑健康事業を計画し
取り組んでいきたいと考えてい
る︒

厚生労働省が発表した平成 年
の市区町村別平均寿命について
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶大変ショッキングな順位
であり︑この事実を重く受け止
めている︒健康診査に基づく適
切な保健指導や︑生活しやすい
環境を提供することが︑平均寿
命の延伸に繋がると考えている

師岡 ①厚生労働省の発表では︑
当町の女性の平均寿命が全国で
一番低いということだが︑当町
のみのデータによるものなのか︑
あるいは二次医療圏のデータも
情報として併せて推測する︑
﹁ベ
イズ推定﹂を用いているのか︒
②結果を受けての今後の福祉︑
医療面での対応を問う︒

町長 ①当町のような小規模自
治体だけで生命表の作成を行う
のは︑観測死亡データが少なく︑
死亡率の推定が困難であること
から︑西多摩の８市町村のデー
タを基にした﹁ベイズ推定﹂を
適用し統計したとのことである
が︑これまでにも町では地域住
民の健康づくりを積極的に推進
してきたところであり︑大変シ
ョッキングな順位であり︑この
事実を重く受け止めている︒
②死因別統計を見ると︑当町は
脳血管疾患が東京都や国に比べ
て高く︑生活習慣病になる割合
も高いことから︑食生活や運動
習慣等︑生活状況に問題がある
と推測される︒平成 年度から
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○三か町村議会議員広域連絡協
議会
・広域行政検討部会
月１日︑奥多摩町︑丹波山

町長
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村︑小菅村管内の国道について︑ 地域コミュニティ型医療事業の
５項目からなる改善要望書を︑
進捗状況と今後の展開について
東京都西多摩建設事務所長に提
・・・・・・・・・・・・・・・
出しました︒
︵答︶実証実験終了後も実験の
成果を踏まえ︑町民の健康維
・結婚問題検討部会
持・向上や︑安心安全なまちづ
月 ８日 にお 見合 い交 流事
くりに向け︑健康事業を計画し
業を実施しました︒当日は男性
取り組んでいきたい
名︑女性 名の参加のもと︑
ボーリング︑小懐石の後︑立食
師岡
月号の広報で︑具体的
パーティー等を行い︑交流を深
に予防医療実証実験の目的と内
めました︒過去には数組のカッ
容︑機器の設置状況︑利用状況
プルが誕生していますので︑今
等を載せていただいたが︑実験
回も成果を期待するところです︒ を経た後の展開︑展望について
問う︒
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島崎 ①介護保険料の減免の設
置を︒②介護保険利用料の拡充
を︵低所得者利用者負担の助成
を拡充すること︶
︒
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住民の生活支援対策について
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶
﹁生活安定応援窓口﹂のさ
らなる周知を図るとともに︑障
がい者や中小企業の支援を行っ
ていく︒医療費の被保険者の応
分の負担は必要であると考える

あり︑関連の福祉サービスや機
関の紹介等を行った︒障がい者
の利用者負担は︑平成 年７月
より低所得者世帯を中心とした
軽減や︑対象世帯の拡大等の見
直しが図られている︒中小企業
等の状況としては︑町の認定を
受けた場合には金融機関から事
業資金の融資が受けやすくなる︑
国の緊急保 証制度 が 月 日
にスタートし︑この制度を利用
し経営の安定化に努めた企業数
は︑ 月末で 社を数えている︒
今後も町の小口事業資金融資制
度や国の制度の有効的な利用を
図り︑町内中小企業の支援と安
定経営に努めていく︒
③それぞれの自治体の政策であ
るので私見として述べるが︑後
期高齢者医療制度が創設された
背景を見ると︑被保険者の応分
の負担は必要であると考える︒
参考となるが︑ 月末の被保
険者数︑約１千 人の医療費の
自己負担分は︑推計で８千万円
前後になると思われ︑現在の町
としての財源確保は非常に困難
と思われる︒
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島崎 ①前回にも問題を質問し
ているが︑その後の状況は︒
②実態調査等行なっているか︒
低所得者︑障がい者︑中小企業
等の状況は︒③日の出町の医療
費無料化についてはどのように
考えるか︒
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は特定健康診査︑特定保健指導
も始まったので︑健康診査に基
づく適切な保健指導を行うこと
により︑今まで以上に生活習慣
病の予防が促進されると期待し
ている︒医療への対応としては︑
医療費を援助するということで
はなく︑医療を受けなくてもよ
い健康な身体づくりを援助する
ことであり︑それが町民の医療
費の負担を少なくすることに繋
がると考えている︒福祉面の対
応については︑現行の外出支援
サービス等の充実︑拡充を図る
ことが重要であり︑高齢になっ
ても生活しやすい環境を提供す
ることが︑平均寿命の延伸に繋
がるものと考えている︒
町長 ①介護保険法に基づき︑
災害等による保険料の減免制度
があるほか︑現在︑平成 年度
か ら 年 度 を事 業期 間と する
第４期の計画を策定しており︑
住 民 の方 がた 名 で 構成 する
﹁介護保険運営協議会﹂で︑委
員皆様のご意見もいただき︑高
齢者の福祉の充実を図るべく検
討していきたい︒
② 既 に平 成 年 度よ り低 所得
者負担対策を再編し︑利用者負
担の助成を町の単独事業として
実施している︒平成 年度では
名︑ 年度には 名の方の
利用者負担の一部を助成した︒
また︑ 年度からは︑町内の認
知症高齢者グループホーム利用
者の食費︑居住費の一部助成も
行っている︒今後も限られた予
算の中で︑介護保険事業の安定
した運営を行っていく︒

町長 ①東京都の生活安定化総
合対策事業を推進するため︑８
月１日より保健福祉センター内
に﹁生活安定応援窓口﹂を設け
たが︑この事業のいっそうの周
知を図るため︑民生・児童委員
定例会でも事業内容をご説明さ
せていただき︑対象者と思われ
る方への橋渡しをしていただい
ている︒
② 月１日 現在︑﹁生活 安定応
援窓口﹂では延べ 件の相談が
12

23

20

島崎利雄 議員
介護保険制度について
・・・・・・・・・・・・
︵答︶保険料の減免は法による
ほか︑介護保険運営協議会で検
討していきたい︒利用料の助成
は︑現在拡充する方向にある
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山ふるの流用事件について
ていきたい
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶訴訟の経緯及び内容につ
酒井 町道下り峰線は道路に穴
いては︑裁判ではっきりした段
があいたり︑陥没箇所がある︒
階で速やかに周知していきたい
奥沢線林道も道路の川側が下が
り︑危険な状況が見られる︒安
島崎 今までの経過説明を︒い
全に通行できるよう改修を︒
つ結審される予定なのか︒
町長 下り峰線の該当箇所につ
町長 損害賠償請求の民事訴訟
いては︑今年度調査を実施し補
の経緯及び内容については︑現
修の見積もりもできているが︑
在非公開で係争中であり︑その
補修のみの対応では無駄な経費
内容を公開することは難しいが︑ の支出と考えられることから︑
今後裁判ではっきりした段階で
峰生活館から先の路線の計画的
速やかに住民に周知したい︒ま
な舗装打ち換えを︑今後実施し
た︑審理を終結する結審につい
ていく必要があると考えている︒
て は 平成 年 １ 月８ 日の 予定
奥沢線林道の特に沈下してい
であり︑その後の判決について
る場所は２箇所あり︑１箇所は
は年度内を目途と聞いている︒
路側石積み全体が沈下している
状況で︑早い時期に補強が必要
と思われるため︑整備計画によ
酒井正利 議員
り対応していきたい︒２箇所目
は︑ ｍの区間で ㎝程度沈下
している︒今すぐ道路の崩壊は
考えられないが︑今後計画的に
対応していきたい︒
町道下り峰線︑奥沢線林道の道
路改修について
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶舗装の打ち換えや石積み
改修等︑早期に計画的に対応し
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生徒会によるこども議会の開催
について
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶まちづくりの主役になっ
てもらうという点から︑また教
育の一環として︑町政に参加す
る良い機会であると考えるので︑
協議︑研究しながら開催に向け
検討していく

酒井 生徒と先生でテーマを複
数挙げ︑自らの足でテーマを踏
査し︑議会の場で町に提案して
もらい︑町でも責任ある具体的
な答弁を行えば︑将来のまちづ
くりの主役になってもらえるの
ではないか︒

教育長 第４期長期総合計画︑
あるいは町長の施政方針の中に
も︑効率的で合理的な行政運営
だけでなく︑住民自身が参加し
意見が反映されるよう︑協働に
よるまちづくりを進めていくこ
とが示されている︒こどもたち
が自分たちの日常生活と深く結
びついている町政︑まちづくり
に関心を持ち︑まちづくりの主

役になってもらうという点から︑
また教育の一環として町政に参
加する良い機会であると考える
ので︑関係する皆様と協議︑研
究しながら︑開催に向け検討し
ていく︒

新型インフルエンザに備えマス
クの備蓄について
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶医療資材等の確保や具体
的対策検討も含め︑町民の安
全・安心の確保を目指していく

酒井 新型インフルエンザに備
え︑市販のマスクを１人 枚程
度備蓄しておくことが望ましい
との考えが国から示されたが︑
町として広報︑あるいは防災備
蓄倉庫に配備する等の考えは︒

町長 町としては︑国の﹁感染
拡大防止に関するガイドライ
ン﹂の案が最近示され︑また︑
現在東京都全域を対象とした
﹁東京都感染症医療体制協議
会﹂並びに﹁二次保健医療圏﹂
である西多摩圏域で設置されて
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いる﹁西多摩健康危機管理対策
協議会﹂での今後の動向を注視
し︑医療資材等の確保等︑具体
的対策検討も含め︑新型インフ
ルエンザ発生による被害を最小
限にし︑町民の安全・安心の確
保を目指していく︒

町長 旧古里村が︑明治 年に
原島伸行 議員
地域住民の福祉の向上を目的と
して︑７つの地区に対して 町
歩の村有林の地上権を設定した︒ 奥多摩の風情をより生かした景
その期限が︑平成 年 月８日
観︑美観の整備を
に満了となる︒これにより現在
・・・・・・・・・・・・・・・
の町有林が︑全町民の財産とし
︵答︶森林再生事業︑花粉症発
て町に返還されるものである︒
生源対策事業を中心として︑森
しかし︑ 名に及ぶ権利者がお
林の保全︑景観対策を実施して
り︑権利者が植林した立木等の
いるが︑土地所有者のご理解と
取り扱いについて対応しなけれ
ご協力が不可欠である︒議員皆
ばならないことから︑新たに分
様のより一層のご支援をお願い
収林契約を締結することとし︑
したい
分収率についても検討を行い︑
年明けにも説明会を開催して最
原島 施策︑事業の現状や今後
終的な合意形成を図っていきた
は︵林業との連携による森林の
いと考えている︒伐採跡地対策
保全︑景観︑美観の保持︶
︒
としては︑地上権解除日以前︑
あるいは分収林契約後を問わず︑ 町 長 平 成 年 度 か ら 始 ま っ
町で植林作業を行ったうえで町
た多摩の森林再生事業は︑ 年
有林として管理していく︒また︑ 度 ま で の ６ 年 間 で １千
の
地上権設定地内でワサビを耕作
間伐が実施され︑今年度も既に
されている方については︑土地
の間伐が発注された︒平成
賃貸借契約を締結したいと考え
年 度 に始 まっ た花 粉症 発生
ている︒
源対策事業の﹁枝打ち事業﹂に
ついては︑ ︑ 年度の２年間
で
が実施され︑今年度分の
発注に向け所有者の方と交渉を
14
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竹内和男 議員
町有財産 ヵ年の期限満了にな
る地上権返還に伴う町の基本方
針の進捗状況と︑今後の利用方
法について問う
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶期限満了後は新たに分収
林契約を締結し︑立木伐採跡地
には町が植林を行う︒ワサビ耕
作者とは土地賃貸借契約を締結
したい
竹内
ヵ 年の 町有 地分 収契
約が順次期限満了を迎えると思
うが︑町としてどのように対応
していくのか︒また︑樹木を伐
採した場合には跡地をどのよう
に処置するのか︒
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行っている︒平成 年度から
年度までの３年間実施されたシ
カ被害跡地復旧造林事業は︑
の造林事業が完了し︑復旧地
の保全事業として草刈りを毎年
行っている︒東京都の直営事業
の色彩豊かな森事業は︑平成
年度から実施されており︑町内
５箇所︑
が混交林化されて
いる︒
景観︑美観の保持については︑
過去には町単独事業で川井から
氷川までの多摩川沿いと︑氷川
から日原までの日原川沿いの景
観対策事業を実施し︑国道や都
道から渓流が見られるよう景観
の整備を行った︒現在は町単独
での景観対策は行っていないが︑
森林再生事業や枝打ち事業等を
最大限に活用し︑さらには町事
業の花の里づくり事業︑日照確
保対策事業の活用により︑自然
景観を活かした美しい景観づく
りを進めていく︒
しかし︑森林の保全や景観対
策を進めるには︑土地所有者の
皆様のご理解とご協力が不可欠
であり︑事業をさらに進めるた

19

47

18

43

11

581

19

806
ha 19

ha

1.9
ha

17

6

めにも︑議員皆様のよりいっそ
時通行止めもあったが︑現在は
うのご支援をお願いしたい︒
全面的に通行できる状況にある︒
都施工林道では︑川乗日向沢線
林道の整備について
を 始 め９ 路線 の 箇 所で 土砂
・・・・・・・・・・・・・・・
崩壊等があり︑日向沢線︑大丹
︵答︶今後とも︑森林の整備に
波真名井線で今も通行止めが続
欠かすことのできない林道の役
いているが︑日向沢線を除く全
割は大変重要と考えているので︑ 線が今年度中に開通できるとの
計画的に国・都の助成を受けな
ことである︒鋸山線林道では︑
がら整備を図っていく
本年９月に２箇所の山林の崩壊
があったが︑今年度中には開通
原島 町︑都が管理する林道の
の見込みと思われる︒
数︑現状と今後について問う︒
現在の開設工事等の状況とし
ては︑川井から大丹波熊沢地区
への熊沢線林道が開通し︑今後
道路舗装工事を計画的に実施し
ていく︒日原君平線林道は︑頻
繁に発生する土砂崩壊対策改良
工事を実施する︒また︑境桧村
地区から南氷川地区の都所管小
中沢線林道との接続を計画して
いる槐木線林道は︑平成 年度
には全面開通する予定である︒
都森林事務所では梅沢寸庭線林
道を開設中であり︑今年度に総
延 長 ㎞ の う ち ｍ が 完成す
る︒
今後の整備計画は︑町では白
町長 町内には町で管理してい
る林道が︑寸庭線林道他 路線︑
東京都の森林事務所の管理が︑
鋸山線林道他 路線︑水源管理
事務所の管理が︑日原線林道他
３路線ある︒町の林道は︑山間
地域に孤立している人家等を救
済するため建設されたものがほ
とんどで︑最近は人家より延長
されたが︑集落林道といわれる
ものがほとんどであり︑人家ま
では道路舗装も完了している︒
昨年の台風９号により各所で災
害が発生したが︑町の林道は一
13

26

3.9

21

500

21

丸線林道の延長による生活道路
の整備の他︑現在開設されてい
る林道の延長についても︑東京
都との調整により計画していき
たいと考えている︒都施工林道
については︑越沢線林道を計画
していくとのことであり︑将来
は海沢線林道と接続される計画
路線である︒

おり︑町民が快適な家庭環境を
享受できるよう︑町が無利子で
融資を行う等の制度の充実を求
めたい︒

町長 奥多摩処理区の供用開始
については︑流域下水道接続に
関する諸手続きを踏まえ︑平成
年７月を予定している︒下水
道供用開始を公示された地域で
は︑３年以内に各家庭で屋内の
改修や排水設備の設置を︑町が
指定した排水設備工事指定店に
依頼し︑公共マスへの接続を行
っていただくことになる︒
これら工事費にかかる助成制
度の内容としては︑
﹁水洗便所等
改造資金助成規則﹂に基づき︑
金 融 機関 から の 万 円ま での
融資の斡旋と︑融資額の利子の
うち４分の３を町が利子補給す
るもの︒補助金の交付としては︑
生活保護法による生活扶助を受
けている家屋の所有者に対して
は︑町が必要と認める改造工事
費の全額を︑低所得者等に対し
ては改造工事費の２分の１を補
助するほか︑残金が生じた場合

50

師岡 智 議員

下水道供用開始に伴うトイレ水
洗化への融資制度の充実を
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶現在の助成制度の周知に
努めるとともに︑新たな制度の
検討を行い︑町民皆様のご理解
を得ながら︑供用開始に向けス
ムーズに進めていきたい

師岡 いよいよ来年度からは下
水道の供用が開始されるが︑放
流にはトイレ等の改修が必要と
なり︑相当額の改修費用が必要
となる︒現在多少の助成制度が
あると思うが︑高齢化も進んで

21

7

に は 万 円 を限 度と して 融資
を斡旋し︑利子補給として４分
の３を補助するものである︒今
後はこれら制度を活用していた
だけるよう︑広報︑チラシ等で
周知に努めていく︒
なお︑議員ご指摘のとおり︑
これだけの大きな事業が︑供用
開始後に住民の方がたが使えな
くなるということは一番の問題
であると思うので︑住民説明会
を開き︑住民の意見を聞いたう
えで助成制度について検討させ
ていただき︑皆様のご理解を得
ながら︑供用開始に向けスムー
ズに進めていきたい︒

増田ひさ子 議員
高齢者の方も独身の方も︑希望
の持てる明るい町づくりの推進
を
・・・・・・・・・・・・・・・
︵答︶現在も支援事業や委託事
業等により︑生活支援を行って
いるところである︒各種文化団
体の集まり等にも積極的に参加

をお願いしたい︒お見合い交流
古ごと﹂がともに４割となって
事業の町単独での実施について
おり︑
﹁老人クラブ活動﹂は２割
は︑三か町村結婚問題検討部会
と少ない割合となっている︒こ
の中で調整しながら︑検討をし
れらの調査項目の一部の結果か
ていきたい
ら推察すると︑活動範囲も広域
であり︑大変お元気な方が多く
増田 ①高齢者の方の憩いの場
を占めていると感じられた︒
の提供と買い物へ行く足の確保
現在︑介護保険地域支援事業
を︒②独身の方に対して︑町独
や社会福祉協議会委託事業︑補
自のお見合い交流事業の推進を︒ 助事業等︑高齢者に対する支援
策や活動する場の提供等︑生き
がいづくりや社会参加が積極的
にできるよう︑支援を行ってい
るところである︒また︑町内の
各種文化団体の集まりでは︑高
齢者の方の大勢の参加を得て活
動されているグループもあると
聞いているので︑広報おくたま
や防災無線を通じてお知らせを
し︑参加を促しているので︑ご
自分に合った集まり等へ積極的
に参加をしていただきたい︒
教 育 長 ② 町 の 歳 か ら 歳ま
での独身男性の割合は︑平成
年 の 国勢 調査 によ ると ％を
超えている︒このような状況下
過疎化︑少子化に伴い未婚の男
性が多いという共通した悩みを
町長 ①本年６月から７月にか
けて行った︑当町に在住する
歳以上で要介護認定を受けてい
ない方の調査では︑外出の頻度
で﹁買い物︑散歩﹂では︑週２
回から３回及び毎日が５割の方
が占め︑﹁通院等﹂では月１回︑
月１回より少ないとの回答が５
割弱を占めていた︒外出の手段
については︑車を利用して﹁本
人︑家族︑親戚︑近隣住民﹂の
運転で出かける︑との回答が７
割を占めていた︒一人で外出で
きる範囲では︑
﹁町外﹂が７割を
占め︑最も高くなっていた︒ま
た︑社会生活等への参加につい
ては︑
﹁地域活動﹂や﹁趣味︑稽

50

50

25

65

30
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持つ︑奥多摩町︑丹波山村︑小
菅村の三か町村の議会議員が協
力して︑
﹁ふるさとの新しい出会
いを育む会︵三か町村議会議員
広域連絡協議会結婚問題検討部
会︶
﹂を設置し︑三か町村内に住
む独身男性と︑町村内外に住む
独身女性との出会いの場を提供
する︑お見合い交流事業を実施
している︒平成 年８月に第１
回の交流事業が行われ︑その後
本年の 月８日まで︑合計６回
の事業が実施された︒この事業
は公の機関が募集して行うとい
うことで︑女性も安心して応募
でき︑本年も女性の応募者は定
員を超えていた︒このようなこ
とから検討部会の意向としては︑
今後も三か町村で継続して実施
し︑実施回数も増やしていきた
いという意見もあるので︑町単
独での事業実施については︑三
か町村結婚問題検討部会の中で
調整しながら︑検討をしていき
たいと考えている︒

11

16
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議 会
月

日 誌

回ふれあいまつり

１日 消防団第３分団懇親会
２日 第
３日 農林産物品評会
回東京都道路整備事業推進

月

健康づくり推進協議会
３日 議会運営委員会
４日 奥多摩上空ヘリコプター視察
５日 奥多摩渓谷駅伝競走大会第
記念式典
９日 第４回定例会︵第１日︶
身体障害者福祉協会忘年会
日 連合審査会・各常任委員会

日 第４回定例会︵第２日︶

配分会
１

体育協会新年会

日 青梅交通安全協会新年会

日 成人の日の式

日 消防団出初式

日 柔道稽古始め式

９日 町賀詞交歓会

７日 西多摩地区議長会賀詞交歓会

回

６日 青梅商工会議所新年賀詞交歓会

月

日 歳末たすけあい・地域福祉募金

日 第４回定例会︵第３日︶

日 東京都消防操法大会優勝祝賀会

タ２００８

日 大丹波イルミネーションフェス

70

１日 三か町村議会広域行政検討部会

12

日 議会だより編集委員会

編集後記

で︑世界各地 の経済が 脅かされ︑

アメリカ発 の投機マ ネーの崩壊

日 消防関係６団体新春交歓会

竹内 和男 清水 典子

前田 悦男 原島 伸行

︵島崎 利雄︶

寄せください︒

くとともに︑ ご意見な ど自由にお

住民の皆さ んのご協 力をいただ

闘するときと思っています︒

づくり︑住民 生活を守 る立場で奮

と議会が一体 となり︑ 住みよい町

状況が進んで います︒ 今こそ行政

集落が５自治 会にも達 し︑深刻な

化の進行で少子高齢化︑
﹁限界﹂の

住民生活に大 きく響き ︑また過疎

山積され︑奥 多摩町も この影響が

迷を深め︑国 民負担増 など問題が

出してきた日 本の政治 ︑経済も混

このような 危機的状 況をつくり

るところです︒

縮小︑雇用の 削減等を 迫られてい

おいてもその 存続のた め︑生産の

があり︑日本 を代表す る大企業に

日本の政治︑ 経済にも 大きな影響

ご覧ください︒

会議録を図書館に置きますので︑

が︑全部の質疑内容が掲載された

出 来上 が りは 後 日に なり ま す

が行われています︒

われ︑更に踏み込んだ内容の質疑

しています︒この後︑再質問が行

る 最 初の 町 長の 答 弁ま でを 掲 載

は︑紙面の制約から︑質問に対す

町 議会 だ より の 一般 質問 欄 で

協議会︵第３委員会︶

日 三多摩上下水及び道路建設促進

協議会︵第２委員会︶

日 三多摩上下水及び道路建設促進

協議会︵第１委員会︶

日 三多摩上下水及び道路建設促進

会

日 西多摩郡町村議会議長会臨時総

消防団新年会

三多摩地区消防運営協議会

日 観光協会理事会

21
23
27 24

28

30

５日 西多摩地区議長会定例会
６日 第
大会
７日 三多摩上下水及び道路建設促進
協議会︵第３委員会︶
８日 火災予防協力者表彰式

日

お見合い交流事業
日〜
中国派遣事業︵淳安県︶
日 町村議会議長全国大会

日 経済厚生常任委員会

回加藤旗争奪駅伝競 走大

日 正副消防団長ＯＢ会

日 第
会

日 議会改革検討委員会
下水道事業特別委員会

日 丹波山村シカ肉処理施設プレイ
ベント

日 福祉大会

13 12 10

11
23
19
17
49

25 16 14
16 12 11 10

19

12
23 22 21 19
25
27
29

