1

14

16

22

13

○認定第１号
一般会計
○認定第２号
都民の森管理運営事業特別会
計
○認定第３号
山のふるさと村管理運営事業
特別会計
○認定第４号
国民健康保険特別会計
○認定第５号
老人保健特別会計
○認定第６号
後期高齢者医療特別会計
○認定第７号
介護保険特別会計
○認定第８号
下水道事業特別会計
○認定第９号
国民健康保険病院事業会計
（反対・認定第４号、第６号、
第７号・島崎議員）

もみじのカット

監査委員決算審査意見報告

（町長への審査意見書 を要約し
て掲載）

平成 年度の奥多摩町の全
９会計の決算書類は、 関係法令
に準拠して作成されて おり、関
係帳簿及び会計伝票、 並びに証
憑（しょうひょう）類 とも照合
の結果、決算の計数に 誤りはな
く、預金残高とも符合 し、基金
の運用状況、及び予算 の執行も
適正かつ正確であり、 歳入・歳
出とも妥当であったこ とを認め
る。
審査意見とし ては、毎 月の例
月出納検査を通じても 感じたこ
とであるが、奥多摩総 合開発株
式会社、この会社は第 三セクタ
ーではあるが町に対す る依存度
が高すぎるのではない か。観光
客の誘致、増員が本来 の目的で
あるはずなのに、結果 を出して
いないばかりでなく収 益が思っ
たより上がっていない のが現状
である。

22

第３回定例町議会

11

年度決算の認定

第３回定例会 は、９月 ６日か
ら９月 日までの、会期 日間
にわたり開催されました。

平成

16

22

平成 年度の各会計の決算
は、本会議初日に提案 され、延
べ４日間に亘って行わ れた決算
審査について、滝島勇 一代表監
査委員による審査報告 の後、議
長と議会選出監査委員 を除く、
名で構成する決算特別委員
会に審査が付託されました。
９月 、 日の２日間にわた
り決算特別委員会が開 会され、
内容説明、質疑等が行われ、
日の本会議で採決の結 果、次の
全９会計決算とも賛成 多数によ
り認定されました。
12

159 号
平成 23 年 11 月 5 日
発行 奥多摩町議会

おくたま
町議会だより

電話 (0428)83-2111

2

地域の雇用の 確保とい う点で
は、その果たす役割は認めるが、
現状に甘えることなく 、町の期
待に応えられるよう努 力するこ
とを望みたい。

決算特別委員会質疑

（各会計とも質疑を箇 条書きで
掲載）
○一般会計
歳入
・
・
・
・
・
・
・
・
・

個人住民税の年金 特徴の内
容
法人町民税の増額した理由
固定資産税の減額した理由
小売店舗からのた ばこ税の
納付先
入湯税の歳出への充当先
税の不納欠損を行った理由
未収金解消対策の内容
地方道路譲与税の 今後の見
通し
住民生活に光をそ そぐ交付
金の充当事業の内容

・
・
・

公共施設調整交付金の内容
電源立地地域対策 交付金の
今後の状況
オータムジャンボ 配分金の
交付基準

歳出
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

職員の意識改革と 資質の向
上
職員の超過勤務手 当増額の
理由
庁舎の耐震調査の実施状況
防犯灯のＬＥＤ化 の進行状
況
共同電算システム 開発の内
容
庁用車の購入とリ ースの判
断基準
特別会計、企業会 計への繰
出しの状況
財政力指数低下の理由
小金井、福生町有 地の舗装
工事の内容と今後の活用
古里小学校児童虐 待通告の
改善状況
透析通院特例対応 車両借上
げ料の内容
タクシー券、ガソ リン券の
一人当たりの金額

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

フッ素洗腔事業の 小学生へ
の対応
空家バンクの方向性
大多摩観光連盟の事業実績
観光協会補助金削減の理由
日照対策事業の支出減の理
由
シカ被害跡地の復旧状況
花火大会の成果の検証
森林再生、花粉症 対策事業
で不用額が発生した理由
防災ハザードマッ プの作成
状況と配布時期
消防団員募集に係る問題点
消防団員の連絡方法の検討
教員住宅の入居世帯数
基礎学力を育む学 校づくり
交付金の使途
学校施設アスベス ト除去の
状況
台風時の児童・生 徒の送迎
の対応
休校により削られ た事業時
間の補完方法
クラブ活動用の備 品購入の
状況

ソフト事業の充実強化
職員の対応の改善

○都民の森管理運営事業特別会
計

・
・

○山のふるさと村管理運営事業
特別会計
○国民健康保険特別会計
○老人保健特別会計
特に質疑はありません でした。

○後期高齢者医療特別会計
・ 保険料改定の内容

○介護保険特別会計
・ 病気予防の取組みの状況

○下水道事業特別会計
特に質疑はありません でした。

○国民健康保険病院事業会計
・ 現在の病院の運営状況
・ 病院改革プランの推進状況
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他の町長提出議案と結果

例

等

――

次の議案が提 出され、 いずれ
も全議員の賛成により 可決又は
同意しました。
条

算

――

人

事

――

――

予

一 般 質 問

年９月 議会 では 、９ 日
の２日目に７名の議員が質
問を行いました。（通告順）

町長 山林の荒廃やシ カの食害
による山肌崩壊等の被 害拡大を
抑えるため、多摩川左 岸での主
伐を控えていただいて いたが、
本年４月からは主伐が 行えるよ
う町の森林整備計画を修正した。

奥 多摩の森 林産業の 将来に つい
て
・・・・・・・・・・・・・・・・
（答）新たな林産物の 活用等を
森林整備に盛り込むと ともに、
木質資源による町の活 性化を図
っていきたい
・・・・・・・・・・・・・・・
竹内 町の森林産業の 将来に向
けて、具体的にどのよ うな政策
を進めていくのか、町の意見は

23

正

竹内和男 議員

○議案第 号
自治功労者
表彰条例の規定に より、小
川幸男氏を自 治功労者 として
表彰することに同意し ました。
○議案第 号
教育委員会委員
教育委員会委員、沖 山瑞紀氏
の任期満了に伴い、同 氏を任命
することに同意しました。
・沖山瑞紀氏（再任）
（奥多摩町梅沢１５２番地２）

月 日が投票日です。
みなさん投票に行きましょう。

町議会議員選挙

―― 議 員 提 出 議 案 ――

54

補

――

――

約

○議員提出議案第１号
議会委員会条例の一 部を改正
する条例
事

契

○議案第 号
一般会計（第１号）
○議案第 号
都民の森管理運営事業特別会
計（第１号）
○議案第 号
山のふるさと村管理運営事業
特別会計（第１号）
○議案第 号
国民健康保険特別会計
（第１号）
○議案第 号
後期高齢者医療特別会計
（第１号）
○議案第 号
介護保険特別会計（第１号）
○議案第 号
下水道事業特別会計（第１号）
工

55

20

――

○議案第 号
奥多摩処理区下水道 管渠建設
工事その 請負契約につい
て
19

――
○議案第 号
町税賦課徴 収条例の 一 部を改
正する条例
○議案第 号
非常勤の特別職の職 員の報酬
及び費用弁償 に関する 条例の
一部を改正する条例
○議案第 号
防災会議条 例の一部 を 改正す
る条例
○議案第 号
議会議員定数条例の 一部を改
正する条例
○議案第 号
西秋川衛生組合規約
西秋川 衛生 組合（ ごみの共
同 処 理 ） に 加 入 す る ため の 規
定を整備しました。
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47

48

49

50

51

52

53

56

42

43

44

45

46

4

の充実に努めていく
師岡 ①奥多摩におけ る人口透
析患者の現状と今後の対応
②遠隔予防医療事業の より活発
な活用について
町長 ①町で把握して いる患者
数は 名である。透析にかかる
医療費は、保険給付費 や公費負
担等により、原則とし て本人の
負担は発生しない。通 院のため
の搬送車が入らない地 域の方に
対しては、介護保険の 事業によ
り、ホームヘルパーが バス路線
まで、送迎に伴う身体 介護を実
施している。
また、人工透析は障 害年金の
対象となり、年齢の若 い人でも
受給することができ、 町で受付
分の障害基礎年金の裁定件数は、
平成 年度が５件、 年度１件、
年度３件となっている。
②この事業は、高血圧 や将来的
に糖尿病予防に大変有 効である
ことから、より多くの 住民の参
加を得るため、昨年度 、事業対
象地区に境、中山を追 加して９
22

28

20

21

地区とし、参加者も 名まで増
加を図った。平成 年度は、さ
らに氷川地区、古里地 区に規模
拡大を図り、なお一層 予防対策
の充実に努めていく。
107

師岡 間伐材等の活用 の一端と
して、ガードレールを 設置する
考えはないか。また、 これまで
の実績について問う

木 質ガード レールの 設置に つい
て
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）安全性やコスト の問題が
あり、他の分野での活 用を検討
していきたい

23

町長 東京都建設局で は、道路
改修途中の歩道柵等に 木製の手
摺を設置している。ほかにも
の道府県で設置を始め ている。
しかし、強度の信頼性 や耐久性
に問題があり、施工単 価も鋼製
に比べ２倍から３倍で あり、町
では木製ガードレール の設置は
行っていない。今後も 他の分野
での活用を検討していきたい。

20

この修正により森林の 伐採が町
内全域で行えることと なり、経
済林としての価値が出 、所有者
の意欲にも影響が出る ものと思
われる。また、国の森 林法が改
正されたことに伴い、 今後も東
京都や町の森林整備計 画の見直
しが予定されており、 新たな林
産物の活用等が計画の 中に反映
できるよう作業を進めていく。
なお、木質バイオマ スボイラ
ーの運用が始まると、 年間１千
立方メートルの木質チップ
が必要となるので、町 内で木質
資源を流通させること により、
町の経済の活性化を図 るシステ
ムが構築できないか検 討してい
るところである。

師岡伸公 議員
人 口透析患 者の現状 と今後 の対
応について
・・・・・・・・・・・・・・・・
（答）医療費の自己負 担は原則
として発生しない。遠 隔予防医
療事業の拡大を図り、 予防対策

200

２ ０１７雲 取山キャ ンペー ンの
取り組みについて
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）ホームページ等 を利用し
た情報発信の強化に努 め、登山
者や観光客の増加を図 っていき
たい

師岡 来たるべく２０ １７年に
向け、奥多摩の山の象 徴として
アピールしてはどうか

町長 ２０１７年に向 けての雲
取山を始めとした登山 や、森林
セラピー事業等につい ては、今
後もホームページ等を 利用した
情報発信の強化に努め 、登山者
や観光客の増加が図れ るよう、
東京都の施設とも連携 してＰＲ
を行っていく。

村木征一 議員

もえぎの湯の町民無料開放日に、
お 年寄りや 身体の不 自由な 方を
町 営バスで 送迎サー ビスを 実施
したらどうか

5

（答）道路状況や運行 経費等、
総合的に考えると実施 は難しい
と判断する

の徹底を
町長 現在、町及び東 京都が設
置し町が管理している 観光用ト
イレは 箇所である。それらの
清掃については、業者や自治会、
個人の方と委託契約を 締結して
いる。トイレの利用については、
一部にマナーの悪い方 が見受け
られるほか、老朽化に より清掃
しても清潔に見えない ものもあ
ることから、今後、施 設の現況
や利用状況等を調査し 、計画的
な整備を進めていきた い。今後
も他の観光施設も含め 、衛生的
で快適に使用できるよ う、管理
と維持に努めていく。

酒井正利 議員
再生可能資源利用について
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）小水力発電は一 部で実施
しているが、様々な問 題により
事業化は難しい。太陽 光や風力
発電は地形的な条件を クリヤー
できるか、検討課題と させてい

ただきたい

酒井 太陽光発電、小水力発電、
木質バイオマス等、町 の取組み
状況と今後の計画について問う

町長 当町の地形に合 った発電
法として小水力発電があげられ、
現に川乗谷の登山口付 近に、バ
イオマストイレ用の小 水力発電
施設を建設したが、小 水力発電
事業をある程度の規模 で実施す
るためには、初期投資 が必要と
なるほか、水利権や河 川法等の
各種法律への対応、公 的助成の
活用等が必要であると 考えられ
るので、今後も十分に 研究して
いきたい。
太陽光発電や風力発 電のご提
案もいただいているが 、日照時
間の確保や風の少ない 町でもあ
ることから、今後の検 討課題と
させていただきたい。

東日本大震災の教訓について
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）建設業組合との 協定見直
しはすでに行った。防 災無線や
衛星携帯電話の活用、 非常食の
備蓄等、災害に備えている

酒井 町と地域建設業 との協定
の見直し、燃料や食糧 の備蓄、
通信手段の確保等が必 要である
と考えられるが、町の見解は

町長 平成 年７月１日に、建
設業組合 社と従前の協定の
見直しを行った。協定の趣旨は、
町内の道路、橋梁、河 川及び水
道施設等の公共施設は 、住民生
活を営むうえで重要な 役割を担
っており、施設の機能 回復のた
めの応急、復旧措置を 講ずるこ
とを目的としている、 電話連絡
がとれない場合は、防 災無線や
災害連絡用衛星携帯電 話の活用
を図り、災害復旧に対 応してい
く。非常食糧については町内
箇所の備蓄庫と防災倉 庫に、４
万食の非常食を蓄えて おり、今
後も継続的に更新をしていく。

22

17

村木 温泉まで行く手 段がない
方のために、送迎を行 う考えは
ないか
町長 もえぎの湯への 道路は道
幅が狭く、大型バスを 始めマイ
クロバス、キャンピン グカーの
乗り入れはお断りして いる。ま
た、運行経費や乗車定 員を超え
た場合の対応等も含め て、総合
的に考えると、ご提案 の実施は
難しいと判断する。
観 光トイレ の清掃と 管理の 徹底
を
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）計画的な整備を 進めると
ともに、衛生的で快適 に使用で
きるよう、管理と維持 に努めて
いく
村木 トイレのきれい な観光地
は気持ちが良く、その 観光地に
好印象が生まれる。清 掃と管理

31

39

6

島崎利雄 議員

高 齢者福祉 、障害者 福祉の 充実
について
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）一般会計予算の 中で、民
生費の占める割合が一 番高い。
高齢者等の問題につい て、今、
実行しているところである

島崎 高齢化の進展で 、高齢化
率は ％以上になり深刻な状
況である。町政としての対応は

町長 平成 年度一般会計予
算、 億５千 万円のうち、民
生費は 億６千 万７千円で
あり、総予算の ・５％を占め、
民生費が第１位であり、高齢者、
あるいは少子高齢化の 問題につ
いて、今、実行してい るところ
である。

国 民健康保 険税の値 上げに つい
て
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）国民健康保険特 別会計は

毎年赤字経営となって おり、本
年度に運営協議会に諮 り、今後
の計画を策定していく

島崎 高齢化、所得の 減少等で
住民負担が重くなり、 生活が圧
迫されている。国民健 康保険税
の値上げストップを

町長 長引く経済の低 迷の影響
により失業者等の加入 割合が上
昇し、保険税の納付率 が下がっ
ている反面、医療費の 支出は上
昇し、全国で ％を超える自治
体が赤字経営を余儀な くされて
いる。このため、今後 国民健康
保険制度を維持するた めには、
財源の確保が必須となっている。
当町も例にもれず、一 般会計か
らの多額な繰り入れを 行ってい
るところである。本年 度は平成
年度から 年度までの保険
税率について検討を行 う年とな
っているので、国民健 康保険運
営協議会に諮り、様々 な角度か
らご検討をいただいた うえで、
計画を策定していく予定である。

24

原島伸行 議員

ては、給食センター等 で実施し
ているが、施設の使用 電力すべ
てをまかなうほど大規 模なもの
ではない。自然エネル ギーへの
取り組みについては、 町全体で
考えていく必要があり 、今後、
積極的に研究・検討していく。
②見舞金、あるいは皆 様からい
ただいた義援金の支出 、岩手県
大槌町への職員の派遣 、福島県
から避難された方々に 対しての
住民皆様と同様のサー ビスの提
供等、被災地、及び被 災者に対
して町としてできる支 援はすで
に行っている。今後も 東京都と
連携して今後の支援に ついて対
応を図っていきたい。 また、先
月には福島県伊達市の 子どもた
ちを当町に招いて、サ マーキャ
ンプが実施された。日 頃は外遊
びもできない子どもた ちの、満
足したようすが印象的であった。
今後も被災地である 東北地方
が１日も早く立ち直るためには、
全国規模の復興支援が 大切であ
るとともに、当町にお いても可
能な限りの支援を行っ ていきた
い。
18

334

23

800

東 日本大震 災（津波 原発事 故）
被 災地への 復興支援 と自然 エネ
ルギーについて
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）自然エネルギー への取り
組みについては、今後 、積極的
に研究・検討していく 。東北地
方へは全国規模の復興 支援が大
切であるとともに、当 町におい
ても可能な限りの支援 を行って
いきたい
原島 ①太陽光発電、 小水力発
電等、自然エネルギー への取組
みについて②防災教育 の一環と
して、風評被害を受け ている観
光地への支援について 、町の考
えは
町長 ①豊富な水資源 を利用し
ての小水力発電の取り 組みを進
めているが、水利権や 各種法律
への対応等を含め、今 後検討す
る必要があると考えて いる。太
陽光による発電システ ムについ

10

50

26

41

57

7

島崎 お年よりの方々 の強い要
望と、地域が分散して いること
でも早急に実現を
町長 現行のバス路線 と重複し
ての運行は、既存のバ ス事業者
との競合に当たるため 、国から
の認可は難しい状況に ある。都
市部では市街地が拡大 し、道路
幅が狭く路線バスが運 行できな
い地域に限定して、小 型のバス
を導入して運行している。
現在、当町に おいては 通院が
困難な高齢者を対象に 、ワゴン
車による送迎サービス を行って
いるが、買い物難民と いわれる
ような方々の生活支援 型の送迎
サービスは、この９月 に実施す
る高齢者ニーズ調査の 結果を踏
まえ、今後検討していく。
震災対策、土砂等の崩壊対策を
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）建設業組合との 協定に基
づき、災害復旧には迅 速に対応
したい。危険度の高い 個所から
土砂等の崩壊対策を実 施してい
く

島崎 安心安全の対応 の取組み
所への設置計画の有無 ④現在、
を
国・都から建設費用の 助成があ
るが、町からの助成の検討は
町長 災害時の対応については、
奥多摩町建設業組合と 災害復旧
町長 ①町では把握していない。
平成 年度末までの、東京都全
の協定を締結しており 、有事の
際の対応を図ることで 、町内の
体での補助金交付申請 数は、１
ライフラインの復旧を 迅速に行
万８千件とのことである。
う考えである。また、 土砂等の
②出力 キロワットの太陽光
崩壊対策についても、 危険度の
パネルを屋根に設置しているが、
高い個所から実施していく。
平成 年度の発電量実績は、２
万２千 キロワットで、４千
キロワットの余剰電力 を東京電
増田ひさ子 議員
力に売却している。
③他の公共施設への設置計画は、
太陽光発電の設置に助成を
現在のところない。しかし、小・
・・・・・・・・・・・・・・・
中学校校舎、及び体育 館は耐震
補強工事も完了してお り、町内
（答）太陽光発電は安 定的に電
力を供給するものではないので、 で最も安全な大規模避 難所とな
るので、太陽光発電に 限らず、
技術水準の向上を待ち 助成を検
非常用発電機等の設置 を検討し
討したい。避難所へは 他の発電
ていく。
設備の設置も検討していきたい
④当町では、地形的な 条件によ
り都市部に比較して導 入が進ん
でいないと考えられるが、今後、
太陽光発電設備の技術 水準の向
上を待ち、助成制度を 検討した
い。

増田 ①町内で太陽光 発電を設
置した家は何軒あるか ②公共施
設では給食センターに 設置され
ているが、現状が知りたい
③他の公共施設、学校 や避難場

22

22

イ ノシシ、 サル、シ カなど の獣
害対策の強化を
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）年々被害は減っ ている状
況にあるが、被害を完 全に無く
すことは難しい。今後 も獣害対
策を継続していく
島崎 全町的に被害が 拡大して
いる状況の打開を。現 状はどう
なっているのか
町長 捕獲や電気柵の 設置等に
より、毎年農作物の被 害は減っ
ているが、自然豊かで 野生動物
と共存する町としては 、有害鳥
獣による被害を完全に 無くすこ
とは難しいと思われる。しかし、
今後とも町民皆様が安 心して農
業に従事できるよう、 獣害対策
の取り組みを継続していきたい。
生活支援型のミニバスの実施を
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）既存のバス路線 と重複し
ての運行は認可は受けられない。
生活支援型の送迎サー ビスを、
調査結果を踏まえ検討していく
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20

192

8

第２回臨時町議会
第２回臨時会は 月 日に
開催され、次の議案を 全議員の
賛成により可決しました。
○議案第 号
平成 年台風 号に係る奥
多摩町救難緊急措置条例
○西秋川衛生組合議会議員の選
挙
次の３名が選挙によ り選任さ
れました。
・原島伸行議員・竹内和男議員
・師岡 智議員

月

議 会 日 誌
８

３日 東京都 町村長 ・議長 合同会議

９日 三水協第２委員会
日 奥多摩・檜原 間林道 鋸 山線改修
都道編入促進協議会定期総会

号松姫トンネル建設促

日 東京都戦没者追悼式

日 国道
進連絡協議会総会

日

日 三か町村連絡協議会

日～
東京 都区 市 町村 議会 議長 会日 中
交流事業（中国北京市）

日 総務文教常任委員会（町内視察）

日 経済厚生常任委員会（町内視察）

月

日 議会運営委員会
９

５日 消防行政連絡会
６日 第３回定例会（第１日）
７日 連合審 査会
９日 第３回定例会（第２日）
日 第３回定例会（第３日）
決算特別委員会（第１日）
日 決算特別委員会（第２日）
日 三水協正副会長・委員長会議
日 第３回定例会（第４日）
日 青梅・奥多摩交通安全のつどい
日 戦没者合同慰霊祭
日

日

月

編集後記

こ の異 常気 象、 汗をふ いて も ふ

き き れな い、 高温 注意情 報が 伝 え

ら れ る厳 しい 暑さ が続き 、自 然 災

号・

号の

日、東日本大震災以降、久々
日 消防行政連絡会

の 朗 報に 日本 中に 笑顔が あふ れ ま

原島

村木

小澤

征一

春義

（竹内 和男）

増田ひさ子

伸行

に進められると思います。

民 参 加意 識の 高い 町づく りが 着 実

林 業 を生 かし た産 業の行 方を 、 住

自 然 豊か な森 林や 公園で 、森 林 ・

そ し て奥 多摩 町の 遺産と いえ ば 、

興、まちづくりをいかに進めるか、

し た 。世 界遺 産を 活用し た地 域 振

周年記念式

西秋川衛生組合臨時議会

日 秋川衛生組合定例議会

農林産物品評会表彰式

典

日 羽村市市制施行

日 奥多摩ふれあいまつり

日 東京都道路整備事業推進大会

３月

世 界 遺産 とし て登 録され まし た 。

小 笠 原村 「小 笠原 諸島」 が新 た に

世 界 遺産 とま ちづ くりで 、東 京 都

荒 れ狂 った 日本 列島。 その 反 面

の対応が危ぶまれています。

豪 雨 等で 、被 害が 大きく 被災 地 で

立たないうちに台風

原 発 問題 はま だま だ終息 の目 途 が

向 かい始 めたと ころであ ります が、

東 日本 大震 災は 今やっ と復 興 に

小笠 原諸 島 世界 自然 遺産 登録 記

周年

害が起きなければと心配です。

日

第２回臨時会

日 議会運営委員会

会式

広域 行政 圏 体育 大会 前夜 祭・ 開

日 議会だより編集委員会

（宮城県仙台市）

全国町村議会議長会会長会議

日～

記念福祉大会

日 社会福祉協議会法人化

念式典

日～

７日 西多摩地区消防大会出場隊激励

４日 三水協陳情行動

10

日 西多摩地区消防大会

15

10
日～

12

20

三多 摩 上下 水 及 び道 路 建 設促 進

関東町村議会議長会会長会議
（山梨県早川町）

11

40

139

16

19

10

協議会（以下「三水協」
）第３委
員会

20

12

11
15

17

19

20

30 29 27 24 22

31

28
28

57
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