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平成２３年１２月１日
新体制がスタートしました
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議

長

副議長

清

須

水

崎

典

子

眞

就任にあたって

昨年は 月１日より、議員定
数が 名から 名に削減され、
新しい議会 構成となり 、私ども
清水典子、 須崎 眞が 正副議長
に就任いた しました。 微力では
ありますが 、その使命 を果たし
てまいります。
町政にお いては、昨 年の４月
１日より念 願の町営水 道から都
営水道へと 、また下水 道事業も
着々と整備 が進み、ゴ ミの共同
処理を行う 西秋川衛生 組合への
加入も実現 するなど、 多くの重
要な事業が 順調に進行 できたこ
とは、町や 町民にとっ て誠に喜
ばしいことであります。
これは、 長年の努力 が東京都
や近隣の自 治体に理解 され、ご
協力をいた だけた結果 であり、
改めて関係 者皆様に感 謝申し上
げる次第です。
今後も、 町民皆様の 期待に添
えるよう、 議員活動を 通して、
より良い町 づくりのた めに努力
してまいります。
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多摩都市モ ノレール等 建設促進
協議会委員
清水 典子
師岡 伸公

首都圏中央 連絡道路建 設促進協
議会委員
清水 典子

表彰審査委員会委員
師岡 伸公
酒井
須崎
眞
清水

多摩川南岸 道路建設促 進協議会
委員
◎村木 征一 ○竹内 和男
石田 芳英
宮野
亨
高橋 邦男
原島 幸次
杉村 良一

三多摩上下 水及び道路 建設促進
協議会委員
理事 清水 典子
第１委員会（上水）
高橋邦男
第２委員会（下水）
村木 征一
第３委員会（道路建設）
原島 幸次

青少年問題協議会委員
宮野
亨
師岡
酒井 正利

伸公

正利
典子

議会だより編集委員会委員
◎須崎
眞
高橋 邦男
杉村 良一
師岡 伸公
竹内 和男

三鷹・立川 間立体化複 々線促進
協議会委員
清水 典子
師岡 伸公

西秋川衛生組合議会議員
杉村 良一
須崎
前田 悦男

下水道事業特別委員会
第３回臨時町議
◎竹内 和男 ○村木 征一
石田 芳英
高橋 邦男
杉村 良一
酒井 正利
月１日、第３回臨時会が招
集され、正 副議長の選 挙をはじ
（一部事務組合議会、他）
め、各常任 委員会委員 の選任、
秋川衛生組合議会議員
一部事務組合議会議員の選挙等、
石田 芳英
師岡 伸公
次のとおり決定しました。
竹内 和男
清
須

経済厚生常任委員会
◎酒井 正利 ○高橋
宮野
亨
原島
村木 征一
清水

亨
伸公
眞

良一
眞
悦男

議会運営委員会
◎前田 悦男 ○宮野
原島 幸次
師岡
酒井 正利
須崎

（常任委員会等）
総務文教常任委員会
◎師岡 伸公 ○杉村
石田 芳英
須崎
竹内 和男
前田

議 長
副議長
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下水道事業運営委員会委員
村木 征一
前田 悦男

健康づくり推進協議会委員
石田 芳英

伸公
和男

国民健康保険運営協議会委員
酒井 正利

公害対策審議会委員
杉村 良一
師岡
須崎
眞
竹内
前田 悦男

小口事業資 金融資制度 等審議会
委員
石田 芳英
宮野
亨
前田 悦男

亨
正利

消防団員等 公務災害給 与金支給
審査委員会委員
原島 幸次
竹内 和男
前田 悦男

奥多摩観光協会役員
清水 典子
宮野
原島 幸次
酒井
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西多摩地域 広域行政圏 協議会審
議会委員
師岡 伸公
酒井 正利
清水 典子
三か町村議 会議員広域 連絡協議
会委員
全議員（◎清水 典子）
青梅商工会議所顧問
清水 典子

町長提出議案と結果

条

例

――

次の議案を可決しました。
――
○議案第 号
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

カット

第４回定例町議会

町長提出議案と結果

補

正

予

算

――

次の議案 が提出され 、いずれ
も原案のと おり可決又 は同意し
ました。
――

○議案第 号
一般会計（第２号）
○議案第 号
都民の森管理運営事業特別会
計（第２号）
○議案第 号
国民健康保険特別会計
（第２号）
○議案第 号
介護保険特別会計（第２号）
○議案第 号
下水道事業特別会計（第２号）
○議案第 号
国民健康保険病院事業会計
（第１号）
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大多摩観光連盟参与
清水 典子
奥多摩・檜 原間林道鋸 山線改修
都道編入促進協議会委員
宮野
亨
高橋 邦男
原島 幸次
杉村 良一
酒井 正利
清水 典子

○副委員長

国道１３９ 号松姫トン ネル建設
促進連絡協議会委員
石田 芳英
須崎
眞
清水 典子
◎委員長
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第４回定例会は、 月９日か
ら 日までの、会期８日間にわ
たり開催されました。
16

――

人

事

不採択としたもの

カット

――

――

○子ども・ 子育て新シ ステムに
対し、 現行 保育制 度の 拡充を
求める 意見 書提出 を求 める陳
情書

――

陳 情 の 取 り 扱 い

○議案第 号
監査委員（議会選出）
監査委 員、小澤春 義氏の任
期満了 に伴 い、次 の方 を選任
することに同意しました。
・原島幸次氏（新任）
（氷川７４０番地）
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一 般 質 問
14

竹内和男 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

町長 総合 計画の後期 計画にお
いて前期計 画の成果と して記載

竹内 森林 づくりの推 進の分野
での、中間 での成果は 。資源を
活用した行 政を進める べきであ
り、長期総 合計画の見 直しも含
め、今後の 林業政策等 を打ち出
していただきたい

奥 多摩 町第四 期長 期総合 計画 に
ついて
・・・・・・・・・・・・・・・・
（答）森林 の保全と林 業の振興
は重要な課 題であり、 様々な施
策に取り組 んでおり、 多摩産材
の利用拡大に努めている
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されている が、森林再 生事業に
よる人工林 の整備が進 展し、シ
カの食害に よる裸地化 の整備も
完了し、良 好な森林づ くりが進
んでいる。 若者等の担 い手や森
林ボランテ ィアの育成 も順調に
進んでおり 、今後は活 動の場所
を提供して いきたい。 今年度予
算において は、林業振 興費、及
び森林費と して約１億 円を計上
したほか、 林道治山費 として１
億２千 万円余りを計上した。
また、もえ ぎの湯木質 バイオマ
スボイラー に使用する 、木質チ
ップの安定 供給に向け たシステ
ムを構築す るための予 算措置も
検討してい る。森林の 保全と林
業の振興は 重要な課題 であり、
小中学校の 木質化等、 多摩産材
の普及と利用拡大に努めている。
なお、長 期総合計画 は議会の
同意をいただいた 年間の計
画を基本と して、前期 計画と後
期計画を実 行していく ものであ
り、計画の 見直しは後 期計画が
終了して次の か年計画を策
定するにあ たり、検討 を行いた
いと考えている。
700
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村木征一 議員

奥 多摩 駅前で 営業 してい るタ ク
シーの夜間営業の存続について
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）様々 な理由によ り、会社
側では再開 は困難であ ると結論
づけられた 。町として も、投資
的効果が得 られないこ とから、
夜間営業の 再開を断念 せざるを
得ないと判断した

村木 会社 側と夜間営 業の存続
に向けて協 議している とのこと
であるが、 結果はどう であった
のか。助成 金を増額し てでも、
営業の存続 に向け努力 してほし
いと考えるが、町長の考えは

町長 京王 自動車社内 において
前向きな検 討をしてい ただいた
が、グルー プ本社の判 断により
夜間営業の 再開は困難 であると
結論づけられた。
その理 由と して、 氷川 営業所
の赤字の大 半が夕方か ら夜半に
かけて発生 しているこ と、補助

金による営 業を続けて も黒字に
転換すると は考えにく いこと、
氷川営業所 の赤字分を 青梅営業
所の黒字分 で埋めてい たが、こ
れが限界に 達している こと等が
あげられた。
また、 町と しては 第四 期介護
保険事業計 画策定に伴 い、高齢
者アンケー トでタクシ ーの必要
性について 設問を設け たが、そ
の必要性は 低い結果と なった。
町内全域の 住民皆様が 対象でな
く氷川地域限定のことでもあり、
公金を使用 しても投資 的効果が
ほとんど得 られないこ とから、
夜間営業の 再開を断念 せざるを
得ないと判断した。

師岡伸公 議員

せ せら ぎの里 美術 館付近 への 観
光トイレの設置について
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）青梅 市との境に 整備をし
ていただけ るよう、東 京都環境
局に働きかけていく
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師岡 付近に観光トイレがなく、 師岡 古里 小学校校庭 の一部に
せせらぎの 里美術館で も対応に
芝生が張ら れたが、① 児童への
苦慮してい るようだ。 奥多摩の
教育効果に ついて②維 持管理体
玄関口とし ての機能を 果たす、
制について ③他のグラ ウンド等
観光の情報 発信基地と しての機
への今後の計画について問う
能を併せ持った施設の設置を
教育長 ① 古里小学校 の芝生化
町長 施設の設置にあたっては、 は、東京都 の「芝生出 前講座」
という事業で、試験的に 平方
レストラン の営業に与 える影響
や管理者と の協議、建 設経費等
メートル程 度を設置し た。体育
を勘案して 検討しなけ ればなら
の授業では 準備体操を 裸足で行
ないが、財 政的にも早 期の設置
ったり、授 業そのもの を芝生の
は難しいと 考えられる 。当町と
上で行って いる。他に も図工の
青梅市との 境にある、 都環境局
授業や休み 時間等に、 子どもが
が管理している駐車スペースに、 楽しんでい る様を見る ことでき
環境局で整 備を行って いただく
る。健康面 にも良い影 響がある
よう働きかけていきたい。
と考えられ 、保護者の 方々から
も好意的な 意見が寄せ られてい
る。
②毎朝管理 職が危険物 等のチェ
ックを行っ ているほか 、水撒き
は秋までは１日に１・２回程度、
月以降はほとんど行わない
状態である。芝刈りも 月に一
度行ったの みで、煩わ しさはな
く、教職員 及び作業員 により十
分な管理が行えている。
③校庭の芝 生化は、古 里小学校

学 校運 動場の 芝生 化の現 状と 今
後について
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）子ど もや保護者 の方々を
含めて、良 い感触が得 られてい
る。維持管 理は関係者 により十
分行える。 順次芝生化 を進めて
行くが、学 校施設以外 のグラウ
ンドは、立 地や使用目 的を考慮
し検討していく
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以外の学校 について順 次進めて
いきたいと 考えている が、登計
原グラウン ド等の学校 施設以外
の芝生化に ついては、 立地条件
や使用目的 を考慮し検 討してい
きたい。

酒井正利 議員

防災メールについて
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）ＮＴ Ｔドコモが 提供する
「エリアメ ール」及び 「ｉ（ア
イ）トピックス」の導入を図り、
災害情報等 を消防団員 や一般住
民に発信していきたい

酒井 災害 情報等を、 消防団員
や登録され た住民の方 に一斉に
通知できる 防災メール は、いつ
でも、どこ でもタイム リーな情
報が受け取 れ、非常に 有効な手
段である。所見は

町長 ＮＴ Ｔドコモで 提供して
いる緊急速報サービス、
「エリア

メール」を 活用した情 報伝達の
整備につい て検討を開 始してい
る。東日本 大震災を機 に、この
サービスが ７月から無 料になっ
た経過もあ り、ぜひ活 用してい
きたいと考えている。
また、 ＮＴ Ｔから は「 ｉトピ
ックス」と いうサービ スの提案
をいただい ており、現 在検討を
行っている ところであ る。この
システムは 、町のホー ムページ
からメール による防災 情報等提
供サービス の利用登録 をするこ
とで、携帯 電話やパソ コンで火
災等の災害 情報や、消 防団員の
招集情報を 受け取れる サービス
である。こ れにより、 消防団員
や一般の住 民の方が、 防災行政
無線の個別 受信機のな い屋外、
町外で情報 を得ること が可能と
なるため、 町民が安心 して生活
できるよう 、早急に整 備を行っ
ていきたい。

6

不 正・ 誤謬（ ごび ゅう） 防止 の
た めの 発生主 義会 計、複 式簿 記
の公会計導入について
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）平成 年度決算から、複
式簿記を導入し公表する

石田芳英 議員
観 光立 町にふ さわ しい町 並み 、
景 観の 改善や 利便 性の向 上へ の
取り組みについて
・・・・・・・・・・・・・・・
石田 ①奥 多摩駅前、 長畑、南
氷川通りの 電線地中化 について
②観光立町 にふさわし い町営看
板の設置に ついて③観 光拠点の
駐車場不足 について④ 南氷川地
区への観光 用トイレの 設置につ
いて⑤遊歩 道、サイク リングロ
ード、ベン チ、休憩所 、植栽、
モニュメントの設置について

町長 平成 年８月に「地方公
共団体にお ける行政改 革の更な
る推進のた めの指針」 が総務省
から示され、町村では平成 年
度決算から 複式簿記に よる「連
結財務書類 ４表」を作 成し、公
表することになっている。

することで対応したい。
④付近の観 光用トイレ の設置状
況からみて 、南氷川に は設置の
必要性がないと判断する。
⑤遊歩道等 の設置は地 形的に困
難である。 アートクラ フト・フ
ェスティバ ルを支援し 、芸術活
動を奨励す るとともに 、人の循
環による経済効果を図りたい。

町長 ①地 中化するに は、まず
歩道の拡幅 が絶対条件 となる。
長期的な計 画で対応せ ざるをえ
ない。
②森林の町 にふさわし いよう木
材を利用し 、素材の色 をそのま
ま生かす等 、周囲の景 観に配慮
しながら設置している。
③駐車場の 確保の必要 性は感じ
ているが、 財政的な面 もあり、
公共交通機 関の利用促 進をＰＲ

23

石田 町監 査委員の監 査意見の
見解を含め 、今後の取 り組みや
方針について町長の所見は

23

18

住 民の 医療難 民・ 買物難 民を な
石田 ①多 額の建設資 金の原資
はどうなっ ているか② 新規の宿
く すた めの利 便性 の向上 につ い
泊型観光を 確保できる 確証は何
て （ふ れあい タク シー、 町営 バ
か③当該施 設の採算が とれる理
スの設置）
由は④民業 圧迫つなが らないか
・・・・・・・・・・・・・・・
⑤将来発生 する大規模 改修、撤
（答）当町 の公共交通 機関の状
去費用等の 引当金を考 慮に入れ
況を考える と、町独自 での運行
ているか⑥ 経営に失敗 する危険
は難しいと考えている
性はないといえるか
石田 地域 の利便性向 上のため
には、ふれ あいタクシ ー又は町
町長 ①そ の多くを東 京都の支
営バスの運 行がその方 策と考え
援で賄う考 えである。 町の資金
るが、町長の所見は
の投入は極 力抑制し、 住民負担
の軽減に努めたい。
町長 既存 のバス路線 と重複し
②古くから の顧客も獲 得してお
ての路線認可が得られないこと、 り、リニュ ーアルオー プンに向
奥多摩駅前 に民間タク シー事業
けて、ＰＲ 活動を積極 的に行っ
者が営業し ていること を考える
ていく。
と、実現は難しいと考えている。 ③アンケート結果では、顧客満
医療面で は社会福祉 協議会が
足度は高い が老朽化が 原因で低
外出支援サービスを行っており、 い評価とな っており、 施設の建
買い物では 商業協同組 合と連携
て替えが急務である。
して宅配サ ービスに取 り組んで
④現状の観 光客を官と 民とで奪
い合うとい う考え方で はなく、
いきたいと考えている。
集客の相乗 効果を波及 させると
いう考えで取り組んでいる。
⑤引当金に 代わる「観 光施設等
整備基金」 を、毎年度 計画的に

町 営「 鳩ノ巣 荘」 建替計 画に つ
いて
・・・・・・・・・・・・・・・

7

宮野 有権 者が自宅で 落ち着い
て記入でき るよう、各 世帯に郵
送される投 票所入場券 の裏面に

宣誓書を印 刷したらど うか。８
月に成立し た改正障害 者基本法
にうたわれ ている、障 がい者の
円滑な投票 のために必 要な施策
に該当するのではないか

選挙管理委 員会書記長 （総務課
長）期日前 投票者数は 制度の浸
透とともに毎回増加し、 月
日に執行さ れた町議会 議員選挙
では、投票者数全体の約 ％を
占める１千 人となった。
東京都選 挙管理委員 会が６月
にまとめた 調査におい ては、入
場整理券に 宣誓書を印 刷してい
る区市町村 は、都内で ６割近く
の自治体が 実施してい るとのこ
とである。 しかし、統 一の選挙
システムを 導入してい る西多摩
郡４町村で は、まだ実 施されて
いない。４ 月の東京都 知事選挙
から、入場 整理券を封 書で郵送
することと なったため 、現在の
様式を添付 書類として 同封する
方法、イン ターネット を利用す
る方法等、検討を行っていく。

44

11

25

20

積み立てている。
⑥リニュー アルオープ ンは３年
後で、時期 尚早なご質 問だと理
解している 。失敗しな いよう取
り組むのは当然である。

亨 議員

12

投 票所 入場券 の裏 面に宣 誓書 を
印刷し期日前投票の簡素化を
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）入場 整理券とと もに、現
在の様式を 添付書類と して郵送
する方法、 インターネ ットを利
用する方法 等、検討を 行ってい
く

宮野

も大切なことであると考えるが、 ンクールに おいて、最 優秀賞を
人の支援をどう捉えているか
受賞し、広報おくたま 月号の
１面で紹介 させていた だいた。
この支援事 業は人づく りや、地
域及び町の 活性化に通 じるもの
があると考えている。
また、中 学生海外派 遣事業を
引き続き実 施すること で、より
多くの子供 たちが「世 界観」や
「価値観」 を養える場 を提供し
ていく考えである。

町長 ①地 域から若者 世代が流
出すること で地域の活 力がなく
なり、高齢 化の進行と あいまっ
て過疎化がますます加速される。
このため、 当町が早急 に解決し
なければな らない課題 として、
子育て世代 の転出や少 子化によ
る人口減少 を少しでも 食い止め
るため、様 々な支援策 や定住化
対策に重点 を置き、充 実させて
きた。平成 年度も学校施設の
木質化を積極的に推進するほか、
グラウンド の芝生化、 定住化促
進のための 住宅地の分 譲、それ
に合わせて町道の整備を行う等、
今後も積極 的に拡充を 図ってい
く所存である。
②通算７年 目となって いる「身
近なまちづくり支援事業」では、
住民皆様から提案された 事
業に１千 万７千円の支援金
が交付され ている。な かでも、
この支援事 業から発生 した「た
まものグル ープ」が、 第２回都
内産農林産 物を使用し た料理コ
35

高橋邦男 議員
奥 多摩 町にお ける 過疎化 ・少 子
高 齢化 対策と して の支援 事業 の
今後の推進と、
「人の支援」をど
う捉えているか
・・・・・・・・・・・・・・・
（答）今年 度以降にお いても、
少子高齢化 、少子化対 策につい
て、積極的 に施策の拡 充を図っ
ていく。身 近なまちづ くり支援
事業、及び 中学生海外 派遣事業
を引き続き 実施し、人 づくりを
行っていきたい
高橋 ①現 時点で、多 くの子育
てと若者定 住化への支 援事業を
実施してい るが、今後 の支援事
業の推進について、町の考えは
②財政支援 とともに、 人の支援

24
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議
月

会

１日～２日

日

誌

東京都町村議会議長会臨時総
会・現地研修会（奥多摩町・瑞
穂町）
３日 町表彰式
６日 山のふるさと村音楽祭
７日 東京都後期高齢者医療広域連合
議会定例会
日 暴力団追放都民大会

日 西 多摩 地区 議 長会 議員研 修 会・
定例会

日 議員研修会

月

１日 第３回臨時会
７日 議会運営委員会
９日 第４回定例会（第１日）
日 連 合審 査会 ・ 経済 厚生常 任 委員
会
日 第４回定例会（第２日）

日 第４回定例会（第３日）

月

日 国民健康保険運営協議会

１

５日 青梅商工会議所賀詞交歓会
青梅警察署武道始式
青梅警察協力３団体懇親会
６日 町賀詞交歓会
８日 消防団出初式

日 全 国過 疎地 域 自立 促進連 盟 定期
総会

９日 成人の日の式

日

東京都三多摩地区消防団運営協

日 議会だより編集委員会

日 西秋川衛生組合議員説明会

政視察（沖縄県那覇市）

東京市町村総合事務組合議会行

日～

日 柔道会柔道稽古始め式・新年会

日 西多摩地区議長会賀詞交歓会

火災予防業務協力者等表彰式
日 都 道府 県町 村 議会 議長会 長 と自
由民主党との懇談会
日 町村議会議長全国大会
西秋川衛生組合加入歓迎会
日 東 京都 後期 高 齢者 医療広 域 連合
議会本会議
日 議員懇談会
秋の交通安全功労者表彰式

議会第二部会

体育協会新年会

月に町議会議員選挙が行

編集後記

昨年

名の議員で議会

運営に取り組んでまいります。ま

なわれ、今後は
協議会第２委員会

日に東日本大震災が

指していきます。

眞）

竹内 和男

師岡 伸公

杉村 良一

高橋 邦男

（須崎

画を見直し、暮らしやすい町を目

奥多摩町においても地域防災計

されるのではないかと思われます。

びに地方自治体の防災対策が見直

すが、この災害を教訓に、国、並

実に進んでいく年になると思いま

いる方々がいます。復興に向け着

束できず、避難を余儀なくされて

災されました。いまだに事故は収

発での事故もあり、多くの方が被

起こりました。地震に伴う福島原

昨年３月

お願いいたします。

委員となりましたので、よろしく

た、私たちが町議会だよりの編集
日 消防関係６団体合同新年会

消防団新年会

日 三 多摩 上下 水 及び 道路建 設 促進

補償等組合臨時会

日 東 京都 市町 村 議会 議員公 務 災害

日 西多摩郡議会議長会臨時総会

日 青梅交通安全協会新年会

25 24 23

高松塚古墳壁画・青龍

（今年の干支）
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11
日 議員研修会
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30
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24
28

１ページ ① に入 れ る

お願い申し上げます

皆様のご支援を
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