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'7中高生１主降とした第10回海外派混亭業か艮好
回な景観形成、農業体験、平和営習、福祉・環境学習、

｜

り1歴史学習等をテーマとして平成14年4月20曰(土)
ン〜28日(日)の９日問行われました。
ｓドイツ・オーヌトリア・デンマークの各視察の
ほか、今回は交琉体験として、視察先晨家に民泊
するフアームスティを突厖しました。

｜

２

？涯恰つて同？︒

広域堕合は︑累曽郡内で１２

椙目の役場といｎｎています︒

町桐の役場では︑国の法律に

よって︑必ずしなけｎばいけ

ない仕乖か決められてい一ａ首︒

決めらｎている仕串は︑どん

なにお金かななろ一つとも役場

しかし︑不雷のように小さ

で行わなければいけまゼん︒

な町杓では︑単独で眼業を喋

ると経費かかかりすぎてしま

い︑町杓か共同して行ったほ

うかいい仕事か必ります︑町

村で悉豆いにお金色出し合い︑

共同して役搦の仕事を行って

いるのか広域浬合です︒

広域達舎ｓて伺をＬてるんですか？
と ･かれることが多くあＵます．
少しでも．私たちの仕塞を瓊
鯛していただくために．今回
は、達舎の●羞と麹鮭を組
脊させでいただ迦ます.
−

？昌,岡は伺人いるの？
？ｉ□はＤくら？

平成μ年7月8日現汪

広域ｉき菌平威14琢痙・当初弔舞ja32値円
Ｉです。ちなalご冷偕糧内・ｌ相でき年塵、予
蜀ａ―柵大きなｌ射￨慮、小學収瞳殷を抱える大
疆刎で飽3g値丙、111Mの甲均la27●円でｌ．
ｌ自の予舞鐘１寓憧部ｓＡ□で割ると、佳圈･￨
人ｌｉりＳＩ担翻昿、釣日１円となり建せ、
(嘸初予篇la―般会計ｓａｒ酋。ｌｚ本ｌ
職兵数の後５に記峻の（）の数lg、町村殴哨、昆
問忿桑からの派遺町員の人数で１．轍邑数には、
折虹･埋随の数もａめて記Ｅしてありｇす、

郡の人Dla47i2=FAとＬ或しか。)

連合施設一覧

を４Ξ包

議会事務同

経及び部内の砺祉全般につい

介﹄ｉ保険の郡一φ化の擢陥ｌ

介護保険の要介咀認定雷盃︑

供用閲始に向けこ︑現在︑ｒ一

環境．衛生課では︑平成旧竿の

の処理叱設が必要となリます

下水遣の普及に伴い︑汚泥

﹁１１１１ＵＩ
て詞否匝究１５﹁咄祉医柵悲

吸を行つでいま一３

松町に治泥策約センターの建

介・ぶ保険でほ︑お竺香りの

談会﹂の運営を行ってい涙す

状恥一む・応じて﹁要介護度﹂包

決定︒しまけ︒介迢暦ほ茄応に
画民でづーピスを受しる時

こ支払う金﹄顎碍が疸りってき

一まけ︑・要介一ａ屁一を決定酋
るた侭認定賑衷会包︑週２回

ま一只来甲度ぢら実尾ざ定

開酋していま酋︒

の介一諮保険の部一本叱に同け

ＩＱ︑今限の４月むら眠︑回２名

・
瀧忿
凪畑
に員
言し
Ｊ︑
﹁﹁
創部
引内
副の
月住匝ぴ同

て李業計画の一宍定︑保陥ｙ郷の

兄と︒ノサイク応の召及促逆を

ごみ焼却諾設の珊台炉の研

4 jl

沃定琴の準襲冨・務き行ウてい

りられる俸制の整僕｀に向け
一段落し︑今後の課題は︑民

Ｍｔｙ
木管の振観にマッチした垂一

習掻島町の２箇所に焼却炉び

現在︑不偏にＧ大桑村と木

凭

一つと共Ｃ︑当初の目的であ・る

い状況の中で︑建・設に向けて

を埋設︑運営しないといけな

ると︑平成２年にほ︑限含炉

あリまけ︒剛用年数等を号・又
ら︑刄月ａ吸の撤云も模索巾

揃甑をよく苓るということむ

看板のヂザイン等の極索を行

図るための・事務を行っていま

間の商業看板となっていま可

事務局
広域
て昌次漂詐帽≒

連ヅ
ゴ
合に
事Ｈ
務勁
局司
は1
﹃1
左9
の1
表１
のよう
れています︒
部内に敷・設されている光フ

ぷk
です︒

㈹センタ・采殴予垠回

部内公共胞設間の光フ？イバ
ーを惹設しま﹂↑￡．．しなし︑
兄凋援術の有勤な活用万法は
固にあっ７．もま．だ研究途上で
す．情報景観室でほ︑木︱に
あった有勅な活哨方丞色計画
立案してい＝｀す
また︑公共蔀板の統一叱収

一禰Ｊ一
門個づ劃≒︒﹃・ご

71

研究が行われています︒
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ジ

←ご・

事業の中から︑主な仕事の
み紹介していきます︒

木習川・一一下流一父流の促進︑
スボーツ医興基金の管箆笛・を
行ウています︒
尽曽では︑ふ留川を縁にし
て愛知り部水迦企栗団との一父
流を砥けてきました︑平成ほ
竿には︑﹁又流のきずなの調

マざ
−−

C§板）

に設置の公μサイン

日詞杓￨

印﹂・忿行い︑以吸︑市吻︒月艮
を姶めとした職員の交流か以
罰にも増して行われています︒
珊采的にほ︑本皆の森抹き
共通の則厘として管理︑涯営

p

栃報景観室
廃棄物対策室
会計室

するための万策を研究中です︒

ｌ

総務課
企画振興課
住民福祉課
環匯衛生課

4︲漕眉ｊＬ
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部クリーンセンター

北部クＵ−ンセンφ一は、水飴

島勣ａ北の？鞭l村で．お金睡出し●
って還堂Ｌています．可燃ゴミ、不

雪昌詰閃匹‰
Ｍ円の経昏がかかリ＝｀すり皆

さんが負担する旧円以外の・経

賓は︑旨さんか住んでいる町

刹で負担をしています︒

‑

揃ゴミの剱蕗．細大ゴ迎の剱瑠とＵ
サイクjﾚａの.スト５∂をしています．

S
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のクせな莉ミまトヽん日っリ部イの日サ｀
I
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き収まで｀中 を紙空位召ク刈ス19だク
おむとすＲｃ 無ヽびのペルのト号け
願スめ゛ボ八料雑ん持品庄Iｿ線でル
ぃ卜てち｜れ で志｀込の民ク沿す、
しッ町ふルこ受｀べし 受をﾔにが
ｺﾞﾐﾋﾟ引､内のｺﾐｰ俘操作
リサイクル豆知識２

リサイクル豆知識1
金届やガラス、ツラステック製品を作るﾓｮ
油は士の申か弓掘り出しています．紀題品は
京から作られています．登届や召油は旭眠
｢ごあるわけではあり求せんし、ホもすくにほ
賤するものではありまな瓦
圖濫か鰐わってしまつた弓、あとはもう伺
も慄ねませんそして、芒ういう時代は、も
う穿≪￨ごきます、

回淵を侈持ちさせるため、国は啓惹の同剌
用て無励使いを渫らす誦唱蟹社会を作名うと
しています。とれ忿リサイウ/Lで芽。便った
物を右う一侭使えるよう｢ごす椚は、一泗か鴻
ることはないわけです昌さ瓦のリサイワ/L
へのこ協力をよろしくお願いしま穿

さ4iΞ吃

奏町]ﾔ

掬齢りりーンセンターｌｉ．上樫町．
嘸冰噛●1.大晶射ＯＳ●Ｉ討で運・Ｌ
ている、可燃ゴＳの廸却鮑錘です

ゴミの量の事

平眠Ｓ隼匿こ南部クリーン

センターこ里められた燃える

た︒

ごみの隋は４干トン余りでし

こみというのは︑ほとん．Ｃ︑

みなさんぢ買ってきて不要に

なっ恐もので廿︒︒包装容器や︑

眼れたもの︑良ぺ残し︑どｎ

５︑みなさんがおＳでお金き

払って貿ってきているので咤

これかー咄で∽円くらいだＣ
Ｉ
考えると︑みなさんは一年闘

にｄ匝円のお金をごみのため

に腿ったことになります︒

?ｻjSi、
センター全景

持込み桐ほ︑腐任ｍ㎏あた

るよ一っになり一ぷした﹃︒

り恥円ですび︑事築酉の乃は︑

ただくことになり一尽した︒

９阿なら印円に・改圧さ世てい

語込みで出せるゴミは一殺

廃棄物で分別収集品以外の燃

えるコミだりです︒布団や力

以下に切って出して下さい︑

−ペット葱・の長いものは印匹

ゴミの摺定袋こ入る位Ｃする︑

と蹴えておいて原けるといい

と志います︒

持ち込みの際こは︑細むい

ﾂﾞ￨

必泣の用忌を必助いしま寸︒

‑

ぐグフィルターを含む排ガス肖度処理尨設
(平眼12年完眼)

‑

‑−
‑・一

ダイオキシン豆知識2
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・

9'イＺ４りンとｌａ．１

撞鯛を９ａ飽め．Å甕９ａ鮑めiZ.￣･
圖？は鯛前炉がａａ９･イＸ４りンｇ禰

ｌ

‑

･識ｓ馥・をい

うＳｒはあ1jまtl瓦．鞠摺埋面1ﾋ咎酋−

生里d2頬圈を圈liまし雄．まー″ﾌり一
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木曽広 肖防本部
望昌‰頷閃広‰

冷●蛮Ｓ消肪拿部li零成９年４月
に発里Ｌ．消訪‐４台、指禰粛３き、
髄急血５台、働励エ作塵１き．撞員
鮪S1名.24時 ･体制で肪災の任に
畠た・ています．
広墟鋼肪では、鳶災裁童・裁勣笏
のIMSに出勤する仙に．火災予防集
雅や蝕賄仙安全対鯛．事Ｓ所や学咎

平成13年度災実状況

･1･愈

1･

Uj，

急｡‥

笏へ出向LJての酋飴や肪災謨鎗の借
導、普及盾励を行い．郡脛の皆さん

胎鮑伺･・￨惑塚4j●加してあり、幽退さね魅λａ
冒歯la、薦・Ｓｇカか墨名多く、曾俘の約4sSl

か安￡･して佳める街づくUIこ金カを
摺くしています.

占めていま酋。
Ｓ・●を蓋鵬Ｌてが邑ll欄酋ａ・でａ腱●｢ま、嘸

.旛股ごとの睡員胞

国琴訟で釦６分で曾が、冰ｌ圃でla倍ｓ釦13eも
がかコてＬ・い・酋。

施設名

人数

木゛広域消防本部
木曽消防著本著

７石

いつどこで、命に閲わる人に居合わせ
るか分かりほきん。その時、その人の
命を救うことか出来るのほ、その

（

場「ごいる函なたかもしれません。

//

北分署

是非、救急講習を受講されるこ

/j

南分著

とをあ勧めします。救急蜀習の開

/j

催や、閲い合世は最寄リの消防署、

32名
１１名
１１名
本曇併任

Ξ岳分遣所

木曽j 消防署本署TEL0264･22‑0119

分唇までお気軽にお閔い合せ下さい。

FAX0264ヽ22‑2929
木曽5 消防署北分署TEL0264‑36･3119

FAX0264･36･2929
救

木凹5 消防署南分署TEL0264‑57･3119

助

FAX0264･57･2929

救肋出動の８割￨ま交通串故によるもので、その
内の｢原とんどか国道19苔線上で発
生しています。交通事故の池に

｣
を火

1

災ｔ

は、水の事故や醗振に挟まれ
火災になった原因の多

た可の眼故｢こ出勁し、述べ

ｌ

くは、たき火や野焼きの不

28人の万を救出しました。

始宋からの火災が目豆ち沃す。
・・冒一

空気の乾慢している季節は､

lt

特￨こ火の胞吸いに汪京しましょう。

胴目︱目ＭＩ

火災予防査察の
実施について

泊防暑でほ事笑所ハー般家庭

否察を行っています

以外︶を刻象こした︑火災予防

この火災予防・査獄とは︑一般

家庇で筥う﹁Ｘの元．■四桟 一の

よ一つなもので︑乖業所の届物

に泗して︑どんな消訪用設備

ぴ必賢か？防火管狸の栽笙ほ

どうむ？灯油タンクの管理は

ど一つか？等︑Ｘ災を禾然に防

J!4Ξへ

ぐ尼めにおこなってい沃す﹃︑

ま恐︑消認薯では消火器函・

左から、消恥タンクＳ、応規柘救急・、政助エ作・

ご理罰とご協力をお即いしほ４

の販売や斡旋︑鳶検等は行﹁．

ておりま世ん．．消防皆を装っ

１

ての・訪問者にほ汪痘して下さい．

Lｺﾞjぷ2J

お祝いし

ぽたシーツー父換罵のポラン

ボー︲ルロ泡池区大会にむけ︑

練詣をざｎていま可．．ゲート

入居者のほきんは︑それぞ

訪問お待ちしてい一

ボール色打つ音が廓務所ほで

足諮の元気なゐ年寄りが夕疸後︑

佳徒きんか交琉のために一一認れて︑

ｎ張り台いをもって生き生き

テイフさんや郡内の中学校の

入居晋のお年奇リＣ聚しいひ

聞こえてくると︑豆を告げる

申ですー

飲必仲悶︑ボうソティア鴛諏

お越しくだきい話拒手︑荼

そんなお￡寄りこぎひ会いに

こちら５元気か出てきまけ︒

とと８を必ごきｎてい尽す

っています

督段の拶勅は距椅子の万でも︒

﹁足腰び・弱ってしまうので歩
きたい﹂と︑白らの希留で膠
康チエックの後︑甲行捧を亜
って歩いてリハビリー行って
いる乃もいます︒
聞けば︑施設の叩でリハビ

リＣ・６リ歩けるようになった

人色見て︑目分もや﹃ てみこ
いと眉われたそうでけ

熾後に介譲灰険Ｍ度胞行む

ら轍２牢かたった中︑介謳状

ど４ΞＫ

と生活されています︒そんな

木習蚕Ξ関の花堰を手入ａ

お任寄リの万逞と訪しＣいると︑

.:！

園一云や子一云等クーフフの活動

とりど

もーんで︑木管寮の内外も色

りのお

いつば

況も日々Ｒわっていほす后

設へのお気づきの点︑要留︑

舌頓等ありましたら気軽に呂

ってください︒木曽広嘔運合

老人福祉施設として︑鄙民の

皆禄に愛される歯設を目指し

て頑張って示いります︒

柿随老、冷一ルでのひととき

Ｚ

謳
！

［

蟹

木雷寮の風物・諺のようでもあ

㎜・

り￨16t7

‑‑

営めるように支援することであり、
入居されているお年寄りに曰々生活

楽しいひと時

の張り合いや楽しみをもっていただ
く為に、様々な行事やクラブ活動を
計画し、行っています。
ます．力

‑−

老人ホーム木曽寮は、寝覚の床か
らも程近い、上松町小野地区にある
老人福祉施設です。

〒399‑56C8上松町肢原2404‑1
TELﾛ264‑52‑2054
FAX52‑2934

渉

Ｆ￡５ｊ

aiia･,「

養護の目的は入居されている方個
人の状態に応じ安定した日常生活を

一フオケや出し物をしたり︑と

上↓一し

･jj

特別養護老人ホームと、養護老人
ホームが併設されていて、現在、特
養には37名、養護は78名、合計115名
のお年寄りが入居されています。
てもにぎやかです︒

中学!lボj ｉ３タ４７とＳ甕j●

円
ゲわ毎朗今まい
｜れ盟はのたで
トる行｀闘｀す

吐jll包￨,ll」

木曽寮

Ｃ発掘調査色始めるまでの協
議や調整などｌ︑各町村及び

財﹃つて何

明朽の紋侭委貝会むら委託を
受けて行っています︒

5jl ︲

︱︱︲
埋蔵文化財あるいは遥跡と
いうと︑吊成氾年秋に発趾し
た旧石器時氏の遺跡ねつそう
事件をご・記噫の方も多いので

遺陪から血土した舗文土器

れた頁吏な又化遺厘で５あり
ます︒
遺跡には︑人々び暮らして
いた播落跡や古墳︑城跡など
時代か池域にＪってさまざま
な５のガありまけ︒それらの
多くは︑池下に垣もれている
こＣか一股的で而ること忿ら︑
理蔵又叱財と唸称され︑又化
財居Ｉ涜による行ａ上の保謹・
保存対象とされていま酋︒

覇副瓢り
ー︲ Ｉ
なとで曖さｎるときほ︑又叱

涜跡の中やその同辺かエ耶

詣昌諧皺言濡≒
財保諾法の定めに従い︑発屁

５大切なここでー︒

一11拓剽い

さて︑遺跨を発掘すると．い

ろいろなごｔノか出てきます

こいフた石勿り木製の遥・貝や骨・

主器のかけらや矢じリー石斧

応︲の哭など︑そして︑竪穴住

居跡勁必雁の跡︑イノシシ．Ｓ

どを捕った陽し穴やドングり

と呼えた阿蔵穴︑里てほゴミ

穴などまで而リ︑７ぺて過丑

の人々の習しぶり色伝凭・る上

での大切な資料になりま一９．

こ羽らの出士物は︑発掘・調昏

きａ︑その錨限は詳しい説明

ぴ終了し赴のちに整理一分類

文ととらに５００追応埋蔵又

化則発掘調歪報包否﹄として

公衷きれます﹃

公４Ξ包

1『ﾉ副
iの事件ほ︑

こうした埋蔵又叱閤が埋も
れている週跨ほ︑全国に29万

埋 蔵匈已毎調査室
調ｉを行わなけれぱなりまけん︒

(約d000年前;

うi92114

ケ所以上あり︑私たちが住ん
でいる本雷台昌；を越

●I一岬

に1iiii＆煮ぞご
･‑

える遺跡の存征か知らｎてい
ます︒

板監野遺釦I

木ｇ徊Ξ明、

はないでしょOty

遺鉛か神ならぬ人の手で︒作
られて しまウた例ごすか︑
本来︑遷跡とな﹁温去の人々
が洒した生活・文化の痕跡﹂
であり︑現代に生きる私たち
にとっこは相先から受け組か

‑〃‑

J.‑'‑.皿
‑

?9
●

"'･･"￣
ａ

‑
．

1

徊元された瑞文土器

出士品の復元作業

９

互
環境センター亮雪‰昆頂ぽ昌8
珊墳センターで1ま．Ｌ皿．●を楯汚毘の収隻と処霜を朽、ています．微４噛を使りて．
下の ･にあるような値罵を行い．屋鎔的に￨まきれいな水にＬて白然￨こ儡しています．
また．姚纒の迪まで出ａ剖水汚−li、髪出きれた後に寵椙肥糾として洒貝されてい
ます．
嘔トイレにはベーバー以外は入れないようにお一いします．
１次処理

前処理
し尿中の石・砂や
ゴミを取りのぞく

⇒

２次処理

し尿を微生物のな
かまたちが食べる
食べ終わった液体を
水と汚泥に分ける

･水の中の小さなゴ
ミを取る

弓》

下水進の普及に伴い、処哩量は平成10
年以降、滅少しています。13年度では、
１日平均、約8万リツトルを処理しました、
一 ︼

1111:
︲

t

牡
高度処理

砂ろ過
活性炭吸着

讐¶珀忿
屁､。、

瑠墳センターから50mllどよに位置します．
揃宸尨雰囲隻の申にも、ご退旛の傭槽￨こ安ら
心の和む瑶墳づくＵに劃めておＵます．

葬斎ｾﾂ罫郷邑

芸r1

ｎ引郵刊

現任は︑串ｉの・記録保存詞

否を主体としなびら︑牢同３

〜５遺跡・総面碩２万ｍほど

の埋蔵文比財・調査こ対応して

今迂度は︑木恨福島町と三

います．

岳杓の遠躊を発屁詞査中で一のり︑

不曽抱昆町の板敷野適跡から

はづでに喝又時代の集落鴎︹釣

１干￡賠︑なごが見つむり︑

大さな成果ｔあげつつあリます．．

一iΞ包
●

埋蔵文化財の発屁罠盃にお

Jln

いてほ︑埋蔵物の保一護・印召

とい一つ観点とこもに︑調査に

要弓る明問や予葬をめぐって︑

院発影冥この整合怯を図﹃

ばならないことも行辰上〃

﹃より艮い︲周逗恥ｙひ︲リ勅率的りヒ

日的な・課ｉこして匡要な点一

︒ ロえるよう︑公共及び民閣専

門機同の有効活用を含めた体

Ｍ俘りち遂めています︒

ｌぶぺ
1戸包｣．

･水の色を取る

加

10

互

文化ホール・教育文化センター

木曽文化公園

〒399･6101日義村4898‑3了
TEL(m4)2M011
FAX(0264)2}8018
Emall:bun㎞＠klsQJigrJp

＝・ドーｔい削−

る
文化ホールでは毎年、―流のアーティストの方々をお招きして、公流を行っています。テレビや映ｉで
は決して味わうことの出来ない感動が舞台芸術にはあります目の前で緑り広げられる迫カある舞
台を体喰下さい。
●浹劇・ミュージカル●
セ･ントか舗まれ．閤明がλ昌とll』詮
罪が●れます．そこli.畠ｓ中で畠

ｒとってもゴースト」6月1211
｛終了しました｝

・た1J . タ茜れＳ−角であったIJ｡
・・・・I■・｜･￨＝･jlJU■＝㎜￨･

靉賢E部詐超%認r若草物語」8月引1

引き込まれてしまいます、
◆ホピュラーミュージックコンサート◆

●加捺･レヒ･ューショー●
−やj]･￨こ111J忿け邑ね昌．種と‐IU.
・冒甕ΞｈてLdlL●gll●￨こ、
｢ｙンダルシ７ヽ偕●ａ鱗ll−｣7lj17｢￨

｢ﾛｼ?

ダランド・レピ．一」11yran
l･‑IJ ●オー
●オーケストラ．

・≒偏掃

ｌ

年に１回ホピュラー系のコンサートをやっています．拓
回人気かありテケフト兌司日には、テントを持ち込んで
前日から並はれる方もいらっしゃるはど.
r谷村新司コンサート」旧j2711（終了しました）
室内楽◆

弦楽箭・警柴器のアンサンブルは．心地のいい
安らぎを．フル編成のオーケストラは迫カ満点，
「第281111木曽,｀l楽祭」８月2211〜2511
弦豪￨rり･R餐曲「ザ・ビートルズ」9J」Hli
束京ニューフィルハーモニック管弦楽l･jl
rスター・ウォーズ交響￨lflj
「タチナ・シエパノワ

‑･

lljj811

ピアノリサイタル」ljJ12611
−￨

‑‑一

１

一

表現する

文化ホールは鑑寅の場としてだけではな≪ヽ喪現する場所でもあります。文化公園か圭
催する参加型6碩鼠や、柿々な団体サークルがここで、……………ぃ
ます。撞舞台に上がり眩ぃスボントを浴びる経験をしてみませんかヮ
木曽バンド祭2oo2

9月8rl

木17j太鼓フェスティバル2002

高校生バンドからママさんバンド、
まであらゆるジャンルのパンドかー

11月24日
毎回お呼びするゲストの演奏に刺激
され、レベルアッブが管しい各団体。
太鼓の音でホールが揺れます。

ｒごSご1
!7j2］
ぶ4ら包

ゝ

帛曽町の南木曽会館にて︑不

平成Ｍ缶５月旧日︵本て南

て市となつた池域で︑合鮮を

町とい一つ四町が対笏合併色し

山町・西紀町・丹南町・今田

兵庫県琉山市は平或ｎ年に碩

第３回合併討議会を開催

︱郡町杓会主催による屋３回

せてい恐︑だきます︒

汲演会より栗点のみ掲蔽さ

した︒

りについてご・講演いただきま

またヘー四併してからのまち︒つく

していく上での経過や苦労︑

乖曽郡合併・討議会が閲催され
ました︒
今回は誦演会を中心に閲催
しぷ人の参加者がありまし恐・
膀師に合供の先進地である兵
賜県咬山雨︵ささやまし︶公営

Ｌ

寡年ijilより、迪き畠Ｓ屈内

さｎて冶り處し差が、7一￨○日
曼1●コて鯛−と怠りました。
Ｓで、‐一極へＳ宸き込必植

冷−ムベーりdaS面麹L.｣庶贈
でご嘔諾＜一'さい。

ても︑大きくなればなるほど

また弱名と芭われる万につい

できる可能性が罪常に昌い︒

一っの自治俸で面ったほうか

めの思いのった澗路埋設苓も︒

きる︑一体的な街づくりのた

施策として実胆するごとがで

辺部の開発﹄を居図的に行改

によリデメツットである﹃周

＝ｃく啓るこ七ではない︒台併

一曾併というのほただ巾に大

るこ合鮮は並まない﹂

わだ句︑わか町かと呂ってい

の精呻でなけれぱ進まない︑

﹁合併というのほ相互互譲

合併は相互互譲

￨ごll41』き俐き同●麹ｇガａａ

尋門蔵両の採用や︑強叱によ

合併は街づくりの

スタート

﹁メリッｋ・デメりットは

さ当にあるのか︒私は合併に

合併は特効薬

ではありません

万が合併に関してほ︑何を聞

﹁合併して住民の約Ｓ％の

いても﹁わからない﹂とい一つ

メリットーデメリットはない
と申し上ぼています︒

の住民が舎併してよなった︒

ことでした︑残りＥから釦％

台叫というのは手丞であワて︑

残りの住民は︑反対であると

いうことでした︒

ほ合俳成功であったと私店思

なばりからないのか︒これ

っており116b

QO併というの

ヅトに変・叉ていくのか町杓合

リットと召わｎるものをメリ

ートさ世るものである︒︒デメ

合併によって街つくりをスタ

ッハがないのか︒

なぜ合併にメリットこァメリ

兵疹県篠山雨庁翁

併だと思い社す︒﹂

ほ特効薬ではありまぢん︒含

併して失敗だっ尼︑匯功だっ

恐というの は田年から加竿は

むかるガミ今は﹁わか５尽口

と抱一っのか正解だと私ほ９い

ただ住民の皆さんに迷感を

ます︒

かけることは︑いけない︒迷

篠山では窓□案務とか︑住

惑をなけたら＆併ほ失敗です︒

匝サーピスの貝は低下してい

ないというのかほとんとの意

腿でございＩＳｂ 合は合併の

ためＣ宙づくりをしている︒

これが台の瞳山市住民の率屁

ｇ意見だと思ってあります︒

さ４Ξ包

企塾部畏上田多紀夫氏をお

涙
l晦柵兪働￨

お知らせ

リ橿祉到指か充冥していく︒﹂

ii･4TL

詔きし︑﹁雨町村合併とまち
づくリ﹂Ｃい一つ演題のもＣ講

11

１２

北部タリーンセンターより料金改定のお知らせ
９月１日きＳゴミの指込ゐ料金が習りま酋。

ゴミの種類
一股家庭

事業者

50Kggで無料

20QKgまで用料

粗大ゴミ(可燃･不燃)

10㎏210円

10kg

一般ゴミ(可燃･不燃)

10㎏司円

ID㎏40円

一般ゴミ(可燃･不燃)

備

改定前

改定後

粗大ゴミ(可燃･不燃)

考

超過10㎏につき120円

超過10㎏につき40円

120円

※毒業者とは、事業を営む万、営業者｛個人で店舗等を営む方）１いいぽす。

‑‑

第２回臨時議会を開催
5月26日（水）午函10時よリ木領文化公園の第2会議室
で臨師議会か開催され、「消防救助工作車の契約締結」

芦７礁
̲＿∠4̲
･i;て
，

開催し、Γ介護保険事業剖画の仕組み」「住民基本台帳
情報ネットワーク」r町村含併」について協議しました。
連含議会とは
町杓議会から選出された30名の議貝から構成され、
年４回の定例会を主に、必要に応じて臨時会、
晏員会を開催してい・す。

広域連合消防職員･採用試験のお知らせ
１採用予定人員

消防吏貝若千名

２勤務地
３受験資格(年齢)

木囚広域消防本部、木曽消防著、北分著また￨ぶ南分暑

(学歴)

昭和52年４月２日から昭和60年４月１日に生まれた万
高等学校卒業（見込みを含む）もし＜13同程度以上の学力を
有していること

４試験区分

初級

５試験内容

一次試験平成14年９月22曰（曰）午前９時か５
曰義村、木曽文化公置こて

郷
‑/ゝべ=が
●dx−・
弓
ン………

一般敢養試験、消防適性検査A、体力検査
二次試験小論文、面接
三次試験面接
平成14年了月16日から８月15曰に、広域連含総務課まで提出。
詳細な募策要頃及び受験中込震「孔広域運合事務局、各町村役場、
広域消防本部､木曽消防暑､北分署及び南分暑に用意してあります。

本論２間するご窟毘・ご盾想をお龍軽にお槽せください。次§の●老にさせてい1!1!きま酋。
〒Sgg‑6101晨野県木健郡日‐封489S‑37
TEL
0264‑23‑1050
FAX 0264‑2S‑1052
E･mail soumu酋kisoJi､lr.Jp
ホームベーりhttﾛ1ﾉﾉｗｗｗ､ｋｉ圓cj.ccmﾉkisokoikiﾉind●xhiml

−︲

６願露受付
了その他

．

｜

I.ヽ1
1戸

を議決し、議了しました。また閉会後に全員協議会を

