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欄干の設置工事で終了︒
年３月議会に続き９月

議会では︑今年２月５日︑
国が示した統一的基準に
より５年に一度の﹁近接
目視﹂による点検結果を
ふまえて今後の整備方針
を質問しました︒道路公
園課長は︑﹁点検結果を
ふまえ精査した結果︑４
段階中３段階であった︒

年９月 日に橋の

木川にかかる清川橋は︑

前ヶ貫と落合を結ぶ成

セットで清川橋の架け替

処理場で受け入れる話と

梅市の下水を飯能の終末

小山市長時代には︑青

がら計画書から消えてし

０００万円を位置づけな

調査︑予備設計の予算２

のための測量委託︑地質

﹁新年度から清川橋架け

と答弁︒また︑市長から

より着手・着工したい﹂

た︒結果を尊重し︑来年

橋げたに劣化が認められ

の幅員と︑歩行者の安全

送道路であり︑十分な橋

８号線は災害時の緊急輸

の声と同時に︑市道１︱

清川橋の架け替えに喜び

３段階というのは︑橋脚・

完成を祝う落成式が行わ
えが浮上したこともあり

民が総出で元に戻す作業

びに木橋が流され近隣住
よ来年度から計画的に着

橋の架け替えが︑いよい

え老朽化がはげしい清川

して状況説明に終始しま

ほしい﹂という質問に対

か︒明確な理由を示して

月議会で﹁なぜ消えたの

年６

した︒地元では︑待望の

したい﹂と答弁がありま

替えのための作業に着手

出されています︒

をお願いしたいとの声が

確保のために歩道の設置

昭和
れ共用開始されました︒

を切り返し大変な労苦を
手・着工することが金子

した︒

まいました︒平成

費やしてきて︑何として
敏江市議の一般質問で明

年を迎

ました︒今年で

も﹁永久橋﹂の建設をと
らかになりました︒

車で帰宅途中の女子高校

前︑清川橋の橋上で自転

数︑橋の延長︑緊急輸送

すべての橋の内︑架設年

飯能市にある４２９橋

学校が

年４月に統合し

吾野︑東吾野︑西川小

日

東吾野小学

なかでも

れました︒

日に開催さ

小学校が

に︑東吾野

学校が

野︑西川小

となった吾

統合前の最後の運動会

生まれ変わります︒

て︑奥武蔵小学校として

１３４年の歴史・
東吾野小
学校統合で最後の運動会に

当時の飯能町に陳情して

生が車に追突されて亡く

道路としての位置づけの

点検結果は橋脚劣化

なる痛ましい事故がおき

３つの基準で１４０橋を

年

金子市議は︑およそ

て︑その時から︑道路幅

選び出し

橋を

の狭い橋の拡幅や架け替

調査︒ここに清川橋も入っ

年度当初予
算に１５００万円計上さ

ところが︑

であるという答弁でした︒

ており︑緊急度の高い橋

年度に
えをくり返し求めてきま
した︒
清川橋ほど紆余曲折が
年度に﹁飯能市総

あった橋はありません︒
平成

校の歴史は

大相撲秋場所は︑
横綱大関陣の頑
張りで久しぶり
に見応えがあっ
た︒休場明けに
もかかわらず全
勝優勝で前人未
踏の 回目の優
勝と幕内通算１０００
勝の大記録を達成した
白鵬︑ケガで７場所休
場から復帰した稀勢の
里は︑ハラハラさせな
がらも 勝で幕を終え
た︒一年以上も土俵か
ら離れていたにもかか
わらず︑見事な復活に
大きな感動を覚えた▼
古く︑１８８４︵明治 ︶
大記録を更新中の白鵬
年に開校しています︒１
はインタビューに﹁相
９３０年代のピーク時に
撲の神様が私に微笑ん
５００人以上いた児童は︑ でくれた﹂と粋に語っ
ていた︒相撲は土俵上
地域の過疎化とともに減
の仕切りから立会まで
少し続け︑本年度の児童
に徐々に緊張感を高め︑
数は 人となりました︒
どちらが立ち合いを制
歴史ある小学校の最後
するかで勝負が決まる
の運動会ということで︑
と言われている▼仕切
多くの住民が応援に駆け
りの制限時間は幕内で
付け︑近くの東吾野医療
は４分︑この間に相手
介護センターのお年寄り
の力量や攻め手を観察
し︑一瞬の立ち合いに
なども車椅子から声援し
全精力をかける︒ほと
ていました︒
んどの場合取り組みは
小さい学校らしい競技
数秒で勝敗が決まる▼
も多く︑先生方の手作り
かつての大横綱の大鵬
の障害物競走︑父母︑教
は﹁稽古という基本を
員︑来賓も参加した ｍ
日々︑積み重ねること
走や綱引きなど楽しく︑
が一流への条件である﹂
思い出深い運動会となり
と言い残している︒白
鵬もしかり︒

飯能駅北口
10月１日から横田基地に危険なCV
−22オスプレイが配備されます。
飯能市の上空は、夜間、低空、山
岳飛行の訓練空域にされようとし
ています。緊急アクションに是非、
ご参加ください！
呼びかけ：飯能市平和委員会

ました︒
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それまでは大雨が降るた

横田基地配備反対！
緊急アクション
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年度に︑架け替え工事

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@
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飯 能 市 委 員 会
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実現した橋です︒

老朽化した清川橋
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阿須山中の無謀な計画！
が公式戦可能なサッカー

新井たくみ市議の一般質問
新井市議は︑市土地開
発電施設を設けた事業収
入でまかなうとした提案

地を取得する以上︑取得

な措置だと考えています︒
しかし︑市民の税金で土
釣船草︵ツリフネソウ︶

資金調達や事業運営費等

にあたっては市民の納得
が得られるものでなくて

吊船草の方が正しい様に思います︒

業者の責任で行うことと 財務部長 事 業 者 も 関
している︒地元説明会は︑ 係機関と相談している︒
設計等の方向がまとまっ
も記載した事業収支計画
書を提出させ︑資金力等

はならない︒

濃いピンクと独特の形は︑見た目の派手さと違いお

いことを前提に位置の調

周辺住民の生活道路となっ
ていることから使用しな

分見極める必要があるの

があるのかも含めて︑十

担や万が一の事故︑経営
破綻など︑その負担能力

解散にすすむことは必要

ら︑債務をなくして公社

て債務が嵩んでたことか

わが党は︑土地開発公
社が取得し︑塩漬けになっ

で買い戻しをすること︒
現在の特別な構想はなく︑
取得後に検討する﹂とい
うものでした︒﹁市民の
億円で取得すると

反対してきました︒

土地開発公社とは
地方自治体が秩序ある
整備を図るために必要な
土地等の取得及び造成そ
の他の管理を行わせるた
め︑設立することができ
る法人︒
市土地開発公社の理事
長は大久保勝市長︒議会
の議決なしに土地の先行
取得ができる︒銀行等か
らの債務で購入するため︑
多くの利子が嵩んでいる︒
飯能市は一時１３８億円
もの債務をかかえ︑国か
らの指導があり︑財政健
全化計画を作成していた︒

会場

前︶

時

分

飯能市市民会館

分︵開場は各

時〜②

月 日︵土︶

２回上映①

上映日

映画 米軍が最も
恐 れた 男 ー そ の
名はカメジロー

８０ ０ 円

をみんなでみる会

主催／映画﹁カメジロー﹂

り

市内 に プ レ イ ガイ ド あ

小中 高 学 生

当日 一般１２００円・

小中高 ８００円

前売 券 一 般 １ ００ ０ 円

小ホール

からかも？

種として扱われない

に立ち入らず︑園芸

など︑人の生活圏内

す︒それは︑畑や庭

象が少ない気がしま

すが︑思いの外︑印

場所で良く見かけま

山間地の湿気の多い

淑やかな花なのです︒

える事から付いたと言われるが︑そうだとすれば︑

名前の由来は︑花の形が帆掛船を吊り下げた様に見

た時点で速やかに開催す
るよう指導していく︒
の審査もしている︒事故

地取得にあたっての議会

身近な里山を自然公
園として整備を

への加入を準備している︒ 答弁では︑﹁土地開発公
社の解散に向けて 年間

年度の土

等の対応としては︑保険

発公社が︑平成２年に約 場運営を︑大規模太陽光 メガソーラー設置に
よるサッカー場建設
は問題が多い
ヘクタールの山林を
億円で取得していた阿

た︒この事業者に年間
新井 今 年 の 豪 雨 災 害
万円で︑貸つけることで︑ において︑太陽光発電の
現在︑協議が行われ︑７

年度から︑ を最優秀事業として認め

年間かけて

須山中︑平成
億円で

取得︵毎年２億円ずつ買
い戻し︶している土地活

税金

いうのに︑取得後つまり

被害が多数見られたと言 新 井 無 謀 な 計 画 を や
うことが報道されている︒ めて︑身近で貴重な里山
として︑地元で整備して

年後に検討するという
のでは︑市民に納得が得

日に覚書を締結した
市は把握しているか︒

いる遊歩道や整備された
青梅市などの森林と歩調

用について質問しました︒ 月
とのこと︒進捗状況と今

財 務 部長 西 日 本 豪 雨
ではメガソーラーパネル

見込んでいるか︒また︑

肌に設置されたパネルが
流れ落ちたり︑流された

財務部長 議 会 か ら も
自然公園でない活用方策

後のスケジュールについ
て︑完成年度をいつ頃と
進入道路について︑どの
ように考えているのか︒

パネルが山積みにされ︑

の検討もご意見・ご提言

進捗状況と地元説明
会は
新井 市は︑昨年９月
に﹁阿須山中土地有効活
その場合︑土地買収︑工

感電の恐れがあることな

もあったことから︑庁内

られない︒自然公園だと

用事業﹂として民間から
事等で飯能市の負担はな

どを確認している︒災害

で様々な視点から協議し

を合わせて︑整備する必

提案を公募し︑市内でサッ
いのか︒そして︑地元説

対策は大変重要なことで

た結果︑﹁市有資産に関

も甚大な災害の一因︑山

カーやダンススクール事
明会は︑いつ頃を考えて

あるので︑しっかりとし

査・検討を進めている︒

ではないか︒
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要があるのではないか︒

業をすすめる﹁一般社団
いるのか︒

これらの一切の負担は事

14 13

24

してもその構想くらいは
示すべきだ﹂と指摘して

法人飯能インターナショ

定した︒

年度からグランド整備

新井 ８ 割 ほ ど が 北 向
きの急斜面で発電効率が

わが党の態度と
基本的な考え方

年度完成を目

に着手︑

非常に悪い︑工事費が多
額に及ぶ︑非常に危険だ

する民間事業者提案制度﹂

ナル・スポーツアカデミー﹂

17ha

10

24

駿河台大学

10

10

を活用し︑地方創生に資
する活用を図ることで決

飯能南校

20

87

指している︒進入道路に
ついては︑阿須自治会館

30

からの市道は幅員も狭く︑ と考えられる︒工事費負
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財務部長
年 度 に 測 た対策︑対応をすること
量︑設計︑図面の作成︑ について︑指導していき
メガソーラー発電手続き︑ たい︒

阿須交差点
県道富岡入間線
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