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九日

＋三日

教育委員会

知事選告示

先生歓送迎会

幼稚園開園式

霜条ポンプ入魂式

千手婦人会役員研修会

土地改良区総会

橘．上野婦人会総会

家庭の日

＋七日

川西町運転者講習会

．

赤谷消防緊急自動軍入魂

保育園入園式

＋九日

役場︵学校・診療所︒保育園等

は修正申皆讐を擬出することがで

等があったことに気がついた場合

とで︑申告もれとなっていた所得

したが︑確定申告書を提出したあ

日以降の分について︑特別の場合

物晶等の購入には︑発注書兼請

以内に限つて正当な税金になおし

確定申告書の提出期限から一カ月

納めたことに気がついたときは︑

また︑まちがって余分の税金を

きま寵

求書を発行しますので︑納晶の際

てもらうよう更正の請求書を提出

署に用意してありますので

正の請求書の用紙は︑税務

これらの修正申告書や更

することができますわ

納期は4月30日まで

自動車税︵第一期︶の

︵十日町税務署︶

ご利用ください︒

室島の半田タニさ九︵60

心暖まるプレゼント

才︶は余暇を利用して趣味

だまを︑

で作ったたくさんのてまり︑おて

乙の贈り物は関係者で協議の上

と町社会福祉協議会に寄託された

千手小学校の特殊学級におくられ

月末は土曜日でもあり︑収納機

りの銀行︑郵硬局︑財務事務所窓

たいへん感謝されている︒

口を通じ納付してください︒
︵十日町財務事務所︶

ゴキブリな

ど︑衛主害虫の駆除およぴその発

越冬した蚊︑はえ︑

修正申告や更正の請求

主源の除去︑ねずみの駆除を実施

してくださいo

昭和四十任度分所得税の確定申

﹁四十年度分﹄所得税の

害虫とねずみの駆除

関が乙みあうので︑早目に︑もよ

恵まれないこどもたちに
します︒

から︑ぜひ納期完納をお願いいた

ろお手もとに届く予定です

納税通知書は4月 日ご

た︒

限が一カ月くりあがりまし

ことしから第一期の納期

口座振替支払いいたします

支払いはこれまでどおり

ください︒

氏名及ぴ請求者印を押し提出して

絡いたします︒

を除き統一いたしましたのでご連

含む︶への請求書の用紙を四月一

商店のみなさまへ

一＝一＝︸＝︸＝＝一＝二一＝＝＝二一＝＝一＝＝＝＝＝＝＝咽＝＝＝＝＝一＝＝一＝＝＝一＝一＝＝＝＝⁝＝＝

公衆衛主推進総会

稲作講習会

教胃委員会

国民托金委員会

幼稚園説明会

八七六五四三二一
日日日日日日日日

告書の提出期限は3月路日までで

タ
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1顧

その他合わせて十二万五千円ほど

千円の減となったほか︑財産収入

い貸付金元利収入が百二十五万一

に︑地万産業育成資金の減額に伴

を削減し︑新規事業として橘中深

減になったほか︑才出全般を通じ

け予算化して︑みんなに喜ばれる

井戸工事費百三十万円︑川西中校

て食糧費を一率に半減し︑結局才

七千円増︑土木関係寄附七千円の

として町有土地売払収入二十四万

よ・つな財政の行き万にするかとい

長室床張替及ぴ自転車置場三十八

円の減となったものである︒

出総額において差引九十九万七千

ー町議会報告﹂①
・っことなのであって︑町長ひとり

万円が計上され︑なお上野小給食

新年度の予算成立
の判断で処理すべきではないと思

施設四百五十万円を四百万とし︑

●

●

●

●

●

い︑議会人と役場人から一丸とな

三月定例会十八日に終わる

●

●

三月三日以来休会中であった第

O

●

増等を差引きして︑才出と同額の
一億九千六百四十一万七千円とな

●

●

次に才入については︑まず臨時

●

●

地万特例交付金三百万円を百万円

●

●

新たに千手小屋上修理十万円︑仙

●

●

田小体育舘床張工事費四十万円を

●

●

って骨を折ってもらったものであ

●

●

る︒﹂と述べている︒そして﹁四

●

●

主委員長の審査結果報告ののち︑

●

●

質疑︑討論を経て採決の結果︑委

●

●

三回定例会は︑予定どおり三月十

●

◎

っている︒

●

●

に減額し︑地万交付税を二百万円

●

●

計上した︒

●

●

五年前に〃いよいよ一億円の予算

0

●

員会報告どおり可決され︑午後四

●

●

七日に再開された︒注目の四十一

●

●

次に︑衛生費から賃金︑需用費

●

等を削減して新たに千手診療所へ

●

を組みました〃と言ってその時は

次に︑商工費の地万産業育成資
出稼ぎ中の社会保険と国民年金
金について県の貸付金が六十万減 ︑の関連について︑あなたはご存知
の百四十万となったため︑町預託 ですか︒次に該当するときはすぐ

老令︑障害︑母子福祉年

問い合わせてから申し出てくださ

年月巳が不明確の場合は就労先に

月日を正確に申し出てください︒

出かせぎ中の国民年金加入はどうされたか

●

威張ったものだが︑こんどは二億

旨動車購入のための繰出金として

●

時五＋四分この日の会議を閉じた
の予算を組んで悲しまねばならな

百三十万円が計上された︒衛生費

●

年度︸般会計予算は︑結局一日に

てそれぞれ土木厚生及び産業経済

翌十八日は︑まず︑国保施設︑
農業共済事業の両特別会計につい

の両委員会から報告がなされ︑い

出稼きの皆さんお帰えりなさい

申し出てきめられた手続きをして

長い間ご苦労さまでした︒

第︸に教育費が大きく変わってい

金も同額を減じて元利合わせて百

ください︒

ります︒郵硬局で鉦金を受領した

また︑五月は定時届けの月でもあ

五月六日は福祉任金支払日です

金を受けている皆さんへ

︵社会係︶

る︒すなわち小・中学校費︑高校

二十二万五千円の減となった．︑

い︒

つついて新規に提出された﹁消

費から賃金︑需用費︑原材料費︑

となっている︒

増額して六千九百万円とした︒次

一万 七 千 円 と い う 額 で 議決され た

提出されたものより総額において
約百万円少ない一億九千六百四＋
くなった︒﹂と容易ならぬ財政難

議事は︑まず休会中に行なわれ
ずれも原案どおり可決︒以上で常

変わった点のおもなものは次のと

は差し引き百二十三万八千円の増

任委員会に付託した案件は全部議

おりである︒まず才出については

防団設置条例﹂ ﹁町立幼稚園設置

備品購入費等について二百万以上

当初提案されたものと比較して

て委員長から報告が行なわれ︑こ

た各常任委員会の審査結果につい

了した︒

を訴えていた︒

れについて補足質疑ののち︑討論

最初に請願陳情合わせて十四件が
いずれも原案どおり可決した︒

条例﹂等四件の条例を順次上程し

採決の順序で議決されていった︒

の結果︑ ﹁千手小学校児童机購入

その他土木費から賃金︑需用費

第三回定例会に付議した請願陳情一覧表

あなたは出稼ぎ中において厚生

ら国民任金証書と印鑑を持参の上

厚生年金などに加入し
ていた人の場合

相次いで上程され︑それぞれ採決
以上でこの定例会に提出された
すべての案件を議了したので︑会

厚生任金と田民任金はいずれも

年金等に加入■していたでしょうか

結果

保留

採択

名

文千手小学校校舎屋上修理に関する請願

件

文千手小学校児童机購入に関する請願

その足ですぐ届け出をして下さい

号裟

一四総

三土
陳情一土

採択

交高原田部落消火用水路整備助成に関する請願採択

．は両制度とも岡⁝のものです℃し

老後の保障を臼的とし︑その趣旨

五月六日午前九時i午後五時まで

＊定時届受付日

文伊友部落防火用水槽設置に関する請願

上野地区

仙田出張所

橘出張所

農業センター

所

＊場

橘日倉地区

採択

仙田地区

る驚

厚消防用水路並ぴに町道田中寺尾線改修に関す

年金等に加入していた期間は国民

千手地区

採択

文橘中学校深井戸掘削に関する請願

年金をやめていただきます︒もし

五月六日以後は役場社会係へ︒

＝⁝訂正とおわび葦＝

将来両制度からの支払いはされず

役場社会係

両制度に加入していたとしても︑

畜仙田小学校．仙累学校完全給食に関する採択

厚生任．金だけが支給されますので

第89号﹁かわにし俳壇﹂掲載句

採択

中数藤ひさほさんの作品を次のと

採択

をして二重になっていた期間の国

経養魚池・越冬槽新設に関する助成請願

民任金保険料は返金いたします︒

﹁鮮提げて急ぐ家路の雪解霧﹂は

あやまりでしたo

﹁鱈提げて急ぐ家路の雪解需﹂の

おOノ請正しておわぴいたします︒

・で厚生年金に加入していたか︑年

なお︑就労期間中いつからいつま︐

該当する万は︑印かんを持参し

π上野小学校給食棟新築等に関する講願
成に関する請願

採択

経千手土地改良区並ぴに橘土地改良区霧錺採択
文上野．橘有線放送電話事業に関する請願

採択

厚童子ケ島揚水機災害復旧に対する補助金交付
講願︵継続審査分︶
採択

厚発電所通り舗装促進陳情

て社会係まで申し出てください︒

その間の国民年金をやめる手続き

請願

厚中仙田部落長期季節保育所設置に関する請願採択

加入することはできません︒厚生

たがって︑両制度に対して同時に

土総総総総

に関する請願﹂が保留︑他の十三

件についてはいずれも採択という

期一日を残して正午過ぎ閉会した

一般会計予算の成立まで

百万円縮少

当初案より

委員会の報告どおり議決された︒

次いで新年度一般会計予算を上
程 ︑ 各委員長から審査結果 に つ い
て詳細な報告があったのち︑中村

町長からその後の経過について補

昭和四十一年度一般会計予算は

論を経て採決が行なわれた結果︑

才入才出とも一億九千六百四十︷

足説明が行なわれた︒つづいて補
足的に質疑が行なわれたのち︑討
起立全員で原案どおり可決され︑

これは三月一日に提出された当初

万七千円とい・っ額で成立したが︑

は︑再開議会における補足説明の

七r五四三二二

〇九八
総土総

産総産

ここに四十一任度㎝般会計予算は

次に︑災害復旧関係の債務負担

中で﹁先般提出した予算は︑取り

の案より九十九万七千円少なくな

行為の補正だけを内容とする昭和

あえず係りがまとめたものであっ

予定どおり成立した︒時に午後四

四十托度︸般︑会計補正予算を上程

て︑細部について町長査定を経て

っている︒これについて中村町長

議決したのち︑なお時間の余裕が

えないものである︒要は財政難の

時一分であった︒

あったので︑臼程を追加して新年
度 国 保 事業勘定特別会計予 算 を 上

中で住民の希望するものをどれだ

いないので︑必ずしも原案とは言

程した︒まず︑付託された土木厚

■

番

（2）
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ー町議会報告ー②︐

四十年度予算を補正
年度最終日に臨時会
第四回臨時会は︑三月三＋㎝日に招集され︑会期一日で四十任度一
﹄般会計補正予算ほか三件が議決された︒定例会閉会後わずか＝週間足

挙費として計上されており︑仙田

．請求審査費︑橘土地改良区総代選

増額したもの︒これは先般の定例

ついて一回百円のものを二百円に

火災の場合のいわゆる出動ま当に

として認定したもので︑以上いず

見部落へ通ずる路線を新たに町道

認定は︑

て改正したものである︒また町道

も引続き新潟県内に居住し︑転

からまだ三カ月にならない人で

但し︑川西町に住所を定めて

︸

定の手続きを経て︑転居前の市

挙人名簿にのっている人は︑

居前の市町村で︑現在有効な選

で︑三カ月以上になった人︒

ら︑住所期間が四月＋三日現在．

中学校放送設備工事費としての十

会において︑この手当が安過きる

れも原案どおり可決されたo

．せん︒

に登録されていないと投票できま

国道仙田線若の窪から平

九万八千円は︑県費補助五万円及

という指摘があったことにこたえ

円を加えて財源としたものである

四月十二日まで
県知事選挙にっいて

補充名簿の登録申出は

ぴ地元寄附四万八千円に町費＋万

その他各款項にわたって時間外勤
務手当の過不足を調整し︑余つた
財源九万九千円を予備費に追加し

挙権があって︑まだ名簿にのって

月二十七日から三日間縦覧され

できる最終日に当たるからであるが︑︐例任行なっている専決処分等の

らずで招集されたのは︑この日が任度末であって四十任度予算を補正

いない人のため︑新たに補充選挙

は︑

三月＋二日午後五時までに川．

今回の補充選挙人名簿にのせるに

有無を確認しで︑ください︒

今回作る補充選挙人名簿は四

て収支を合わせたもので︑才入才． 咋任十一月県知事選挙が執行さ

人名簿が作られます︒

町村で投票ができます︒

万法をなるへく避けて︑議会の審議を経て補正すべきだという当局の

れてから半任︑本県知事が去る三

このたぴの選挙にあたって︑選

万針による措置であるo

月二十八日に退職の申立をしたこ
ろにより︑投票日を五月八日とし
選挙期日の告示が四月十三日に行

とに伴い公職選挙法の定めるとこ

万五千円となったo

﹇回二百円に

人です︒

この名簿に登録される人は︑日本
国民であって次の事項に該当する

出とも︑累計二億二千七百三十四
のとして︑知事選挙等の県支出金

十二万八千円︑仙田中学校放送施

設県補助金五万円︑同じく地元寄

消防団員の出動手当

ますから︑その期間中に登録の

九十六万五千円の

補︑正増

1

帯主が印かん持参の上登録の申

・西町選挙管理委員会に本人か世

本任四月＋三日現在で任令が

なわれることに決定されました6

十一任四月十三日までに出主し

満二十才になった人︒ ︵昭和二

選挙負担金九千円等があり︑減と

みなさんから明るく正しい選挙
を行うため御協力をお願いします

附四万八千円︑橘土地改良区総代
は︑消防団関係の条例改正一件︑

補正予算の概要は︑才入におい
なったものとしてインフルエンザ

た人︶

て補正増コ百四十二万五千円︑補

予防接種が中止になったための手

◎補充選挙人名簿について

補正予算以外の議快事件として

五千円の増︑才出においては百三

正減百匹十六万円で差引九十六万

いる︒条例改正は︑消防団員の水

町道認定一件その他㎝件となって

︵川西町選挙管理委員会︶

出をしてくださいo

数料収入の減二十六万円︑があるo

＊＊＊＊＊来＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

川西町に住むようになってか

才出については︑南北沢災害復

2

十九万二千円の補正増に対して四
旧地元負担金の償還にあてるため

選挙権があつて︑も︑選挙人名簿

く 九 十 六万五千円の増とな っ て い

＋二万七千円の補正減で差引同じ

べき小冊子を発刊した︒それは︑

クでいうと月曜臼が︑時間帯でい

かったのは八月と＋一月︑ウイー

軽傷を負った︒事故がもっとも多

半数以上を占めており︑運転経験

ら二十四才までの青少任が全体の

起こした運転者の・つち︑＋六才か

安全の指導や教育をし︑道路環境

ける︒違反や事故を防止し︑交通

わたくしは︑交通モニターの関
係でいつもメモ帳を携帯して出か

きた︒ ︸名が死亡︑二十一人が重﹄ ぴ出した︑などであったo事故を

昭和四十任度に発生した交通事故

だれが死ぬのか

十万円が計上されており︑才入に

付金から支出する補助金として五

だ︒ときにはカメラを使うことも

の整備改善をはかったりするため

おり︒才入についてな︑災害復旧

ヒモつきで交付されている特別交

寄附として計上された二十九万円

るpその内容のあらましは次のと
開係起債の百■二十万円増額に伴い

二任︑未満の者がいちばん多く事故

十日町警察署が︑まことに驚く

．国︐庫︐補助及ぴ分担金が同額減とな

うと午後三時〜四時︑五時〜六時

が郡土地改良協会へ負担金として

ったほ か 郡 土 地 改 良 協 会 負 担 金 に

に見ると︑六才かあ．・十五才までの

を起こしている︒板害者を伍令別

ある︒違反を目撃したときはその

七時〜八時が多かった︒とくに注

つど注意しているが︑それでもき

目しなければならないのは︑雨や

学童が少なくなったことがめだつ

いてくれなかったときはメモにと

の状況をまとめたものであったo

ているo学校当局の

支出が予定されている︒選挙費の

雪の日よりもよく晴れた見通しの

安全教育が実を結ん

あてるための寄附二十九万円の才

きく日に︑またカー
の悪路よりも︑りっ

ないことだが︑現代に生きて車が

ブや坂道やデコボコ

ことがわかつたoことしも︑この

ぱに舗装された面線

のはだれしもの願い︑それなのに

といって事故が起きたでは困る︒

あるかきり不可能に近い︒だから

おり︑とくに︑死亡者の数が県下

川西町でだれかが事故を起こし︑

コースに事故が多かったことだ︒

もちがハンドルをにぎタ︑せ︑いつ

オレにかぎって大丈夫だという気

川西町の臼動車運転免許所持者

歩行者の順で起きているが︑その

事故は︑バイク︑普通貨物車︑

ないと平気で違反し︑いささかも

しかなれっこになの︑警察宮がい

だいじなのはひとりひとりの良心

τつだけある︒それは車を運転し

は三千百四＋七名︒昨任度は︑貝

たのに大きな事故を起こ甘℃いっ

この︑ききなれたことばをもうい

に交通法規をよく守りましょうo

ぱみ橋か〃．・原田までの県道で＋四

っていた︑

原因は︑︑徐行しなかった︑酒によ

ちどよくかみしめてみたい︒

フキ見運転していた︑

件︑上野から山中までの国道上で

たいど・ついことなのかo

四件︑合わせて十八件の事故が起

運転が未熟だった︑急に道路にと

罪の意識をもたず︑まさかと思っ

だ︒運転者も歩行者も︑おたがい

天寿を全うしたい

絶対に事故を起乙さない万法が
だれかがカタワになり︑だれかが

にユダンというべきである∪

家まずしゅうして何とやち︑まさ

だ結果であろう︒

てみれぱ恐ろしいことだ︒

死んでいくことになるのか︑考え

＝︑一十四警察中の上位を占めている

データーによると十日町署管内の
交通事故発生率は鉦ねん上昇して

期日⁝五月三日
時間⁝午 前十時 より
場 所⁝川西中学校体育舘
該当者⁝昭和二十年四月二日より
昭和二十一年四月一日
生れまでの人
ゆ

その他⁝服装はでぎるだけ

の︑心をオニにして通報している

十二万六千円は知事選挙費︑監査

一︑

一一︑

三︑

四︑

五︑

簡素にいたしましよう

川西町公民舘

入増があるβほかに増となったも

成人式のおしらせ
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−ひ・

．鋤 ．

ることになっていますo しかし当

事者の合意によって︑硬利な裁判
所を選ぶこともできるよ・っになっ

建物の建築︑除却の届を忘れずに

のこと︵一︑二級︐建築士︶

︵建築基準法第十五条による︶
建築主が建築物を建築する場合

▽異動△

産業課長

南雲春雄︵農林係長︶

国保衛生課水道係畏

和久井

守︵農委係V

数藤彦三︵教育係長︶

または建築物を除却するときは工

ています︒

事着手前に役場経由で県知事に届

2配置図

−附近見取図

小作関係や農地に関係あるも
って口頭で述べてもよいことにな

れができないときは︑裁判所へ行

−附近見取図

の場合設計図二部

ω床面積︸OO㎡︵三〇坪︶以上

左記のとおりです︒

円をご持参ください︒︵土木課︶

はありませんが印鑑と手数料50

㈹除却届け出の場合は図面の必要

外に建築主の印鑑と手数料50円︒

幼稚園教諭

▽新採用△

3各階平面図

▽退職△
渡辺千恵子

領

︵財政課︶

三

五二

︵4月−日付︶

高橋リヤゥ

中島町

たかさごー御円満に

山田信︸

京都府から

育郎

馬場ヒデ子︵保育園︶

幼稚園助教諭︐

渡辺きぬえ

蔵品寛子︑同

菖橋敏行︑

宮内フミエ

羽鳥利昭︑同

保育園保母

書記

桑原セキ︑同

高橋恭平︑同

大久保雪子︑同

葛橋美恵子︑同

同

清水好子︑同

内山早苗

かわKし俳壇

霧太田白南風選

田中翠畝

水温む錦鯉見る人だかり

事￥ 刀日倉

＋日町から

恋猫の窓を対して鳴き交す

学板町から

子や孫にいたわられつつ煎炭をあむ

無名子

にわたずみ湯気立ち春の日のまぶ

和歌山金子洋石

春寒の急きの電話受けにけり

章子

下平新田

中屋敷婦人学級 高橋

じゃが薦着の芽の臼々と納屋の中

土の香のそこはかとなく春の霰

頬かむりとりて炉ぼこり打ち払う

中屋敷婦人学級 数藤ひさほ

東京から

室島

室蘭市から

沖立かあ．・

三領

紅日の花咲き分けて桃の鉢

木島から

木島

寺尾から し

沖立

山野田

東京から 需の奥鶯の声ナタ振う
小臼倉江口凡石

下平

伊友

奥野南海江

高橋

新婦廣田キミ子
新郎

清水諄作

小野塚リセ

中村義雄︵税務係︶

めごとを解決するもので︑地万
っており︑これを口頭による申し

小川益栄︵庶務係︶

総務課交書係長

高橋良平︵議会係︶

さて︑申し立てをするには︑当

け出しなければなりません︒ただ

教育係長

事者の住所氏名と︑どのような争

し建物の床面積の合計が延一〇㎡

議会係

水道係兼務押木秀治︵庶務係︶

農林係長

いについて︑どのような調停をし

3各階平面図

金を貸したが返してくれない︒

裁判所または︑当事者が合意で
立てといいます〇

場合設計図二部

てもらいたいということを書いた

4矩計図

㈱床面積延一〇〇㎡︵三〇坪︶の

で︑簡易裁判所で扱っています

関するもめごとを解決するもの

︵三坪以内の場合は必要ありませ

貸した家を明け渡してくれない︒

定める簡易裁判所で扱っていま

一︑調停とは

ん︶届け出のときに必要な図面は

自動車にはねられてケガをしたか
す︒

2農事調停
れを書面による申し立といい︑そ

串し立書を裁判所へ出します︒こ

間がうまく行かない・：・︒こ・つし

4矩計図

戸籍の窓から
うぶ声1御す二やかに
辰雄長男

壽一二男

基長女
再好長男

洋一長男

貞信長女

昇天﹂御めい福を祈る

恭⁝一男

窃庁内人事

ら治療代がほしい︒親子や夫婦の

判所十日町出張所では︑書面によ

外に建築主の印鑑と手数料50円︑

2配置図

売却代金︑その他商事上のも

る申し立てはもちろん︑口頭によ

十日町簡易裁判所︑新潟家庭裁

えをわこして裁判を受けれはいい

めごとを解決するもので︑簡易

3商事調停

のですが︑裁判の手続きには︑い

た︑いろいろの争いや請求は︑訴

ろいろむずかしい規則があって︑

る申し立てを時間中なち︑いつでも

4鉱害調停

裁判所で扱っています︒

法律知識が必要ですし︑費用や時

設計図には設計者の印を必ず捺印

手数料

六〇円
﹃万六〇円

調停を求める事
項 の 価 額

四︑申し立の手数料

定めになっています︒

りで︑目的物の価額にずっと安い

料を納めます︒この額は次のとお

そして︑収入印紙で︸定の手数

付言しておきます︒

受け付ける用意をしていますので

解決するもので︑地万裁判所で

鉱害のために生じたもめ事を

出 て 争 ・ っ こ と も ︑ 親 戚 間 や昔なじ

間がかかります︒そのうえ法廷へ

身分関．係上のもめ事や︑家族

一万円まで
一万円を越え︑

円ご

とに四〇円

一〇万円までの

〃二〇円

木落
星名新田

赤間セッ子

毒

扱っています︒

−から4までのどれにもあて

5一般調停

手軽に早く話し合い︑譲り合って

はまらないすべての民事上のも

もありましょう︒このような場合

解決を与えてくれるのが調停です

めごとを解決するもので︑簡易

な く︑ 裁 判 官 と 調 停 委 員 と 膝 つ き

親族間の争いを解決するもので
民事調停

の場合︶

部分について
一〇万円を越え
五〇万円までの
部分について
五〇万円を越え
る部分

ウ吉恵喜代：男

みの間柄では︑はばかられること

調停も裁判所の公正な手続きで
ありますが︑法律的なむずかしい

裁判所で扱っています︒

合わせて話し合い︑納得ずくで解

家庭裁判所で扱っています︒

6家事調停

決するのですから︑いやな後味も

ことはないし︑また公開の法廷で

残らないし︑法律論では片づかな

三︑調停を申し立
てるには
調停の種類によって︑それぞれ

丸渋大田柳櫃
山谷関中澤間
力常智正文公

高伊葛数小
野藤橋藤川
豊 富洋
司瞳作子滋

越田中仁四山坪
ケ仙郎野
澤戸田田兼田山
五六六七七八八
九〇九．ニニニ○○

い 妙味も 出せる という わけで す︒

二︑調停の種類

口友島落．百

一件

一〇〇円

大久保政次

野伊室木田

その受け持ちの裁判所へ調停の申

家事調停
の場倉

なお︑このほかに関係人を呼ぴ

し立てをするわけですが︑どこの

うことは︑争いの対象になってい

裁判所へ申し立てたらよいかとい

とになっています︒ ︵以下次号︶

出すための切手代などを支払うこ

調停には︑現在次のようなもの
が決まっています︒

があり ︑ そ れ ぞ れ そ の 扱 う 裁 判 所

いるところなどを基準にして決め

宅地や家屋の貸し借りなどに

1宅地建物調停

σb
総 総 器 総 σb 繍 総 翻
総

〜

星押小佐須小引
名木林藤藤林間
利繁良
豊芳
之人一・穣子洋仁

高増羽青星小
橋田鳥木名幡
量ナトミセ武
平ホワイイ七

5
る吻の所在地や︑相手万の住んで

（6

（4）
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