町政コーナー

農家個々に不均衡が認められる数

れにしても︑県においては魚沼三
郡と佐渡を合わせた分に匹敵する

若干遅れるようだ︒しかし︑いず

ると︑〃公平ということがたいせ

の結果︑委員の発言を要約してみ

出が薄いように見受けられる︒そ

大農と呼べる立場からの調整申し

ら六十万ヘクタールにのぼる田を

昭和五十年には︑全国で五十万か

あるという︒

る︒それが当町になると︑実に上
野地区分に充当する面積︑数量で

面積割り当てと出荷量の制限であ

といってもよい仙田地区を除き︑

字であらわれた︒特殊事情のある

分析を行なった︒農家から希望を

待ち遠しかつた春の訪れであっ 約希望数量の集計結果を報告して

つだ〃︒〃公平ということと︑形
態や条件を考慮した取り組み方の

ことしの米生産調整
ても︑昨年に続いて︑農家はそれ
取ったのは︑過去二回の協議会で

かしい〃︒〃協力したものがバカ

必要なことの接点がなかなかむず

四・五 ％から一七・五 ％に当たる

い︒これは現在の普通田全体の一

絶やすのが国の目標でもあるらし

町政コーナー︸

ちのうちに迎えなけれぱならない 検討した結果の方針に基づいたも

を複雑な面持ちとある種のいらだ

ると︑面積の方は別として︑予約

のである︒出た数字を集計してみ

を見ることのないように〃︒以上
のような点に集中していたといつ

面積である︒
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入の学
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希望数量の合計は六万七千三百十

てよい︒結局この七目の話し合い

割り当てたものを農家に降ろして

農家の
連帯感に期待

問題である︒

であるが︑避けることは不可能な

ろであるだけに重苦しい生産調整

と話題は広がったようで︑米どこ

このような段階にあることしの

協力を得ることになつた﹂︒

生産調整であるが︑十日までに農
家に数字を知らせるという予定は

⁝
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〃学校統合によつて真の町村
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総額七億の予算が成立

町議会報告︵三月定例会︶
一般会計
特別ム質計

治療が必要だということであり︑

回復されている︒しかし︑主治医
の診断では今後なお長期にわたる

で今はひとり歩きができるまでに

丸川酒店のご当主としても内外に

んのない人である︒午手の名門︑

しいキャリアが物語るように︑川
西町の教育行政を託すには申しぶ

丸山教育長は︑別記のかがやか

行政にけんめいの努力をかたむけ

にもとずいて︑今後の川西町教育

意見を拝聴し︑教育委員会の意図

に︑つねに不肖の身をかえりみ︑

もありませんが︑とくに義務教育

はじめ町当局の深いご理解のもと

たしましては︑地域のみなさまを

ご承知のように︑当川西町とい

基礎づくりであります︒

その目的は︑よき社会人としての

ならないと思います︒もちろん︑

入れた施策を考えていかなければ

に応じたバランスをつねに考慮に

におきましては︑国家社会の要求

骸

︑畑

蜜轍

れるところである︒

教育の重要性は改めて申すまで

謙虚な気持ちで広くみなさまのご

町にこれ以上のめいわくをかけて

されたためである︒昭和三十四年

る所存でおります︒

の四月以来じつに十二年間︑杉本

知られており︑人格識見ともに卓

備︑保育所の増設︑医療や衛生施

また︑三月三十一日付けで町の

先生が教育長として尽くされた業

はとのご意志で根津町長あてに提

策の充実およぴ水道普及などを骨

蔵品茂雄氏の後任委員として︑白

監査委員を辞職することになった

績は大きく︑ご病気のためとはい

産業．教育・環境整備を三本柱に
格とした町長の施政方針が表明さ
井源次氏を選任することに同意が

え今回の退職は各方面から惜しま

おおいに今後の手腕力量が期待さ

れ︑これを受けて︑本会議と連日
の各常任委員会で活発な質疑討論

なされ︑白井氏の監査委員就任が

越し︑川西町教育界の信頼も厚い

一般会計と︑農業共済︑千手簡

︵新予算の詳

の同意を得て三月いつぱいで受理

易水道︑中仙由同︑国保事業勘定

が行なわれました︒

出されていた辞表が︑教育委員会

よび歯科診療所の合計七特別会計

同施設勘定︑へき地出張診療所お

報は別に行なう予定です︒︶

なされました︒

を積み上げると︑総額で︑六億九

について︑繰り出し︑繰り入れ等
の要素を考慮しないで各予算規模

丸山新教育長は大正十二年一月

れている︒

一日の生まれで弱冠四十八歳︑昭

郎氏のあとを受けて教育委員に就

の改築をはじめとして幾多の大事

教育費を計上し︑目下︑危険校舎

三月末で勇退

田口助役が

決まりました︒

千七百七十万二千円という町の新
年度予算が成立しました︒

川西町の新教育長に丸山富司教− 任され︑以来︑委員長職務代理者

日本大学商学科在学中に

昭一七 日本大学専門部商科卒業

昭二八

川西町教育委員会委員

防衛庁退職︵一等陸尉︶

昭二五 退職︑警察予備隊に入隊

いかと考えられます︒たえず︑よ

二︑三年の間に出てくるのではな

これまでの︑百年前と現在の生活

ざましい変化をとげてきており︑

私どもの生活はここ数年間にめ

業を計画推進中であります︒

三パーセントをうわまわる多大な

に︑本年度は町の総予算額の二十

なお︑この議会の最終日に︑三

として教育行政に意欲的な活躍を

和四十年九月に今は亡き高橋勇太

月末で任期の切れる田口助役の退

育委員が任命され︑四月一日付で

教育長に
丸山富司氏

り十日から二十四日まで十五日間

任が報告されました︒そして︑根

町 議 会 三 月 定 例 会 は︑予定ど お
の日程で開かれ︑これら予算と︑
予算に関係する条例案などを審議

海軍少尉

海軍予備学生となり出陣

任

昭一八

月十九日に開かれた臨時教育委員

昭一九・五

続けてこられた人である︒さる三

昨年六月の末︑突然の病におか

会で︑教育委員の互選により第四

海軍中尉

就任された︒

された杉本教育長は現在なお入院

任

の勇退を惜しむことぱを送り︑田
口助役からは︑町勢のいっそうの

昭二〇・五

津町長︑和久井議長がそれぞれそ

新予算の提出にあたっては︑ほ

代の川西町教育長に選任された︒

した︒

場整備︑道路改良︑教育環境の整

中であるが︑ご家族の手厚い看護
盤は転換され︑産業の型も異なっ

昭四〇

たなり︑の自覚のもとで町民のみ

り高いものを追究してやまない人

文化との差が︑今後はわずかここ

く間に過ぎたように思われてなり

昭四一〜四五 委員長職務代理
昭四五 県酒販千手荷捌所長辞任

して無限ですが︑つねに︑日々新

類にとって︑学門の真理は高遠に

復員︑運輸事務官となる

ません︒

たものになりました︒ひじょうに
重要な時期ではないかと想定され

川西建材代表取締役辞任

昭一二

この間︑まことに至らない者で

も︑団結を基に︑明るい豊かな理

るわけですが︑皆々様におかれて

昭四六

退任ごあいさつ

ありましたが︑大過なく勤めるこ

想郷の建設を目ざして大いに努力

前助役

とのできましたのは︑ひとえに皆
々様の暖かいご指導とご庇護のた

していただきたいものと︑せつに

﹇男

雪に埋もれていた妻有の里にも

まものであり︑心から感謝を申し

田ロ
ようやく春のけはいが感じられる

いは︑社会教育の学習の場で話し

なさまがたと手をとりあい︑ある

進いたす覚悟であります︒なにと

く教育のために︑けんめいにまい

合って︑子どもたちのもつ無限の
可能性が十二分に引き出されてい

議会のご推挙をいただき︑杉本春

を賜わりますようにお願い申しあ

げます︒

ぞ︑いっそうのご支援ごべんたつ

三郎氏の後任として教育長を拝命
り
いたしました︒改めて︑その職責
の重大さを痛感いたしますととも

このたび︑教育委員会および町

丸山富司

川西町教育長

就任のことば
念願するしだいです︒

お世話になりましたことを深くお

ここに︑長い間︑公私にわたり

上げる しだい です︒

恵まれた土地を︑子孫のためにさ

と皆々様のご健康をお祈りして退

礼申し上げるとともに︑町の発展

わたくしこと︑去る三月三十一

日をもつてその任期が終わり︑助

いということを念頭に置きながら

×

︵下の写真︶職員に別れを告げる

×

七十年代にはいって︑町も社会

田口前助役︒三十一日︑議場で︒

X

環境もずいぶんと変わり︑生活基

す︒

任のごあいさつといたします︒

らに住みよい郷であるようにした

顧みますと︑昭和二十六年五月

を経て︑ここに︑二十年という長

旧橘村助役として職を奉じてから
昭和三十一年九月の四か町村合併
い歳月ではありましたが︑またた

物事に対処してゆく覚悟でおりま

役の職を退任いたしました︒

今後も︑引き続き︑この環境に

こ ろとなりまし た︒
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発展を願う旨の別れのあいさつが

し ︑いずれも原案どお り 可 決 し ま

丸山教育長の略歴

難
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寝たきり老人の医療費
今月から助成を開始
老人福祉のいっそうの増進をは
当する者であること︒

①国民年金法による老齢福祉
年金の受給者

対象者や助成の手順等は次のと
法による他の福祉年金を選択

年金の受給権者であつて︑同

②国民年金法による老齢福祉

おりですから︑これに該当するか

して受給している者

ら開始しました︒

かつて︑町では︑寝たきり老人に
対す る 医 療 費 の 助 成 を今月一日か

たは ︑ 社 会 課 ま で お 申し出いただ
年金の受給権者で︑厚生年金

③国民年金法による老齢福祉
恩給および遺族年金等の公的

ください︒

いて対象者としての認定を受けて

なお︑生活保護法による被保護
年金を受けているために老齢

福祉年金を全額支給停止され

者は除外されますからご注意願い

︹対象者︺

ます︒

ている者のうち︑本人および
配偶者︑または扶養義務者の

故相談のほか︑失業保険受給手続

︵国保分︶

鱒二︑八八孟円

五四︑七三〇円

ロ

事でも、大火に癸曝しやすい季節です。とくに、フェーン現象のとき

には、家中をよく点検しましよう。また、たき火のあと始末は万全に

れも火の元に注意、してください。

く

に

願

いままで使用していた国保の保

も︑本人と連絡をとって︑すぐに

ます︒

証引き替えは︑役場で行なってい

取り替えるよう手続き方をお願い

です︒町政事務嘱託員を通じて︑

険証ば︑三月末で無効となりまし

古いのと引き替えのうえ受領して

します．この︑⑧と⑫の保険

また︑⑧およぴ⑦の保険証

よく確認してください︒

る人員にまちがいがないかどうか

引き換えの際は︑記入されてい

ください︒

8強な小は外い

口口いりさく出ま

か聾繁野

が吹いて、気温は上昇し、空気が乾燥してくると、火災を起こしやす

付を控除した残りの全額について

その後︑A︑B隔週ごとになり

Bコースは今月二十六日からで

失業保険については︑六か月以

二週間に一回ということです︒

ます︒したがって︑認定日は︑

きの指導も行なっています︒

上就労し︑かつ︑ひと月最低十一

順︺

▽別に定める調査票によつて寝た
になります︒

日以上就労したものが受給資格者

︹手

助成する︒

きり老人の認定を受け︑老人

国保︑保険料の徴収

医療証を申請してその交付を

離職後失業の状態にある人は︑

離職票︑労勘者手帳および印鑑を

受ける︒

▽各種社会保険の付加給付がある

前年比一七％増

皆さんの所得等の変動によって

ください︒この手続きは︑安定所

四月分からの国保保険料は新しい

持参して︑受給前の手続きをして
へ出頭する前に済ませておくと手

額になります︒

場合は︑申請の際︑給付内容

︵労働者手帳のない人には交付し
ます︒︶

数が省け︑スムースに運びます︒

の証明書を添付する︒

▽老人医療証は︑申請を受理した
目から効力を生ずる︒

▽老人医療証の交付後は︑六か月

ごとに対象者の状況確認を行

で︑特例によって︑九月までは暫

新年度の保険料は︑医療費の増

定徴収というかたちをとります︒

しかむ︑新しい額も︑民税など
が確定した後に本算定ということ
図っています︒この︑指定の日に

加や加入者の減少という要素がか

なお︑安定所でも︑次の表のよ

▽対象者は︑診療を受ける際︑医
療機関に保険証と老人医療証

ありませんが︑表に従つて出向く

しか出頭できないということでは

うに認定日を決めて受給者の便を

を提示し︑そのつど一部負担

なう︒

分を支払う︒

らまって︑一戸当り︑現在の輔七

考

一人当り

ら24日まで／町の火災予防週間

た︒新しい保険証は︑黄色の印刷

今月一日から

保険証が新しいものに

◎受診率︵一人当りの医療機関利
用回数︶
三・五九回

一戸当り

◎昭和弱年の医療費

参

ていただくことになります︒

したうえ︑その後の月割りで納め

算出し︑暫定徴収の分と差し引き

本算定時にはあらためて年額を

した︒

．％増しでお願いすることになりま

のが便利です︒

▽医療機関からは一か月の一部負

十日町1鵜歳以下

▽年齢的条件 六十五歳以上

十日町中魚20歳以下

木

い︑申請書に添えて提出する

川西46歳以上

担分の受領書を発行してもら

川西45歳以下

水

前年所得が老齢福祉年金の所

火

得制限基準以下である者

▽町は申請書に基づいて助成額を
決定し︑対象者に支給する︒

出かせぎの皆きん
ご苦労きまでした
相談所から
お知らせです
めっきり春らしくなりました︒

出かせきの皆さんも︑そろそろお
帰りのことでしょう︒ご苦労さま

津南・中里46歳以上

三か月以上常に就

同等と認められる者

④その他︑①〜③の要件と

㎜

出かせぎ中に︑賃金の未払いや

でした︒

けが等の事故はなかったでしょう
か︒

もし︑そのようなことがありま
課に設置︶までお越しください︒

したら︑役場の出稼相談所︵社会

津南・中里45歳以下

▽身体的条件

よらなければならない状態に

床し︑食事︑排便︑寝起き等
日常の用の大半を他の助けに

︹補助対象経費︺

あり︑さらに︑その状態が継
続すると認められる者

対象者の療養に要した費用から

⁝

保険給付︑他法負担および付加給

ください︒

㎜

㎜

㎜

上野郵便局

㎜

⁝
橘郵便局

二受付場所

から午後四時まで

五月六臼︑午前九時

⇒日時

次 の いず れかに該

▽ 経済的条件

︻福祉年金︼
定時届を忘れないで
五月六日に福祉年金の支払い

が始まり ます．

例 年 の こ と で す が ︑今回の支

㎜
蜘
㎜

仙田郵便局
川西町役場
三 持参するもの

︸

︵年金係︶⁝

国民年金証書と印鑑

十日町1妬歳以上
月

※Aコースは今月＋九日から︑

金

払期は︑定時届をしていただく

時期にあたりま︑す︒

ことしも︑次の場所で定時届
を受け付けますから︑給付を受

けたらその足で届けを済ませて

出稼相談所では︑このような事

認定日区分一覧

亭
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奥只見有料道路
の愛称募集
︵県土木部︶
県では︑大湯温泉から奥只見へ
ル一八・︸㎞︶の奥只見有料道路

通じる全長二子㎞︵うち︑トンネ

を計画し︑ことし八月オープンを
目標に︑最後の仕上げを急いでい
ますが︑この有料道路の愛称を︑
次の要領で募集中です︒
圃 ・応募方法

官製はがき一枚に愛称一つを書
き︑住所・氏名・年齢・職業を明
記し︑今月二十日︵当日の消印有

議会議員︑常勤の国家公務員・
地方公務員︑非常勤の国家公務

ぞれの家族一名とともに︑開通式
当日︑大湯温泉一泊旅行に招待し

木第一係・星名良子︑千手小学校

・大塚甚一︵国土調査課国土調査

係︶︑同・小幡邦保︵産業課ほ場

︵川西中学校︶︑川西中学校・羽

整備係︶︑千手小学校・星名イシ

・小野塚ハツ

商工観光課長・高橋重英︵総務課

鳥栄一︵橘中学校︶

▽昇格／四月一日付
庶務係長︶︑土木課土木第二係長

国土調査課国土調査係・柄沢敏雄

▽復職／四月一日付

▽

配置換え／四月一日付

・水品幸一︵土木第二係︶

見を適宣通信してもらう︒また

のアンケートに対する回答や意

任期は一年︒年数回︑県から

◎任期およひ仕事

員である行政相談員を除く︒

ほかに︑全応募者のなかから抽選

式場で記念品を贈り表彰します︒

で三十名に記念品を差し上げます
発表は四月下旬︒

水道課水道係・丸山晴久︵下原︶

▽採

納税メモ

今月は
固定資産税

第一期分の納期です︒

総務課文書係・高橋民江︵坪山︶

届きしだい︑税額を確かめて

いただきます︒納税通知書が

十一月の四期に分けて納めて

固定資産税は四︑七︑九︑

保険課保険係・押木哲︵元町︶︑

期限までに納めてください︒

／四月一日付

課農林係長︶︑産業課農林係長・

総務課庶務係長・和久井守︵産業
宮昭一︵税務課税務第一係長︶︑

産業課農業共済係・白井晃︵寺尾

納税組合で取りまとめていた

用

年額三千三百円

モニター会議に出席する︒

税務課税務第一係長・上村健一︵

︵赤谷︶︑千手保育園・富井ひろ

︶︑土木課土木第一係・登坂光国

力願います︒

だくことになりました．ご協

◎謝礼

収入役室出納係長︶︑収入役室出

子︵上野︶︑同・斉藤敏子︵同︶

県政モニターを募集
県政に関する自由な意見を︑

二係長︶︑社会課年金係・五十嵐

納係長・櫃間富雄︵土木課土木第

千手小学校・北村福子︵学校町︶

ミ︵中仙田︶

仙田学校給食共同調理場・小林エ

◎応募方法

県政に関する県民の建設的な意

四百字詰原稿用紙二枚にまとめ

一男︵総務課庶務係︶︑歯科診療

︵県文書広報課︶

見や批判などを聞き︑これを県政
住所︵郵便番号︶︑電話番号︑

所・松沢真代︵社会課年金係︶︑

四郎︵産業課ほ場整備係長︶︑同

川西町土地改良区へ派遣・富井相

大井元太郎

中村虎之亮

木島
坪山

来月は

の納期です︒

軽自動車税

擁堰

かわにレ

太田白南風選
小白倉江口凡

紅筆のごとく並ぴて牡丹の芽

一括り藁菜を提げて訪いくれし

静かなる雪解の田の面にある月夜

囲い板とりはづしゆき日脚のぷ
残雪のただ平らかに春の月

雪解町日暮る＼色に日脚のぶ

激流の瀬にさからわず猫柳
選者近詠

松風園南雲文峯

彼岸入寺の寒さも一夜二夜

元町金子鉄舟

尼寺の軒に育ちて雀の子

麦踏の疲れを孫にいたわられ

小白倉片桐玉章

春日和続き雪解の続きをり

石

なお︑今月から水道料金も

して︑昭和四十六年度の県政モニ

のうえに反映させることを目的と

市学校町通り一島▽九五一︶新

氏名︑年齢︑職業︑性別を明記
して︑今月十七日までに﹁新潟

ターを募集しています︒
◎募集人員 三十六人

潟県文書広報課﹂へ送付する︒

一治郎二男 中屋敷

勝 長男岩瀬
義忠二男野口

㈱嬉

年齢二十歳以上で男女を問わ

畢離難里
朗
円要舅霧雛
満

◎資格

昨年四月十八日に開通し︑皆さ

1︑

こ吉

効︶までに新潟西局区内一番堀通
へ

ない︒職業は特に問わないが︑

んのレクリェーションの場として

国会議員︑県議会議員︑市町村
そこで︑二本︑三本と集まって⁝

うぶ声ーおすこやかに

弥彦山スカイライン
豫
再開
︵県企業局︶
潟の窓から稀

くる消火器で隣家に集中放射を⁝

にぎわいをみせた弥彦山スカイラ

正栄二男上野
一郎長男三領

』

り﹁新潟県土木部道路建設課﹂
送ってください︒
圃図入選者の表彰等

入選一名︑佳作二名とし︑それ

㎜消火器は予防注射の
︸役目も

春の行楽プランには︑弥彦山ス

再開しました︒

インが︑今月一日︑装いも新たに

行なったのですが︑結局︑消火㎜
器は二十二本も集り︑類焼を食㎜

このようにして︑消火器の効⁝

カイラインをお選ぴください︒

町の人事
別面でお知らせしたように︑助
役田口一男︑教育長杉本春三郎の

高橋まゆみ

五＋嵐正光

＿中坪木小仁野
に仙
田山島脇田口

七七七六四
五四〇七五

い止めることができました︒

果というものをあらためて㎜
認識いたした次第です︒

この消火器の普及につい

おります︒

て︑たとえば︑赤谷では︑
大型消火器一戸一本運動に一
り
よって一〇〇％近く備えて

四月一日付けで新しい教育長に丸

両氏が三月三十一日付けで退任︑

理室衛生係・田中厚子︑土木課土

商工観光課長・野沢新一︑健康管

た舗葬購

章 長男
桑原政之 大白倉
正信三男 蹴︵◎◎顯 藤田清子 見附から
清水正夫 学校町
紘司三男
武夫長女 誰︵◎◎顯 五＋嵐潤 東京から
義春三男
南雲唯雄 中仙田
武已長女 榊島岬︵◎◎雛 下向恵美子 岩手から
直春長男
利孝長男
昇天ーこめい福を祈る
順蔵長男 寺尾
保夫 長女 三 領 小林京子
中仙田
喜一 長女新町新田 小川盛平
赤谷
高橋國松
大白倉

白清佐高小半丸小滋高児
井水藤橋林田山林野橋玉
正利義洋純 貴香健
敦仁則枝浩子司修章織司
川崎貴子
動を発令しました︒
▽退職／三月三十一日付 渡邊卓也
中條 聡

山富司氏が就任したほか︑次の異

万一︑出火の場合は︑必ず消

⁝

火器を携えて駆けつけ︑被害を︑

そのように考えます︒

落ごとに心がけてゆきたいもの
︵赤谷・YT生︶

♂

か
久
聖清美貴信清
さ子朗子宏輔美

一

㎜ ご 承知の ように ︑さる 三月二
㎜日午後八時ころ︑赤谷で火災が
㎜りました︒

一

黙

㎜発生︑短時間のうちに猛火とな

火元の隣家は︑六︑七メ

ー ト ル か ら 十 メ ー トルほど
離れたアタン屋根の家が二

で︑火は︑そのうちのいち

軒と︑三十メートルくらい
隔てたかやぶきの家が一軒

げはじめました︒

ポンプは︑雪山をホースを引
⁝き上げる最中でまだ動きません

い

チとけたたましい音を出して焦 ︑最小限に食い止めるよう︑各部

ばん近い家に燃えうつり︑ さら
に︑もう一軒の壁板も︑ ピチピ

田丁の声
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