教育委員に
去る九月三十日︑十月一日の二
日間にわたり︑本年度第三回の定
例松代町議会が招集されました︒
当日議決されました議題は次の
通りです︒

報告事項

L建設常任委員会調査報告
主なる報告事項は八・一〇水
害の現地調査で︑応急復旧実
施中の地区︑八ケ所です︒
議第一号 教育委員会委員の任命

、

する︶

について︒

議第三号 松代町消防団員の定員
任免︑給与︑服務等に関する条
例の一部を改正する条例の制定
︵第二条中﹁八五〇人﹂を﹁八
○○人﹂に改める︶

七七三千円
五八○千円

＝二八〇九千円
一五一六千円

議第四号 昭和四四年度松代町一
般会計補正予算︵才入才出にそ
れぞれ一七二六七千円を追加︶

◎収入
地方交付税
国庫支出金
分担金
県支出金

二五九千円
二四九千円
二七〇千円

などが主なるものです︒
◎支出
総務費
六一八千円

統計調査費
総務管理費
民生費

くξ〜

松
話

松

代沢代

城

郡富

頸長

東館電
2︶r〜︶〜／・ノk〜〜︸︶

印刷松代印刷所

館次番
民

町

公清1

第133号

災害復日費 ﹂二⁝二七千円
町単独土木施設災害の復旧
費として
八八二二千円
農林施設災害復旧費として
二五一五千円

工事費︶

町民プール建設費︵道路

団補助と南沢線取付道路改
良工事費が主なるもの︒
教育費
四三三四千円
小学校費
一四一八千円
松代小電灯料及室野小学
校水道設備工事費
保健体育費 二七〇四千円

昭和44年10月25日発行
た︒

ほかに一般質問が行なわれ︑二
日間の日程を充分に審議されまし

以上のようでした︒

ω昭和四三年度一般会計才入才
出決算︵裏面に掲載︶
②昭和四三年度松代町特別会計
国民健康保険事業会計才入才
出決算
九三六一八千円
⑧直診事業会計決算
一二九五〇千円
④簡易水道事業特別会計決算
二六五五千円
⑤建設機械事業特別会計決算
八一八九千円
⑥農業共済事業特別会計決算
七一四三千円

の認定について︒

議第六号 昭和四三年度松代町一
般会計︑特別会計才入才出決算

D五〇アングルドーザ一台購入
費として

議第五号 昭和四四年度松代町建
設機械施設事業特別会計補正予
算︵四六一〇千円を追加︶

、、

議第二号 新潟県町村職員退職手
当組合の規約の変更及び︑組合
を組織する地方公共団体の数の
増減︑名称変更について︒
︵当町には関係がないので省略

明治四二年七月生れ
が新らたに任命されました︒

柳徳雄さん︵蒲生︶

徳雄さんが

棚
ロ
国民年金事務費として電動
式印刷機の購入費
農林業費
七〇八千円
農業費の内稲作増収実践集

（1）

に ついて︒

委員菅井政隆さんの任期満了に
ともなう新委員には

、

韮鴨3華華
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D

総額四億二百二十一万円に

ン
侶
七三千円
6︒教材センタ！費
乳教職員独身寮管理費七二千円
①災害復旧費 欄五五七〇千円
L土木施設災害復旧費
九〇〇七千円
ネ農林施設災害復旧費
六五六三千円

⑫公債費 醐六一〇〇千円
以上の様になっています︒

歳出

一
八
八
曳
大
五
螂
…；
盟

一六一千円

議宏亮

4急

歳入
円

槌

臥保健体育費

総

3ワ31

堂校付税
町
税

1347
四74
688

昭和四十三年度の一般会計は︑
当初三七〇〇〇万円でしたが︑そ
の後補正が行なわれ︑最終予算は
四一三︑〇七二千円と大規模なも
のになりました︒これに対し決算

民崖槌

四一二︑五六〇千円

頒盆順熾

歳入

＆612

額は︑

774

四〇二︑二＝一一千円

征、生獲

歳出

矧特糎

教賛蝿

となります︒

13ヨ

12書・3

通りです︒

4璽0

諸収入
峯越盆
纂耐金

消莇徒

その款別才出は別図の通りです
が︑決算における支出済額は次の

労め磁

4盈

ぢ76ρ

34ぢ〜

l s㌻ワ

2360

①議会費 六八八四千円
②総務費 七九七四〇千円
L総務管理費 六四五七〇千円
乞徴税費
七九五六千円
叙戸籍住民登録費三七六一千円
4選挙費
一三八七千円
㌻統計調査費
二〇二三千円
6監査委員費
四二千円

五七六〇八千円
四九九八五千円
七六二三千円

0民生費 篇五四七二千円
私社会福祉費
六二六八千円
乞児童福祉費
九一八四千円
3災害救助費
二〇千円
④衛生費 七七四一千冊
L保健衛生費
四七五五千円
乞清掃費
二七八五千円
⑤労働費 四九〇二千円
し失業対策費
二八三六千円
乞労働諸費
二〇六五千円

⑥農林業費
L農業費
2．林業費

三七三千円
⑦商工費
⑧土木費 五五七〇九千円
L土木管理費 一二二〇四千円
乞道路橋梁費 四三〇三三千円
＝二七一千円
3︒住宅費
⑨消防費 一ニニ七八千円
⑩教育費 剛二九八三〇千円
L教育総務費
七一九九千円
乞小学校費 一〇九四六七千円
よ中学校費
一〇二三二千円
4社会教育費
二六二四千円

虐林業彪

44214

県支鹸
国賦盆

Eコ

ク
ノ、

35』70

顧塵牧入

122．マ

災冑ぞ婁旧夷

350
2000

幽

麗んへt六五働三3…

37

士木花
商工杷
608

12，、曾83

！，610

＼

公債穐
ρ

町 債
繰入霊
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（単位；δ円）

款別歳入歳出，額

この運動は︑人命尊重の見地か
ら交通事故防止の徹底︑とくに歩
行者の交通事故の絶滅を目標とし
て十月六日から十月十五日までの
十日間実施されました︒この運動
をより効果の揚げる為︑松代町交
通安全対策協議会は十月三日に警
察駐在員︑交通団体︑高中小学校
土木事務所︑松代郵便局︑母の会
の役員四十五名出席を願い︑交通
運動推進打合会を町役場で開催し
次の事項をきめ実施しました︒
8正しい横断の励行と横断中の歩
行者保護の徹底︒口こどもと老令
者の交通安全の確保︒日飲酒運転
の防止などであり︑実践活動とし
て全町十ヵ所において延三百四十
一名で十目間街頭指導にあたり︑

秋山町長︑外各事業所長の労々も
一日街頭指導に出動した︒各字嘱
託員にょり町民一人一人に交通安
全思想の周知徹底をはかる為各字
にあるチヤイム放送でスポツト放
送を流した︒又飲酒運転撲滅をは
かるため街頭指導時にあらゆる運
転者を対象として飲酒運転追放安
全啓蒙シールを五千枚配付した︒
この期間中に松代町の交通事故は
物件H︑人身9で今までになく少
ない好成績でありました︒
この十日間省みると町民一人一人
がよく交通ル！ルを守っており︑
特に生徒の登校下校時の交通マナ

縄−昌ロ縄ロ一胴口■■目■聞昌璽騒目唱一■ロ璽属働一麟口塵扇薗ロ鳳鱒鵬島畠ロ暉一■員昌臼一ロ隔盧一層属−一闘鱒曝一昌踊ロロ●一一鷹

六点〜茜点

一〇点以上・

一五点以上

①免許の停上前歴がない場合

数1点＋穂＋2点＋1
制②免許の停止前歴が1回ある場

獲 匝璽…團…匝亟國

免③免許の停止前歴が2回以上あ

停止前歴が2回以上あると、5点以
注

−
2点
（

1
2点
2点＋
、

許匝圃…匝亟］・・｛璽唾

犠総責朧巌・櫛蜘取劉
土は運転免許の取消しになります。

6点
鷺
4点
2点＋

免許の保留や拒否
の制度にも採用され︑免許の停
止や取消しの場合と同様に扱わ

・圏・・匝亟卜画・ボ僅

○点数制度の具体的な例

っていました︒

更に式場に向う車の列は自家用
も加わり︑新しい砂利道を長く続
いて滝沢部落に入ると花火が打上
げられ︑これも総出で出迎えとい
う︑隠しきれない喜びに湧きかえ

の姿も見られました︒

この日町のジ！プ︑土水事務所
県などの車をつらねて︑関係者は
片桐山に入ると︑沿道をうめた部
落総出の人々から万才の声が湧き
あがり︑感激に目をうるます老婆

行なわれました︒

長い間︑地元の人達の願望であ
ったこの道は︑町の中心部への最
短距離として︑青い山脈の中を縫
いっ﹄︑新しい姿を見せています
町内のどの部落にも車の入る道
をとの町の考えは︑この線でほ父
達成されました︒ 尚過日十月十
七日の日︑秋晴れのもと竣工式が

通したものです︒

前にお知せいたしました︑県単
山村振興特別開発工事で三ケ年に
わたり︑施工されていた孟地〜滝
沢間の道路は︑この程全線完成し
ました︒片桐山と滝沢間の総延長
九六〇米︑巾員四米は昨年度まで
に完通した孟地〜片桐山間と同じ
く︑本年度分の約四八○万円分の
予定工事の終了をもって︑全線完

蒔滝沢までの九六〇米H

秋色の山肌を縫う新しい道

a鵬O■o圃8臼90●o巳●臨働喝醜9一慶日︐6ら矯−騨騨・一8曹60・陽19908一 0露一〇69曹9直oO一〇9・●嚇O瞳oogO醇曜口9︐塾甲

れます︒

点

1は立派でした︒各字嘱託員の勇
々︑なれない放送を毎日実施され
ましたことを深くお礼申し上げま
す︒町民の皆さん︑この運動を基
点として交通事故のない明るい町
作りにご協力下さい︒
一月から十月十五日までの松代町
交通事故件数は人身事故⑪件︑物
件事故⑥件です︒事故原因を分析
した結果︑スピードの出しすぎが
圧倒的に多い点に今後の問題点が
置腐■

ある様です︒

運転者はくれぐれも注意を
交通違反や事故に
点数制度

事故につける点数

十月一日から﹁点数制度﹂が実
施されました︒これは交通違反や
交事事故をあらかじめ点数をつけ
ておき︑その合計点数によって運
転免許の停止︑または取消しをす
る制度です︒そのあらましは次の
とおりです︒

◎交通違反

①酔っばらい運転や無免許運転

点から6点軽い違反でも2点

のような悪質な違反をすると9
−点がつけられます︒

②交通事故を起こすと︑違反点
・数のほかに︑事故点として軽い
ものは4点から死亡事故などで
重いものは侶点をつけられます

③ひき逃げ︑あて逃げをすると
0点から5点が加算され
さらに1
ます︒

◎処分の基準点数

回

四点〜九点

五点以上

基準点数
過去三年以内
の運転免許の 免許の停止 免許の取消
停止回数
○

二点〜四点

◎免許の保留 拒否の制度

になります︒

◎点数制度の特典
一年以上の間︑交通違反や事故
もなく︑また停止処分も受けな
かったときは︑それまでの点数
や処分前歴は︑まっ消されて0

二回以上

回

囲…團
（3）

一

町PTA大会開かる
出席者は百八十名
秋の収穫も終った十月十六日︑
改築なった︑松代小学校において
本年度の町PTA大会が開催され
ました︑この日参集された町内各
学校のPTAの方々は実に一四〇
名で終日熱心に子どもの教育につ
いて研究を続けられました︒
九時半の開会式には︑町助役︑
教育長の祝辞がのべられ︑変動す
る世相の中での子ども達の育成を
単に学校のみが考えることでなく
家庭においても︑又地域において
も真剣に取込んでいただきたい旨
の要望を含めての内容に︑並みい
る会員も目を輝かせていました︒
十時からは︑分科会に入り

か︒

第一分科会 PTAと後援会の関
連をどうしたらよいか︒
第二分科会 現代にふさわしい家
庭教育のあり方はどうあるべき
第三分科会 校外生活や補導につ
いてPTAはどうあるべきか︒
第四分科会 子どもの健康や安全
保持のためにPTAはどうある
べきか︒

第五分科会 へき地における教育
の振興をはかるには︑PTAは
どのような活動をすべきか︒
第六分科会 PTAの教養活動は
どうあるべきか︒
などのテーマのもとに午前中各会
場にわかれて熱心に討議がかわさ
れました︒

容ある一日でした︒

午後は県社会教育主事の秋山主
事の講演があり三時閉会という内
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北信越学徒競書会に

いけだよしかず

ひぐちみつひろ

とよろこんでくれました︒
がっこうでも︑せんせいがたが
みんなほめてくださいました︒ぼ

﹁みつひろ︑よくやった四

ぼくは︑とくせんのでんぽうを
いただき︑まるでゆめのような気
がします︒うちの人たちも

北山小一年

◇特選︵読売新聞社賞︶

ぼくは︑しゆうじがとくせんに
なって︑とてもうれしい︒先生か
ら﹁よしかずくん︑とくせんです
よ﹂といわれたけれど︑ほんとう
のような気がしなかった︒家へか
えって︑おかあさんにでんぽうを
みせたら︑ ﹁ほんとなんだね凶と
いって︑とてもよろこんでくれた
ぼくは︑これからも︑がんばって
もっとじようずになりたい︒

北山 小 二 年

◇特選︵県小学校会長賞︶

っています︒

ことは︑できない︒こんな賞をう
けたのも︑みな担任の先生や︑他
の先生のおかげだと感謝していま
す︒これからも︑文部大臣賞には
じぬよう︑努力していきたいと思

文部大臣賞に輝く池田一三君
過日行なわれた新潟大学主催の
北信越学徒競書会には︑町内より
多数の参加がありましたが︑中で
も北山小学校の六 年 生 池 田 一 三 さ
んは見事文部大臣賞の栄に輝く作
品で︑この程学校に通知がありま
した︒喜びに湧く 北 山 小 学 校 の 皆
さんに感想をのべて戴きました︒

文部大臣奨励賞をうけて
北山小六年 池田一三
文部大臣賞の新聞を見せてもら
った時︑ぼくは思わず飛び上った
先生も﹁よかった︒よかったなあ
﹂とぼくのかたをたたいてくれた
昨年﹁来年も︑がんばるぞ凶と
誓ったことが実現され︑しかも文
部大臣賞になったのだ︒ぼくはそ
の日一日︑体が軽るいように感じ
ていた︒家中の人が︑喜こんでく
れた︒

ふりかえってみると︑夏休み中
計画を九てて︑いっしようけんめ
いやった︒高の字がうまく書けず
泣きたくなることもあった︒遊び
たくて︑遊びたくてしかたがない
日もあった︒けれど︑ぼくは勝っ
た︒そして︑特選をいただいたの
だ︒こんな喜びは︑一生わすれる

保険は大正五年十月一日に誕生し
ことしで五十三歳になりました︒
この間﹁郵便局の簡易保険﹂とし
て︑みなさまに親しまれ︑その生
活の中にとけこんで大きく成長し
今では総契約件数四千三百万件︑
保有契約高は七兆円をこえるマン
モス事業となりました︒簡易保険
の特色は︑小口・無診査月掛けな
どでしたが︑一般社会情勢の移り
変わりにつれて︑加入の最高額が
二百万円になり︑九月からは﹁傷
害特約﹂もできて︑現代生活にな
くてはならない保険になりました
現在︑みなさんから払い込まれ
る保険料は︑一日に十二億円にも
のぼります︒これは将来︑保険金
や配当金を支払うために積み立て
られていますが︑この積立金は︑
都道府県・市町村などの地方公共
団体や︑公団・公庫などに融通し
われわれの身近な公共施設の設備
等に使われ︑国づくり町づくりに
も役立っています︒
なお松代町に現在まで融通され
た額は七千五百万円です︒
◎郵便番号はあなたの住所の一部
です︒郵便をお出しになるときは
あなたの郵便番号もお忘れなく︒
松代局 九四二ー一五
室野局 九四二−二二
︵文責 松代郵便局︶

十月は簡易保険月間です︒簡易

五十三年を迎えた簡易保険

十月は簡易保険月間

わたしは︑とくせんになりまし
た︒おんがくのじかんのとき︑こ
うちようせんせいが︑とくせんの
でんぽうをもってきてくださいま
した︒せんせいが﹁みゆきさん︑
おめでとう凶といって︑でんぼう
をわたしてくださいました︒
みんながてをたたいて︑ほめてく
れました︒そのとき︑とってもう
れしくて︑はやくおかあさんにお
しえたいな︑とおもいました︒

北山小一年いけだみゆき

◇特選︵新大書道研究会賞︶

くはうれしくてたまりません︒こ
れからもいっしようけんめいがん
ばりたいとおもいます︒
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