四七年度

定について◎

者の災害補償に関する条例の制
︵消防活動により団員が災害に
あった場合等は県消防団員等公
務災害補償条例に準じ︑町が行
うことをきめたものです︶
議第九号
松代町総合センタ！
設置及び管理に関する条例の制
定について︒

︵大字松代に出きた総合センタ
ーの管理などを定めたもの︶
議第一〇号 松代町公民館設置条
例の一部を改正する条例の制定
︵町の公民館の建物番地の変更
です︶

議第一一号 松代町交通安全指導
員設置条例の制定について︒
︵交通安全のために安全指導を
強化する目的で指導員が一五名
設置されたものです︶
議第一二号 松代町廃棄物の処理
及び清掃に関する条例の制定
︵本町における廃棄物を適正に
処理し︑生活環境を清潔にする
ことにより︑生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を図ることを
目的としたもので︑廃棄物の処
理や︑家庭のまわりの清掃等を
定めたものです︶

議第＝二号 松代町農業共済条例
の一部を改正する条例︒
︵主として養蚕共済︑家畜共済
に関するものです︶

条例の制定︒

議第剛四号 松代町農業労働力調
整協議会設置条例等を廃止する
︵農村の変化する実状にともな

．発

皿行
民

館次番

ハ日号公清・

．45松

松

葡−卿代
頸長
東館電

商4
−第郡
富
城 話
和
昭

︵二面へ続く︶

︵八○○名の団員を七五〇人に
改め︑消防に功労あった団体・

制定︒

①町長の事務部局職員九〇人
③農業委員会事務局
二人
⑥教育委員会事務部局二〇人
ω議会事務局
一人
議第ニニ号 松代町消防団員の定
員︑任免︑給与︑服装等に関す
る条例の一部を改正する条例の

ついて︒
職員の定数は︑

議第二劇号 松代町職員定数条例
の一部を改正する条例の制定に

条例の制定︒

議第二〇号 証人等の実費弁償等
に関する条例の一部を改正する

の制定︒

議第口九号 松代町職員の旅費に
関する条例の一部改正する条例

の制定︒

酬及び費用弁償等に関する条例
の一部を改正する条例の制定︒
議第網六号 松代町特別職の職員
で非常勤のものの報酬及び費用
弁償等に関する条例の一部を改
正する条例の制定︒
議第軸七号 松代町特別職の職員
の給与に閑する条例の一部改正
議第一八号 松代町教育委員会教
育長の給与及び勤務時間等に関
する条例の一部を改正する条例

議第馳五号松代町議会議員の報

い労働力調整協議会の必要がな
くなったのではないかというこ
とから廃止したものです︶

印刷松代印刷所

ゾ

．︑．．＝︑︑．．．︑．廃棄物処理︑総合センター等⁝⁝
過日三月八日より四日間の日程
をもって︑いわゆる予算議会と称
せられる定例町議会が開かれ︑日
程に従って議題提出が行なわれ原
案どおり議決されました︒
先ず会議録署名議員の指名が行
なわれ︑次に会期の決定を行ない
請願︑陳情がなされました︒当日
議決をみたものは次の通りです︒
議第網号
昭和四六年度一般会
計松代町才入才出補正予算︵第
五号︶才入才出をそれぞれ五︑
六六七四千円を減額︑
議第二号
昭和四六年度特別会
計松代町国民健康保険才入才出
補正予算︵第四号︶才入才出を
それぞれ＝二︑六九五千円減額
議第三号
昭和四六年度特別会
計農業共済事業補正予算．︑

更について︒

︵家畜保険金七〇〇千円︶
議第四号
新潟県旧市町村職員
恩給組合資産管理組合規約の変

︵当町に関係ありません︶
議第五号
新潟県上越農業経済
圏施設組合規約の変更について
︵新らたに規約の中に養護老人
ホームの設置及び管理等が加わ
りました︶

議第六号
松代町青少年間題協
議会設置条例の一部を改正する
条例の制定について︒
︵第一条第二項を第五条とする︶

松代町手数料条例の

一部を改正︒

議第七号

︵条例の中の文字の変更です︶
議第八号
消防に協力援助した

（1）

職

個人を町長が表彰できることと
一身の危険を顧みることなく︑
その職務を遂行し ︑ 死 亡 し ︑ ま
たは廃疾となった場合︑賞じゆ
つ金を授与できるということを
工事契約の変更につ

追加したもの︶

議第二三号

︵総合センターの工期変更によ

いて︒

るものです︶

議第二四号 農業共済賦課額及び
賦課単価の決定について︒
︵賦課単価は次の通りになりま
した︶

土地改良事業の実施

の減免について︒

水稲共済割︑一〇アール当り
六〇円
蚕繭共済割一箱当り
五〇円
家畜共済割 一頭当り一〇〇円
均等割 一人当り
五〇円
議第二五 号 災害復 旧 事 業 負 担 金
議第二六号
について︒

︵会沢地区︑犬伏地区の農道開
設事業を定めたものです︶

セ

議第二七号 松代町町民プール設
置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例の制定
︵本年度町民プール第三号が蒲
生に出きるので︑それに関する
ことを追加したものです︶
議第二八号 松代町看護職員修学
資金貸与条例の制定について︒
︵町では保健婦︑助産婦︑看護
婦又は准看護婦を養成する学校
又は養成所に在学する者で︑将
来町内において看護職員の業務
に従事しようとする者に対して
修学資金の貸与を行うことを定
めました︒

14

1

5
5

1

i

これは文部大臣が指定した学校
や厚生大臣が指定した養成所に
在学している者︑知事が指定し
た養成所に在学しているものに
限られており︑月額一万円以内
とし︑卒業の月までとしてあり
ます︒くわしい事は役場に間合︑
せてください︶

l

ー

議第二九号 松代町町営造営物及
び土地使用条例の全部を改正す

iー

モ〜﹄眠﹂﹃当
−般会計の総額は六億二千万円

・松代〜松之山線の改良工事昨
年は町単工事費として一五〇
〇万円をもって着工したが︑

・萱場線の舗装工事の促進につ
いては︑本年度二〇二〇万円
を計上︑継続実施する計画︒
・一般農道の開設では︑重点事
業として四二五四千円を計上
・林道海老〜下山線は多年の懸
案となっていた林道に着工二
一五六万円を計上︒
昆建設課関係

・消防施設の充実を図るため︑
ポンブ︑防火水槽︑消化栓施
設等の整備計画に基き︑自動
痕ポンプ一台︑水槽七ケ所︑
消防道路三ケ所︑水路六ケ所
消防器具置場ニケ所を計画︒
二一五四万五千円を計上
・雪中交通対策事業では︑本年
度更に雪上車一台︑クローラ
ー六台を整備する計画︒
口産業課関係

本年度当初予算が議決・ー
かねて提出されていた四七年度
一般会計才入才出予算が三月八日
よりの町議会において慎重審議さ
れ︑原案通り議決いたしました︒
この予算は一般会計予算の総額は
六二〇〇〇万円で前年度予算に比
し七五〇〇万円の増加です︒また
円で前年度より九四七九万五千円

特別会計予算墜二九七五万二千

本年度の重点事項は概ね次のと

の増加となります︒
おりです︒

の総務課関係

・総合センターの建設では︑県
費補助事業を国庫補助事業に
変更し︑前年度二千万円︑過
疎債二五〇〇万円を受けて︑
四六五五万円で実施したので
本年度は七二四万九千円︑過
疎債二二〇万円を受け︑工事
費一〇八二万円を計上して︑
その完成を図ることになりま
した︒

る条例の制定︒

l

です︶
l

昭和四七年度一般会

−

1

ー﹄■■■■■■雪

︵三面へ続く︶

︒第三町民プールの建設︒第一
第二に引続ぎ︑本年度は蒲生
地区に第三プールを開設
一七二三万九千円を計上
・教員住宅の建設︒へき地勤務
教員優遇のため努めてきたが

㈲教育委員会関係

要請に応じ︑本年度は更に一
〇ケ所を計画︒

・児童遊園地の開設は昨年度一
ニケ所を建設したが︑地区の

四〇万円を計上︒

・へき地保健福祉館は国︑県の
補助条件を備えている儀明部
落の要請により︑五〇坪程度
の施設を計画︑その建設費五

万九千円を計上︒

・室野保育所の建設は入所児の
増加により常設保育所として
充実化を図るため︑一二六七

本年度は三五〇〇万円を計上
・松代〜大島線の改修費として
四五二六万五千円を計上︒
・菅刈︑小荒戸︑池之畑線の補
装工事︑六〇〇万円をもって
実施
四社会課関係

l

議第三五号 新潟県上越地域消防
事務組合の設立について︒
︵上越地域消防事務組合を作り
地域消防体制をととのえるもの

予算︒

議第三四号 昭和四七年度特別会
計松代町農業共済事業才入才出

予算︒

議第三三号 昭和四七年度特別会
計松代町簡易水道事業才入才出

予算︒

議第三二号 昭和四七年度特別会
計松代町国民健康保険才入才出

計松代町才入才出予算︒
︵別記いたします︶

議第三一号

たものです︶

議第三〇号 教育に関する事務の
委託に関する協議について︒
︵これは大字田代の中学生を刈
羽郡高柳町に委託する事を定め

使用料の改正です︶

︵これは学校を使用する場合の

（2）

林業費は二五五九八千円とな
っている︒
⑦商工費は一︑O一〇千円

⑧土木費は蘭四二︑二九千円

⑫公債費は三七︑九二七千円
③予備費は八︑〇七閣千円

総務賓

土木管理費が三一九六九千円
道路橋梁費が一〇八七六八千
円︑住宅費が二二七〇千円が
主なるもの︒
⑨消防費は二六︑五五七千円

山崎組

七年関谷政一︵松代︶外三十七名

重雄︵田代4樋口堅治︵田野倉︶
武田久︵名平︶菅井吉治︵名平︶
志賀達雄︵千年︶笠原至︵松代︶
小山甲七︵室野︶山岸平一︵福島︶

三十年佐藤一雄︵松代︶ 二十五
年村山松男︵室野︶ 十五年中村

年無事故者佐藤さん︵松代︶︑池田
さん︵牧村︶︑二十五年︑十五年︑
七年などの表彰伝達を行なった︒
松代関係次の通り︒

東頸城郡交通安全協会は︑この
ほど牧村公民館で開かれた総会で
新潟県警察本部長並びに新潟県交
通安全協会長から︑優良運転三十

佐藤さんらに優良無
事故運転者表彰伝達

ます◎

この他︑儀明地区にへき地保健
福祉館の新設︑松代地区に教員住
宅の新設等の建築工事が計画され
ており近く発注の予定となってい

請負額で既に着工されています︒

町二 般会計9予算図
47年度松代

本年度は松代に教員住宅一棟
を建設四三四万九千円を計上
・公民館の整備充実を図り︑過
疎対策の一環とすべく︑専任
職員を三名とし︑各種関係団
体の活動を図るほか︑一般者
の集会の場として︑その要請
に応ずることに計画
因特別会計予算の編成については
前年度予算に準じたが︑国保特
別会計では︑医療費の一二％値
上に伴い︑保険給付費一五四八
万円の増加となり︑前年度一世
帯当りの保険税を三〇〇〇円増

尚事業別予算及びその重点事

社会教育費が二八四五千円

消防施設費が一二五四五千円
で︑その他非常備消防費の七
七五八千円と災害対策費の六
二五四千円で消防ポンプ自動
車一台︑雪上車運転費用等
⑩教育費は馴ロO︑三二七千円
教育総務費が一〇七五〇千円
小学校費が四一八四四千円
中学校費が二三九二八千円

保健体育費が二一五七一千円
が主なるもので︑町民第三プ
ール建設︑教員住宅建設等が
含まれているもの︒
⑪災害復旧費は四︑九二五千円

町

本年度の町の施設はこの様に︹
昭和四十七年度の重点施策の一
つである町民プール第三号建設工
事が始まりました︒規模は大人用
二十五璽フ：ル六コース︵平均深
さ一・三徊︶幼児用ブール︵平均深
さ○・七解︶で︑すでに建設された

株式会社

一三︑九〇〇︑○○○円

松代町大字小池地内
七月三十日

第一号及び第二号プールと大体同
じ大きさとなっており工事契約内
容は次の通りとなっています◎
建設場所
完成予定

工事施工

請負額

尚社会福祉政策の一環である室
野保育所の新築工事も工事契約が
終り木造平屋建︑面積約九〇坪の
中に近代的な施設が出来上ります
契約内容は次の通り︒

建設場所 松代町大字室野地内
完成予定 十月十五日
請負額 一〇︑九〇〇︑OOO円
工事施工 鈴木組
更に蒲生保育所増築工事も調理
室等の増築で九四〇︑○○○円の

入

額 して計上︒

項は次の通りです︒

︵単位は千円︶

◎一般会計予算と主な施行
事業経費と負担金
①議会費は一一︑二四五千円
②総務費は八三︑四九幽千円

昨年より四六六九万円の減で
一般管理費三四三四〇千円文
書広報費が一六一七千円︑会
計管理費二六〇千円︑財産管
理費七九六八千円︑交通安全
対策費が一四二七千円︑総合
センター建設費一〇八二〇千
円︑徴税費一〇五八九千円︑
戸籍住民基本台帳費三六三二
千円︑選挙費二二〇九千円︑
統計調査費三一〇七千円が主
なるもの︒
0民生費は六五︑一五九千円

社会福祉費の二五一〇四千円
で主なるものは老人家庭奉仕
員関係とねたきり老人医療費
補助の二二五〇千円︑国民年
金事務費二一〇一千円︑へき
地保健福祉館建築費五五三二

千円
児童福祉費が三九八五五千円
災害救助費が二〇〇千円とな
ります︒
④衛生費は−四︑八二七千円

保健衛生費が九四七一千円︑
清掃費が五五三六千円で危険
物︑ゴミ処理費等が主なるも
の︒
⑤労働費は三︑三六九千円

出稼組合関係等が一七〇千円
⑥農林業費は闘−O︑九七三千円
農業費が八五三七五千円で︑

民 生賢

費
ホ
土

地方交付税

秣 業 費
農

育 庸
教．

出

牧

県支出金

債

公債

操入金

消防費

市町村説

ぞの他

ぞの他

支
（3）

り−

したいものです︒
︵写真H初の会議風景︶

これらの人たちに協力し︑この
町から事故の一件もなくなる様に

交通安全指導員生れる
松代町では今年から歩行者事故
の防止と運転者に対する交通安全
指導の強化を図ることを目的に︑
交通安全指導員を置くことになり
ました︒これは本町に居住する一
八才以上六〇才未満の人で︑交通
安全に熱意を持ち︑交通法規に通
じている人を町長が任命するもの
です︒人員は一五人以内となって
おり︑交通安全指導の活動に当る
ことになり︑この程︑次の人が任

0
■
．

鞭

轟

命されました︒

関谷政一・万羽亮次・関谷徳一郎
笠原至・樋口堅一・品田数四︵以
上松代︶小島猪之平︵犬伏︶山岸
昭司・小堺悟・小堺哲夫︵蒲生︶
小堺博文︵儀明︶小山甲七・小堺
久松．米持瑛︵室野︶高橋守雄︵
福島︶

〉… この程町役場職員の人事異動が発表になりましたのでお知らせいたします。…ぐ
〉…町の仕事の上で、町民の皆さんにいろいろ関係がありますので、よろしくお願…ぐ
〉…い申し上げます・
…ぐ
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英

土木係

国民健康保険係

経済係長

町収入役が

す︒

小堺さんは︑昭和二一年三月︑
松代村収入役に就任︑以来二五年
間松代村︑合併後の松代町と収入
役の重任を続けてこられたもので

になりました︒

長い間︑町の収入役として重要
な仕事をされてこられた︑小堺長
平氏は︑四月三〇日をもって退職
されました︒後任には︑前総務課
長︑鈴木益蔵氏が議会の承認を得
五月一日付をもって着任すること

ー小堺さんご苦労さんでした1

変わりました

（4

後任の鈴木さんは︑長い間︑町
の総務課長として一般部局の先頭
に立って町政の実践を行なわれて
きましたが︑今後もよろしくとの
ことです︒

係長
職業係長

運転手
耕地係

（4月1日発令）

印刷係

（4月1日発令）
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役場職員の異動がありました

二輪免許試験の改正
︿安塚警察署﹀
このたび道路交通法の一部改正
により︑四月一日から二輪免許の
技能試験は
・現在の総排気量二一五㏄︵小
型二輪車︶のものと
・新たに総排気量三〇〇㏄から
四〇〇㏄︵大型二輪車︶までの

ものとに分けて行なわれます
したがって小型二輪車により技

たします︒

能試験を受けられた方は︑総排気
量一二五㏄以下の自動二輪車に限
定された免許となります︒
なお準備のため大型二輪車によ
る技能試験は四月五日から実施い

次に大型二輪車による技能試験
には︑直線狭路コース走行︵一本
橋走行︶連続進路転回コース︵ス
ラロ：ム︶等の課題を加え︑重心
移動︑底速時のバランスのとり方
についても︑採点することになり．
ましたので︑十分な受験準備をさ
れるようおすすめします︒

・試験日
・試験場
・合格発表
・試験科目

・受験資格

会︑数学︶

作文︑適性試験︑体
力身体検査
組合管内に住所を有
する者又は居住でき
る者で高校卒業程度
の学力を有する満十
八才から満二十五才
までの男子
受験申込書︵写真貼

ア︑春耕でお忙しいなかでも︑

四︑水死事故防止

ウ︑暖かくなるに従い夜遊びに
発展する機会が多くなるので
夜間の外出はできるだけ慎し
むようご指導ください︒

ようo

イ︑我子に限ってという気持で
なく︑こどもの行ない︑持ち
物︑友だち関係に注意しまし

しよう︒

ア︑親子の話合いの場をつくり
明るい︑暖かい家庭雰囲気を
作りこどもの心を豊かにしま

三︑少年の非行防止

ウ︑貴重品は車内におかない︒

かける︒

格納するか︑監視のできる駐
車場に駐車しましよう︒
イ︑自動車から離れるときは︑
ドアi︑三角窓に必ずカギを

・提出書類

六月中句
上越市
七月下旬
教養試験︵国語︑社

消防職員の採用について

お問合せ下さい︒

五月一日から︑上越地域消防事
務組合が設立され︑常備の消防体
制が発足することになります︒
これに伴ない︑松代町に消防署
の分遣所が置かれることになりま
した︒ついては︑ここに勤務する
消防職員の採用試験要綱の大要が
決まりましたので多数の方々が受
験されますようにお願いします︒
尚詳細については︑役場総務課に

松代町にも遅い春がや
ってきました︒四︑五月
は各部落の多彩な行事の
ため外出の機会が多く︑

さらに農繁期の忙しさか
ら留守にしがちです︒

ご家庭も職場も︑犯罪の
被害や事故に合わないよ
うに心がけ︑次の事に注
意して明るい町作りにご
協力下さい︒

一︑戸締りは確実に

ア︑留守にするときは
必ずカギをかけまし
よう︒

イ︑でかける前に隣近
所の人に留守中のこ
とをたのむ︒

二︑自動車盗難防止

カギのかかる車庫に

ア︑青空駐車をやめ︑

付︶身上調書
最終学校卒業証明書
・給 与 初任給三二︑一〇〇円
︵四十七年高校卒のとき︶
・勤務地
組合管内消防署
︒勤 務
隔日勤務
・採用予定日 九月
身体検査基準
︒その他
身長 一六〇伽以上
胸囲 身長の％以上
体重 五五勾以上
裸眼視力○・八以上
色弁力正常のもの
聴力正常のもの
受験申込みは︑ 役場で受けつけ
ており︑申込用紙は役場にありま
す︒

国税モニターの紹介

りました︒

納税者と税務署の間に立って︑
パイプ役をつとめていた税務モニ
ターは︑本年度から国税モニター
と改称されて︑さらに納税者の意
見︑要望ならびに苦情をモニター
を通じて活発に収集することにな

なお︑初の国税モニターは
上越市南本町二丁目十二ー十六
本 間 静 江
︵高田農業高校長夫人︶

幼児から目をはなさないよう
に保護者は監視しましよう︒
イ︑魚釣りの期節になり事故も
多くなります︒必ず二︑三人
で行くようご指導ください︒
ウ︑川︑池︑その他の危険な場
所でこど庵が遊んでいるのを
発見したときは注意を与えて
水死事故からこどもを守って
ください︒

五︑火災防止

ア︑モミがら焼き︑山野の火入
れなどの時期で火災事故を起
さないように十分に注意しま
しようo

イ︑子供がまねした火遊びから
火事を起さないよう︑マッチ
やライターなどこどもの手の
届かないところに保管しまし
ようo
15）

︒採用予定人員 七二名の
︵松代分遣所勤務者 十二名︶
︒申込期間 五月一日〜三十一日

驚春の行楽・農繁期防犯撫

つ

く

皆んなで栽培ろうナメコを

一番多く発生し︑原木一石当り
年に四勿採取できる︒原木の大
小により発生年数は多少ちがう

明日の我家のくらしのために
ナメコ栽培について簡単に概略
を述べます︒

一︑原木

ブナ︑ナラ︑イタヤ︑サクラ︑
クルミ︑ヤナギ︑雑木なら何ん
でもよい︒

二︑伐採
昨年の秋から今春四月末︒

三︑種駒打込み

原木一石当り三〇〇から五〇〇
駒打込めばよい︒

四︑伏せ込み

スギ林︑雑木林の中へ伏せ込め

ぐ
が︑末口の直径の倍年とみてよ
い︒

六︑販売

松之山町︑大島村に加工工場が
あり︑販売路の心配はない︒

以上簡単にのべましたが︑誰れで
も簡単にできるのでおすすめ致し
ます︒

…鶏
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