健康は生涯の宝
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この循環器検診を受けて自分の健
康をたしかめて下さい︒

が来始めると言われていますから

先ず検診を受けよう

﹁町民総暇診め陣﹂
昭和四十九年度予算から社会課
関係の主な事業をご紹介申し上げ
ます︒

△事後指導を次の通り実施します
十月二十三日と二十五日

く
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八月十九日 町総合センター
二十日 〃
二十一日

りです︒

△胃ガン検診
希望者について実施します︒検
診料金八百円の中五百円を補助し
ます︒実施期臼と場所は次のとお

のとおり行います︒

成人病対策の中循環器対策は前
述のとおりですが︑早期発見︑早
期治療が最も必要なガン対策を次

︿成人病対策V

まで︒

乳児は満一才の属する月の末日

印刷松代印刷所
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︵次頁へ続く︶

ムッ反︑BCG接種
四月から五月にかけて実施

必要により各医療機関に委託し
て随時実施

五月一八日〜二八日
〃三一日〜六月一日
八月二六日〜二八日
十月一三日〜一七日
△精密検診

△間接撮影
学校検診四月二四日〜二五日
一般住民検診

施します︒

結核は下た火になったとはいえ
昨年も十四件の新規発生がありま
した︒引続き次のとおり対策を実

︿結核予防対策V

九月二日 町総合センター
〃 三日 〃

りです︒

二十二日 町克雪センター
二十三日 蒲生増村屋
△子宮ガン検診
希望者について実施します︒検
診料金六百円の中五百円を補助し
ます︒実施期日と場所は次のとお

〃

︿循環器検診の実施V
く母子保健対策V
母子保健の理念である健康な子
を生み︑健康に育てていただくた
め次の事業を実施いたします︒
妊婦検診︑産婦検診︑母親学級︑
婚前学級︑乳児検診︑三才児検診
育児学級︑先股脱検診︑二︑三ケ
月検診︑助産婦による妊産婦︑妊
妊中毒症︑新生児︑未熟児訪間︑
母子保健推進員活動︒ ︵詳細は別
項掲載︶

す︒

△母子栄養ミルクの支給
妊産婦死亡率の高いことの一因
として妊産婦の栄養欠陥があげら
れ︑これがまた出生する乳児の健
康や発育に大きな影響を与えてい
る︒そこで母子保健指導の一環と
しての栄養指導の強化を図るため
次によりミルクを無償で支給しま

まで

妊産婦は妊娠五ケ月〜産後三ケ月
乳児は生後四ケ月〜十ニケ月まで
一ケ月九〇〇9︵一日当約三〇9︶

△妊産婦︑乳児医療の無料化
保険診療分について︑妊産婦と
乳児の次の方の医療費が無料にな

〃〃〃〃

△一〇六人の中六七人が脳卒中︑

高血圧症︑心臓病︑糖尿病等の循
環器系統の病気で死亡しています
︵昭和四十八年︶これは全体の三
分の二以上に当ります︒この中二
十才台と三十才台が各一人︑四十
才台が三人︑五十才台が四人︑六
十才台では十五人とまだ働き盛り
の人が高血圧症で療養生活を送っ
たり︑死亡したりする人があとを
たちません︒そこで松代町では
△四十才以上の全町民に循環器検
診を実施することにしました︒こ
れは県医師会の協力を得て実施す
るもので次により行う予定です︒
期日 七月二二︑二三︑二四日
場所 松代町総合センタi
遠方の方は車で送り迎えす
る予定です︒

対象 四〇才〜六四才まで︒
出稼者とその配偶者及び六
五才以上の方は別に検診を
行いますので除かれます︒
なお︑詳細は実施直前に通知し
ます︒

△健康で居るには︑先づ自分の体
の状態を知ってそれによって︑医
師にかかるなり︑毎日の生活をコ
ントロールすることが一番大切か

妊婦は届出の翌月から出産の翌

ります︒

月まで︒

館長関谷昭平1
電話松代301番1
（1
）

と思います︒

人間は四十才頃から体に﹁がた﹂

、

︽伝染病予防対策V
町内の医療機関のご協力をいた
だいて次のとおり各種予防接種を
実施します︒

春は六月五日〜七日︑秋は十月

△生ポリオワクチソ
に実施予定︒

ます︒

対象者は生後三ケ月〜十八ケ月間
△日本脳炎
六月から七月にかけて実施
希望者について百円微収で実施し
△種痘︑

八月から九月にかけて実施
対象者①生後六ケ月〜二四ケ月②
小学校入学前六ケ月以内③小学校
卒業前六ケ月以内︒・

時︒

△百日咳・ジフテリア・破傷風・
混合ワクチン
十一月実施
対象者は①生後三ケ月〜六ケ月②
その後十二ヶ月〜十八ケ月たった
ムジフテリア
十一月実施
対象は①小学校入学前六ケ月以内
②小学校卒業前六ケ月以内︒
ムインフレエンザワクチンを無料
で全町民に実施
インフルエンザ︵風邪︶の予防注
謝を十月〜十一月にかけて実施︒

︽寄生虫対策V
上越医師会館検査セソターに依
頼して次のとおり検便を実施し︑
有卵者には無償で駆虫薬を配付し
ます︒

小︑中学生の一般検査は五月と十
月に嶢虫検査は七月に実施
一般住民は七月三〜五日に実施

く食生活改善対策V
高血圧並に婦人の貧血が食生活
に影響することが大きいことにか
んがみ︑昨年に引続き各部落毎に
栄養対策事業を行うとともにキツ
チンカーによる巡回栄養指導を実
施します︒

︿血液対策V
△献血

移動採血車ゆうあい号による献
血を実施します︒

献血者には︑バス代︑中食代の補

助及び記念品を贈ります︒
五月二一日に町総合センタ：
七月十八日に〃
八月二二臼に〃
十月二三日午前奴奈川支所
午後農協山平支所
△血液型検査
上越医師会館検査センターに依
頼して一般者を対象に実施します

く環境衛生対策V
ムゴミ処理

昨年に引続き実施します︒
ゴミの中に鉄くず︑ビンくず等の
危険物を絶対に入れないようご注
意下さい︒

△危険物処理
昨年に引続き年間五回実施

十日町市に委託して必要に応じ

△し尿処理
実施します︒ ︵冬期間を除く︶

︿出稼者検診V

十八日〃

最近出稼先での病気による死亡
者が目立っていますので必ず検診
を受けて自分の健康をたしかめて
下さい︒次にょり実施します︒
六月十二日室野小学校
〃 十三日蒲生小学校
十四日清水小︑孟地小
十七日町総合セソタi

△七十才以上老人医療無料化
老人医療費の保険診療分につい
て︑所得に関係なく本人の負担を
なくしています︒
△一人暮らし︑ねたきり老人医療
．費無料化
六五才〜六九才までの老人医療費
の保険診療分について本人負担を
なくしています︒
△老人健康診査
六五才以上の老人全員について
無料で健康診査を実施します︒

︽老人対策V

十月二八日室野小︑蒲生小
〃 二九日清水小︑孟地小
十一月十五日町総合セソタ！

より検診を実施します︒

出稼者の留守家族について次に

︽留守家族検診V

事後指導
十月二十一日︑二十二日

〃〃〃

︵次頁へ続く︶

毎年八百人から九百人の方が故

△正月帰省バス

これらの方々の明るい職場の開拓
故郷との温いつながりなどを目的
に次の援護事業を実施しています

って冬季出稼ぎをされています︒

松代町では毎年千人を超える人
達が関東関西など二十数県にわた

︿出稼関係V

ます︒

△遊園地遊具交付
子どもの遊び場を作った部落に
遊具を無償で交付します︒
△特殊学校就学奨励費補助
盲学校︑ろう学校︑養護学校等
に就学している児童に対し就学奨
励費として一ケ月四千円を補助し

︽児童福祉対策V

△心身障害者扶養共済掛金補助
保護者が健在のうちに加入して
掛金を納め︑保護者が死亡︑廃疾
で障害者を扶養できなくなった時
年金を受ける制度で︑この掛金の
二分の一を補助します︒

ます︒

△重度心身障害者医療費無料化
重度精薄重度身障で介護を要する
者又はこれらのダブル障害を有す
る者︑身体障害者一︑二級及び重
度精薄者医療費の保険診療分につ
いて本人負担をなくしています︒
△身障者介護人派遣事業
重症心身障害者の家庭で世話す
る人が必要になった場合に派遣し

︽身体障害者対策V

△老人クラブ活動費補助
各部落に結成されている老人ク
ラブに対し︑活動した月一ケ月に
つき三千円前後を補助します︒

補助します︒

△老人介護人派遣事業
六十五才以上の老人がねたきり
になっても介護人が居ない場合に
お世話をするために派遣します︒
△老人日常生活用具給付
六十五才以上のねたきり老人に
対しマツトレスを支給します︒
△老人世帯除雪費補助
六十五才以上の老人のみの世帯
及び老人と義務教育終了前の児童
の世帯に対し一回二千円二回分を

②

郷に帰って家族団らんの正月を迎
えられています︒本年も引続き実
施いたします︒

ます︒

△出稼先新聞送付
出稼先の事業所単位にローカル
新聞新潟日報を送付します︒
△雪の故郷誌送付
町内各小中学校のご協力をいた
だき︑子どもさんの便りを中心に
編集した﹁ゆきのふるさと﹂を事
業所単位に送付します︒
ムリーダー会議
故郷及び出稼先でリ：ダi会議
を開き︑より良い出稼ぎ実現のた
めの話し合いの場にしています︒
△現地懇談会
職業係が出稼先の職場をまわっ
て町出身の出稼者と懇談し︑故郷
と出稼先のきづなを強めると共に
就職条件の改善などに役立ててい

︽簡易水道拡張継続事業V

次のとおりです︒

に引続き第二年目を迎え︑事業費
も本年度は二億円を超えることに
なりました︒本年度の工事予定は
一︑水源 取入口工事
取水ポンプ設置
二︑導水 沈砂池建設
．導水管布設
三︑浄水 薬品注入装置
急速濾過機設置
四︑送水 送水管布設
五︑配水第一配水池建設︵室野︶
第二配水池建設︵千年︶

し上げます︒

配水管布設
消火栓設置
六︑電気 電気計装設備
本年は︑福島︑奈良立︑室野︑
池尻︑千年︑松代に本管の布設工
事を行う予定ですので︑掘削で田
畑を荒す所も出るかと思いますが
ご理解あるご了承を切にお願い申

にして下さい︒

︽国民健康保険関係V
△高額医療制度の実施
七月一日からの予定
保険診療の場合︑医療費の自己
負担分が三万円を超えた分につい
て国保が支払う高額医療制度を七
月一日から実施したい考えで予算
編成をしました︒
この制度が実施になりますと︑医
者にかかった費用が多額であって
も本人は三万円だけ負担すればよ
いことになります︒
△健康家庭褒賞
一年間︑三年間︑五年間医療費
の無給付家庭︑すなわちこの年数
医者にかかった人の無い家庭に記
念品を贈呈いたします︒
△助産費の増額
被保険者が出産した時支給され
る助産費が四月一日から一万円が
二万円に増額になりました︒
△葬祭費の増額
被保険者が死亡された場合支給
される葬祭費が四月一日から五千
円が八千円に増額になりました︒

﹃

24148．0

関係部落でまだ加入申出をされ
ていない方は︑間に合いますので
区長さんに連絡して加入するよう

53．1
93

席％
出率
出者

対者

63 54 85．7

総工事費が五億円を超える事業
で松代町開閥以来の大工事である
松代町簡易水道拡張工事は︑昨年
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出産に対する1・000分比。
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222813713
4〃

註L低体重児とは︑二︑五〇〇グ
ラム以下の者をいう︒
乞低体重児の生まれるのは冬季
間が多いことに注意︒

8〃

み嶽診

〜未熟児は精薄になりやすい〜

1出生数抵体重児

︵次頁へ続く︶

新年度母子保健を効果的に進め

母子保健事業計画

昭和四十九年度

るい︒

乳幼児検診の検診率は良いが
各種学級の出席率は非常に悪

8gig1．7

状児である︒

産
死率

6〃
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松代町の母子保健

・

Ω︾

死産の率は、

5〃

先股脱検診
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・

100分比。

1月

189 176 93．1

未熟児出生が多い

Ω︾

全県郡

国内内 町
代
松

もモ

ラ率数率数
ラ率
率

57．91 37．8

註L死産は︑比率から見た場合全
国︑県︑郡平均をやN下廻っ
ているが︑実数が有る以上減
らすべく努力する必要がある
乞統計上はっきり出ていないが
三ケ月以内の流産︑人工妊娠
中絶が多いものと思われる︒

死産の状況

10〃
11〃
12〃

50

Q2

3・乳児死亡の率は出生に対する100分比

2〃
3〃
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3才児検診118
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47年 48年 47年148年47年

ラ数
ラ率
ラ数
ラ率
率率

乳児
出生 死亡
7年148年

註L他町村に比較して子供を生ま
なくなっている︒
名未熟児の出生が多い︒
未熟児は智恵遅れ︵精薄︶に
なりやすい︒
よ乳児の死亡率が依然高い︒
乳児死亡の大半は未熟児と異

1・出生の率は人口1，000人に対する比。

総数

乳児検診

175

育児学級
妊婦検診
母親学級
（3

47年

席

象

別

10

49．5

『 狢年
内自然
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死産内自然
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出生の状況

種

5
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14
49．6 33．0
4
3
2
19．8 46．5 34．8
49．5

22．5

22

：33．2
51．6

未熟児

出生

るため次の事業を計画しました︒
少ない赤ちやんを丈夫に生んで元
気に育てるために皆様のご協力を
お願いします︒
4月

︒乳幼児検診−乳児︑二︑三才児
︒母親学級−全妊婦
・母子推進員研修会
︒産後検診−産後二︑三ケ月の産
婦
五月

・家族計画−産後二︑三ケ月の産
婦
◎二︑三ケ月児検診−生後二︑三
ケ月の乳児
︒育児学級
六月

︒新婚学級ー婚姻届六ケ月以内
︒乳児健康相談ー生ワク投与に併
せて開催
七月
・母親学級

︒婚前学級ー青年会︑公民館と共
催
八月

・産後検診
・家族検診
・二︑三ケ月児検診
・育児学級
九月
・乳幼児検診
十月
・乳児健康相談
・母子推進員研修会
十嗣月
︒母親学級
︒新婚学級
・産後検診

︒家族検診
・二︑三ケ月児検診
十二月
︒育児学級
その他
︒助産婦による訪問指導
妊婦訪問ー妊娠届出の月
新生児訪間ー生後二週間前後の
頃
産婦訪問ー右に同じ
・保健婦による健康相談︵電話に
よる相談にも応じます︶

ふにおちぬ不起訴処分に開く窓

郵便番号

九四三

電話上越︵9一蓋︶㈲五一六〇番

新潟地方裁判所高田支部内
高田検察審査会事務局・

上越市大手町一番二六号

だれでも審査の申立てをすること
ができます︒申立てや相談には費
用はいりません︒申立ての手続に
ついては左記の検察審査会事務局
にお問い合わせ下さい◎
︑記

の不起訴処分に不服のある方は︑﹃

◎事件を審査してもらうには？
犯罪を告訴︑告発した人や︑犯
罪によって害を受けた人で検察官

ますコ

この他検察審査会は︑検察庁の
仕事のやり方全体について改善す
べき点があれぱ︑検事正に改める
よう建議・勧告をすることもでき

は起訴の手続をとります︒

証人を調べたり場合によっては実
地見分などもして議決をします︒
検事正はその議決を参考にして︑
事件を起訴すべきだと考えたとき

皆さん︑検察審査会をご存知ですか？
◎あなたは︑こんなときどうした
らよいか？
詐欺︑おどし︑交通事故など︑
犯罪の被害にあって警察や検察庁
に訴えたが︑検察官がその事件を
裁判にかけてくれない︵これを不
起訴処分といいます︶︑どうして

もなっとくできないーこんな不
満をもっている方はいませんか？
そんな方は︑そのまま泣き寝入
りしないで検察審査会にすぐご相
談ください︒

護救済します︒

◎検察審査会とは？
選挙権のある人の中から︑くじ
で選ばれた国民一般の代表者︵十
一人の検察審査員ー任期は六ケ
月︶が検察官の仕事のやり方を審
査するための制度であり︑また一
方では犯罪の陰に泣く被害者を保

◎どんな仕事をするところか？
検察官のした不起訴処分のよし
あしを審査するのがおもな仕事で
す︒検察審査会は検察官の作った
不起訴記録を調べ︑必要に応じて

三月受付分

︵受付順︶

戸籍の窓ロから

昨年松代町で実施した試験では
一四二名全員合格という好成績を
納めましたこの講習会が本年は十
日町市で次にょり実施されます︒
希望者は職業係へ申込んで下さい
受付締切日 四月三〇日
申込み先
役場職業係
講習会期日 五月八日九日
講習会場
十日町市

作業主任者講習会

足場組立・解体

さい︒

毎月第二︑第四月曜日の午前九
時から午後四時まで︑役場の保
健室で行っています︒
註 各種検診︑学級︑訪問はその
都度個人通知を出します︒
もし通知もれの方がありまし
たら役場の衛生係へご連絡下
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若井

若月

肇竪箏勇︵会沢︶

肇馨讐男︵華︶

俊厳き磐長男︵松代︶

．︵死亡︶

おくやみ
村山卯三郎
柳
シマ
山賀 スキ
小堺 ヒデ
柳
ッル
西潟清一郎

︵孟地︶

︵儀明︶︑︐．

み小荒戸︶

︵千年︶

七九才
七七才
六五才
九〇才

︵福島︶

︵松代︶

八○才・

﹁八二才

洒潟宏文驚響男・福島︶

山岸みちる綴翔妾︵峠︶

山賀綾子驚喜讐女︵松代︶

相沢由紀子馨市響案太平︶

万羽

五＋嵐嚢驚美蓑女︵会沢︶．

柳利枝難智讐案李︶

離験

運転手5計12

計4

計4

蒲生揺保母
主任−保
母2給食
婦1

職員総数

︵特別職
一〇六人

を除く︶

︵男七三人
女三三名︶

町の成人式は出稼の皆さんがお
帰りになった気候の良い5月上旬

…もれおちの方をお知らせ下さい…
します︒

もれ落ちがあるかも知
れませんので各家庭に
おかれまして確認の上
もれ落ちがありました
ら町公民館︵電話三〇
一番︶へお知らせ下さ
い︒各人への挙式のご
案内はおって発送いた

は次のとおりですが︑

町では成人者の希望
で数年前から卒業同期
を区分に該当者を調査
し︑挙式の案内を差上
げています︒公民館で
町の住民票から拾い出
しました成人なさる方

に挙式する予定です︒
．．
oo．・．
98
8−1．■愚馳・・

太平ー相沢幸一

松代−相沢義男・関谷利良・関谷
好江・佐藤かほる・関谷英司
市川政広・佐藤秀孝・柳正・
柳誠・市川英世・斉木茂・市
川正・笠原俊春
小荒戸−富沢富子・富沢光雄

︵28・4・2〜2・4・1出生の人︶

9

成人 該当者へ敬称略︶

成人式5月上旬に挙式の予定

町役場職員の異動がありました︒

消防統計係
職業・国民年金係

・．■．輔o・oo■●．Oo葡

四月一日付で町職員の人事異動

菅井正一 総務課
堀川一郎 社会課

〃

がありました︒

職業係

6・一

町民の皆様と︑仕事の上でいろ
くと関係がありますのでお知ら

社会課

OOo．

戸籍係H係長1主事補2計3
職業・国民年金係H係長1主事
2計3
衛生係ほ係長−主事補1計2
水道係 主任−主事2計3
圃建設課涯課長1H計姓
土木係眞係長−主事3主事補2
ブルトーザ運転主任1全

国民健康保険係

一1，殿

せいたします︒なお︑異動後の各
課︵係︶の職員組織は次のとおり
です︒数字は人数
囹収入役室︵収入役を除く︶
出納員1主任−計2

石口博雄 社会課

●・・一．o．．恥・■o・一一．o闘．o．

圃総務課π課長1π計15

土木係

．．・o

庶務係π係長−主任−主事3主
事補ータイピストー電話
交換手−自動車運転主任
1運転手2用務員1計1
財務係H係長−
消防統計鯉主事補1︵係長は財

建設課

一3

務係長が兼任︶

議会・選挙管理委員会事務局∬
︵兼務につき省略︶
．交通安全灯︵運転主任兼任︶

囹税務課π課長1肝計8
固定資産税係H係長−主事5計

所長1

建築係昌主事−
口産業課目課長1擁蛎
経済係H係長1主任−計2
農業土本係H係長−主事3主事
補2計6
農業委員会目主事2
農業共済係甘係長−主事−主事
補−家畜診療所長1計4
家畜係鍵︵家畜診療所長兼務︶
囹教育委員会甘教育長1 計8
庶務係目係長−主事補−計2
学校教育係H主事1
社会教育係H主事−
公民館匪公民館長1主事補2
計3

︵線Aロセソター︶

水道係

〃

務︶

諸税係π係長1
住民税係π︵固定資産税係が兼

口奴奈川支所
囹国保診療所︵室野︶H所長1看護

松代 〃
教育委員会

〃

口社会課∬課長1∬計22

室岡茂

〃

婦1

婦1主事2主事補1計5
口保育所へ所長H社会課長兼務︶
松代H保母主任1保母5給食婦
2計8
室野ほ保母
主任−保
母2給食
室野保育所 保母

石口町子 蒲生
室岡優子 退職

米持敏夫

社会福祉係

2

税務課
高橋藤松 税務課

〃
栄養士

〃
戸籍係
西潟定子 松代保育所 保母

〃

産業課

r

菅刈−柳考・柳鈴子・関谷一利
田沢−高僑克政
下山ー宮沢新松
千年ー武田俊彦・佐藤八千代・中
村恵秀・高橋京子
清水ー秋山由紀子・茂野孝蔵
蓬平ー若井利枝子・小堺広和・小
堺千恵子・若井つき子
犬伏ー山本昭一・柳初美・柳一則
松山一郎・山本りえ子
孟地ー柳重和
片桐山−山岸武一
苧島ー石田明美・柳利彦・石田恵
子
田野倉ー池田修・池田重治・池田
和子・池田功・斉藤嘉和
仙納−室岡純子
田代ー中村久子
筋平−高橋以治
蒲生−山岸ミチ子・小堺穣
儀明−小堺ミン子・村松堅悟・中
村ヤイ子・小堺博道
福島ー高橋まり子・柳裕治
室野−中条栄一・佐藤昇・中沢実
峠−横尾優子
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〃
戸籍係
総務課 運転手
〃
〃

小堺月子

諸税係長

社会福祉係π係長1主事2計3
国保係H係長−主事2主事補2
保健婦主任1保健婦−計

農業土木係長
高橋秀夫 社会課職業・国民年金係長 税務課 固定資産税係長
西潟浩平 税務課 諸税係長
建設課 建築係長
武田三郎 産業課 農業土木係長
社会課 職業係長

7
社会課 国民健康保険係
若月義一 総務課 総務課付（療養中） 収入役室 会計係
相沢哲夫 建設課 上木係
総務課 消防・統計係

固定資産税係長
池田正直 収入役室 会計係

社会課

旧所属・係名
属・係 名
所
新

氏名

庶務係長
関谷政和 総務課

異動
の
員
町 職

教職員人事異動
桐

奴奈

大平淳一郎︵上越市第二中︶ 奴奈

川中

川中川

飯塚国雄︵糸魚川市第二中︶

山中教頭

渡辺富之︵糸魚川市山之坊小︶
桐山中

岩島一雄︵柿崎町柿崎中︶

長期病欠

宮沢博次︵山平中教頭︶

▲転出

木柳彰造
計良恭雄
目黒．勲
岩本五十鈴
▲転入

ます︒

〃

長岡市立東北中から
三条養護学校から
新採用

︵正︶8276 ︵誤︶8299

茄頁 はの部
はっちよ 山岸清作

おり訂正して下さい︒

号簿﹂ ︵47・7・現在︶を次のと

松代町で発行した﹁町内電話番

電話番号の訂正

従来実施して来ました国民年金
保険料の前納制度が本年は︑国民
年金法の一部改正で来年一月から
保険料の改訂が予想され︑向う一
年問の額が決っていないため前納
納付ができないことになりました
したがって四十八年に前納制度を
利用された方も四十九年は︑他の
加入者同様︑六月九月十二月三月
に農協の預金口座から振替納付を
させていただきたいと思いますの
でご了承をお願い致します︒
なお︑農協の預金口座から直接引
落すことについては︑去る四十七
年に前納者全員から承諾書をいた
だいてありますので念の為申添え

鞭銀保険料前納中止

諸原秀治
藤田 久
平石正美
藤田雅子

十日町高校へ
村上女子高校へ
三条高校へ
六日町女子高校へ

県立松代高等学校人事異動

転入・配置換・新採用四〇件

転出・退職・休職︵長欠︶三五件

町立学校異動件数

村田長兵衛H山平中学校・長期病
欠教員の補充

校長

教頭

長尾克孝︵柏崎市柏崎小︶

桐山小教頭

哲︵新穂村新穂中︶清水中

川中教頭

﹃大鳥正男︵板倉町板倉中︶ 山平中
青田恒雄︵新井市姫川原小︶ 奴奈

平中

太田空賢︵新井市新井中︶ 孟地中
秋山正道︵畑野町畑野中︶ 孟地中
尾身辰二︵新採用︶ 孟地中
大越弼夫︵糸魚川市上早川中︶︑山

清水中

小出孝一郎︵北蒲中条町中条中︶

富増

日下部俊彦︵与板町与板中︶清水中

中

木村文夫︵川口町川口中︶ 松代中
小島慶久︵新採用︶松代中事務職員
斉藤 清︵糸魚川市糸魚川中︶清水

代中

数井正隆︵上越市直江津中︶松代中
石井 篤︵糸魚川市糸魚川中︶ 松

教頭

山岸玲子︵新採用︶ 桐山小
塩野睦男︵三和村三和中︶ 松代中

ター︶

松屋栄男︵上越市南本町小︶ 峠小
西沢礼二︵上越市青少年文化セン

小校長

小島冠治︵板倉町針小︶ 室野小
牛木武男︵糸魚川市糸魚川小︶ 峠

蒲生小

中島ひろ子︵新採用︶ 北山小
倉島 徹︵北山小︶ 田代分
秋山洌︵上越市南本町小︶ 蒲生小

教頭

市川明治︵蒲生小校長︶松代小校長
清水八郎︵妙高村関山小︶ 松代小
板垣正巳︵上越市東本町小︶菅刈分
上野 司︵新採用︶ 蓬平分
島田金平︵松代小︶ 下山分
小松 隆︵新採用︶ 下山分
小堺則夫︵守門村須原小︶ 海老分
磯貝徳子︵新採用︶︐海老分
春日一枝︵西山町石地小︶ 滝沢分
西村 隆︵新採用︶ 滝沢分：
高橋昭三︵川西町赤岩小︶ 北山小

⑱転入・配置換・新採吊

田辺哲郎︵桐山中︶与板町与板中

町教育委員会
町内の小学校・中学校・高等学
校の教職員人事異動につきまして
はすでにご存知の事ですが︑町教
育委員会から町内の学校のものに
きぎコマき ざも
づいてとりまとめて発表されまし
たのでお知らせいたします︒

⑱転出・退職︵︶内は旧任校
滝沢正泰︵松代小学校長︶ 休職
葭原勝利︵菅刈分︶上越市大手町小

石口昇ズ下山分︶ 三和村里公小
石口法子︵ 〃 ︶上越市春日新
田小
中村ふみよ︵〃︶ 辞職
南小

萬羽嗣彦︵孟地小︶ 上越市直江津

町深浦小

清水武彦︵海老分︶大潟町大潟町小
川崎トミ︵ 〃 ︶ 聖籠村亀代小
長谷川正巳︵滝沢分︶ 辞職
近藤良之︵北山小教頭︶ 牧村牧小
吉越泰子︵北山小︶ 辞職
吉村毅︵田代分︶浦川原村中保倉小
柴田貞夫︵蒲生小教頭︶新井市南小
飯田正子︵蒲生小︶ 牧村沖見小
飯田弘文︵室野小︶ 板倉町山部小
磯部知明︵峠小校長︶ 佐渡郡小木

小国小

松之山町

十日町市水

田上早苗︵峠小︶ 新井市新井小
内山敏郎︵桐山小教頭︶ 小国町上

小林久美子︵桐山小︶

沢中
佐藤靖夫︵松代中教頭︶

東川小

高中
上越市

佐藤教美︵松代中︶ 休職
楠 知宏︵ 〃 ︶糸魚川市第二中
松沢秀介︵ 〃 ︶新大高田附属小
吉野健治︵ 〃 ︶ 大島村大島中
三井田正四︵清水中︶高柳町門出小
矢沢美義︵ 〃 ︶上越市直江津中
管山正貞︵孟地中︶新井市新井南中
管原邦宏︵ 〃 ︶ 上越市津有中
田地野修︵山平中︶ 妙高々原町好

赤川 健︵奴奈川中教頭︶

津有中

小国小

清水淳一︵奴奈川中︶青海町市振小
田上順一︵奴奈川中︶上越市第二中
高橋清逸︵桐山中教頭︶ 小国町下
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