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一3月28日松之山常設保育画卒園式一

おもな内容
〆

松之山の人口

、

2月28日現在
（）内は前月と比較
総

数

男

6，562人（一51人）

3，216人←16人）

女3，346人（一35人）
世帯数

1，682世帯

L出生6人、死亡4人
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積極的に推進すると共に、住民の
役場で招集され、一般会計予算総

麺

昭和48年度、町の各会計予算を

険校舎改築（東川小）、道路整備事

きめる定例議会は、3月8日、9
日、10日の3日間にわたって、町

巣、老人いこいの家、 農業と観
光の振興など、 建設的な事業を

額6億7千2百万円を始め、特別

要望を出来るだけ取り入れて、税
職の報酬引上げ条例など、提出さ

負担の軽減、社会福祉対策の充実、

れた議案は、予算6件、条例15件
その他12件で、いずれも賛成多数
で原案どうり可決されました。
ことしの予算編成にあたって、
相当困難な財政状態のなかで、危

自然環境整備などの施策を重点に、
ことしの予算編成につとめました。
それでは今年の予算の使いみち
について、次により説明します。
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特別職報酬額

長︵月額︶ ⁝四万二千円

教育長︵月額︶ ⁝十二万円

長

議

員︵月額︶： ・二万七千円

議会費は︑ 昨年度より一七三万

たって返していく借金︵町債︶を

県などから安い利子で︑長期にわ

自己財源では足りないので︑国や

業を行なっています︒それには︑

円増加︑ 議員報酬22名七四二万円

⁝一二七二万円

議員手当二二二万円︑このほかは

■議会費⁝⁝

・十八万三千円

町

役 ︵月額︶⁝ 十五万二千円

議
︵月額︶・

︵月額︶・

助

・十四万六千円

収入役

⁝：六五九三万円
円の増額で︑ おもな内容は三役の

議会運営のための関係費用です︒

総務費は︑ 昨年度より九七〇万

■総務費⁝

料七七七万円︑ 役場庁舎内に電話

報酬五七七万円︑ 一般職十三名給

■諸支出金：⁝⁝⁝二二〇九万円
この支出金の内容は︑繰出金が

︵元金と莉子︶です︒

おもで︑農業共済会計に一五〇万

します︒この借りた資金の返済金

天水越︑天水島地区︶復旧をする

農地農業用施設災害︵猪之名︑

プ一台購入費一一五万円︑小中学

ための必要な経費が︑計上されて

円︑国保会計に六六〇万円︑松之

■災害復旧費⁝⁝⁝⁝三九九万円

校の統合で︑児童のバス待合所を

おります︒

前の舗装工事費一八O万円︑ジー

五棟の建設費一七五万円︑九月改

交換台の設置費用四〇万円︑役場

選予定の農業委員選挙経費三六万

山簡易水道会計に三八○万円など

■予備費⁝⁝⁝⁝⁝⁝四二三万円

です︒

住みよい町つくりのため︑町で

■公債費⁝⁝⁝⁝⁝四七〇六万円

は毎年︑種々の大きな建設的な事

円︑このほかは︑一般的な事務経
費が計上されております︒

とは︑積雪が特にはなはだしく︑

土木費は︑昨年度より四九六六
したの橋まで舗装しましたが︑二

昨年︑観音寺地内から川手分校

事業費⁝⁝⁝⁝⁝⁝一爾一二九万円

設は︑鉄筋二階建︑廷べ二〇〇坪

田︵原則として旧村単位︶に︑施

未定ですが︑建設予定地域は︑浦

度指定されるかどうかは︑まだ︑

目的としております︒なお︑本年

センターを建設し︑地域の交通確
保と︑民生向上に寄与することを

活が阻害される地域に︑克雪管理

二〇五万円︑岩見堂登山道工事費

二棟︵湯山︑松里地区に︶建設費

この内容は︑野鳥公園休けい舎

た観光費の増額であります︒

自然休養村計画とタイアップさせ

商工観光費は︑昨年度より三八

長期交通が困難となり︑住民の生

万円の増で︑これは一般会計中一

ヵ年断続で︑ことしは︑その先を

バスの廻り場建設費二九〇万円が
おもな事業です︒

万円︑町商工会補助金七〇万円︑

す︒4月6日から15日まで︑

この経費の内容は︑除雪ブルド

▼建設機械運営費：二五九七万円

を予定しております︒

○万円増額︑この経費はおもに︑

番大きな比率で︑全体の23％をし

松口の作業所まで︑延長八O八肩

最近︑自動車の普及で︑それに

めております︒

巾員五訂の舗装改良する工事費で

二〇万円︑湯本温泉街に大型観光

伴なって交通量の激増は︑目を見
す︒

ーザ十一トン芸・購入費︵更新︶

野鳥こけし奨励補助金一〇万円︑

春の交通安全運動が全国一せ

▼崩田田麦立線改良事業費

六一〇万円︑冬期除雪による運転

町内中小企業貸付金三〇〇万円な

いに行なわれます︒歩行者も

町では︑浦田に通ずる松代松之

はらせるものがあります︒

⁝：⁝：六四五万円

手十二人臨時雇賃金などで四三三

どが計上されております︒

要求︑また︑町内の地上り防止︑

鹿渡ズイドーに三億円の工事費を

県道の改良︑舗装︑特にことしは

を一本化して共同処理し︑辺地の

圏内の市町村の消防や︑救急業務

広域消防事務組合がスタートし︑

中心とする19市町村が︑上越地域

歩行優先︒

内の児童︑園児の

■スタールゾーン

シの配布︒

■ポスタi︑チラ

■街頭指導の実施

施します︒

児の安全教育を実

入学児童︑保育園

■歩行者とくに新

います︒

のことを計画して

この運動期間に次

さないように︑町
と安塚警察署では

高め︑事故をおこ

運転車も交通安全のマナーを

交通安全は︑町民の願いで

樋口から月池に通ずる︑崩田部

万円︑このほかブルの燃料費︑修

このほか町観光協会補助金六〇

橋梁の架替え︑として舗装を重点
落内を延長三〇〇灯︑巾員四眉に

繕料で三七〇万円︑冬期除雪の経

▼橋詰猪之名線改良事業費

する工事費です︒

砂防︑なだれ防止工事などの事業

期問4月6日〜15日

山線を︑ここ数年︑道路の改良︑

施策にとりあげて整備しておりま
▼湯本藤原線改良事業費

消防費は︑昨年度より一四八二

道路改良する工事費です︒

・：：ニニ九八万円

町では︑毎年町内を通っている

▼県営事業負担金⁝一〇二八万円

のとおりです︒

大松山に通ずる上湯部落内を延

す︒ことしの土木事業の内容は次
▼松代松之山線︵曽根地内︶舗装

長八OO后︑巾員四材に道路改良

昨年︑観音寺橋を永久橋に架替

消防力低下を防ぐと共に︑地域全

⁝⊥〇六四万円
えしました︒その先を︑橋詰まで

を促進するよう国︑県に働きかけ

体の消防機動力を強化し︑人々の

所が設けられました︒この広域消
防事務組合分担金二二〇二万円で

もので︑昨年︑松代町に消防分遣

生活の安全を守っていこうという

ております︒ことしの公共県単事
業費の要求総額五億一千万円に対
着に道路改良する工事費です︒

▼杢坂水頭線改良事業費

このほかに土木費では︑町道補
ラi道付け六地区委託料一八万円

次におもな施設は︑可搬ポンプ

修員二人賃金一〇七万円︑クロー
部落内を延長五三〇材︑巾員四后

町道敷砂利四五〇万円︑交通安全

・⁝七一一二万円

に道路改良する工事費です︒

対策防護棚を兎口︑上蝦池に︑そ

ニ台︑ホース背負器三基︑団員の

一番大きい額です︒

▼特別豪冒地帯克雪管理センター

消防道路工事費などを計上︒

消防服更新四〇〇着分︑防火水槽

兎ロバス停留所入口から︑兎口

する町の負担金であります︒

通ずる間を延長五八七灯︑巾員四

費が計上されてあります︒

事業費⁝⁝⁝⁝⁝⁝一九一五万円
昨年︑松代松之山線︵曽根地内︶

万円増額で︑46年の7月︑上越を

四三四灯︑員五︑五灯の舗装改良

道路改良した所を︑ことし延長一
する工事費です︒

▼松代松之山線︵松口地内︶舗装

肉
地
寺
音
観
装
舗
線
山
撮

国騨猷

が計上されております︒

れぞれ5
0競で四〇万円などの経費

特別豪雪地帯克雪管理センター

建設事業費⁝⁝⁝⁝二ニニ三万円

春の交通安全運動の実施
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は一般会計中二番目に大

三九〇四万円増で︑これ

教育費は︑昨年度より

の二補助︶町財政が非常に苦しい

と少なく︵統合校舎の場合は三分

改築では︑国の補助金が三分の一

学校建設にあたって︑危険校舎

一四五万円︑松中通学道路︵川手

〇万円︑松中灯油タンタ埋設工事

円︑浦田小グランド整地工事一五

八万円︑三省小屋根工事一一五万

て︑松之山小校舎裏側溝工事費二

合などに支出する経費が計上

虫防除協議会︑長いも栽培組

殖組合︑養蚕事業組合︑病害

でたばこ耕作組合︑なめこ増

業奨励補助金︑負担金がおも

▼林道天水越線工事費⁝三六六二

費であります︒

負担金で︑このほかは経常的な経

林振興を進めて行くための補助金

合労務班育成負担金など︑町の造

i㊤二1

きな比率で︑全体の22％

ということと︑また︑年々児童数

線︶工事二〇万円︑学校

学校改築に引き

昨年の浦田小

をしめております︒

無人化施設︵松中︑浦田

万円

東川4︑学校を改築

▼畜麿振異費⁝⁝一二〇万円

されております︒

牛人工授精補助金︑肥育もと

頭目の一頭に対し二万円補助︶︑

子牛多頭生産奨励補助金︵二

屑を︑五年計画で実施する林道で

費二億一千万円︑総延長六八二〇

長野県︑野々海高原まで︑総工事

この林道は︑大厳寺原牧場から

小︶工事一二〇万円のほ

続いて︑ことし

消耗品費︑燃料費︑教材費などを

か︑各学校の営繕修繕費

の減少により︑坪野小学校を統合

合せて︑小学校費ではコニ〇四万

延長一七〇〇灯︑巾員四灯を開拓

あります︒ことしは二年度目で︑

︵鉄筋コンクリート三階建︶
にと︑議会特別委員︑教育委員が

牛導入事業補助金︵一八○頭︶

も︑危険校舎改

年の建物︶校舎を︑現在
坪野地区に出むいて話し合いした

円︑中学校費では六一一万円︑寄

計上されております︒

など︑牛の生産奨励の経費が

築で東川小学校︵大正15

の校舎の位置に︑鉄筋コ

が計上されております︒

宿舎運営費三三三万円などの経費

▼東山団地造林事巣費⁝一〇六顧

一一六九二万円

▼一般農道東山線改良事桑費・⁝・

業費です︒

て16ヘタタールを団地造林する事

林しましたが︑ことしも引き続い

昨年︑東山団地15ヘクタール造

万円

する工事費です︒

放牧料一日︑牛︵12ヵ月以上︶

︵6ヵ月未満︶30円︑肥育もと

百円︑ 牛︵12ヵ月未満︶90円︑子

し︑

0円値上げ
ことしは︑放牧料を1

の運営費がおもであります︒

この費用は︑大厳寺原牧場

▼草地利用対策費一〇八万円

が︑統合に踏み切れず︑危険校舎
このほか︑小中学校の経費とし

より三三七〇万円増︑ここ

農林水産業費は︑昨年度

改築で建設することになりました︒

ン ク リ ート三階建て︑延
べ三七〇坪を建設するこ
とになりました︒

助役・ 収入役再任

数年︑米の生産調整にあお
3月29日招集された臨時町議

られてきたが︑ことしは︑

ことしから三力年計画で︑赤倉

調整の最終年度に入り︑今

から東山部落まで︑総延長一八三

には大見勝平氏︑収入役には

米の生産調整終了後︑町の農業

▼農業振異地域整備事業費63万円

めんよう20円になります︒

後︑町の農業振興整備計画

牛45円︑

を進める上に︑その事務費

田辺誠二氏が︑それぞれ再任
されました︒

自然休養村計画費︑また︑

会において︑4月16日任期が満

了となる助役︑収入役の選任に
ついて議会の同意があり︑助役

︵収入役田辺誠二略歴︶

業費で︑ことしは延長五〇二灯︑

七牌︑巾貝四㍊を道路改良する事

巾員四層を計画しております︒

︵19名︶費用弁償など経費であり
ます︒

振興を進めて行くための推進委員
は︑林道開設︑農道整備︑

七〇〇万円

▼県単農業生産基盤整備事巣費⁝

農林業費で一番大きな事業
団地造林などの事業費が計

大正13年生れ48歳︑東京実

業課勤務を経て︑昭和40年か

業高卒︑昭和23年から役場産

ことしは︑自然休養村指定のた

延長五五〇灯︑巾員三︑六灯の農

西之前から福島よりに宮田線を

道を改良する工事費です︒

め基礎調査計画年度の︑事務経費

▼林業総務費⁝⁝⁝⁝六〇一万円

を計上しました︒

治山林道協会負担金︑町森林組

とおりです︒

各種農業団体に対する農

▼農業振異費⁝六七九万円

おもな事業の内容は次の

上されております︒

大正2年生れ60歳︑尋常高等

ら収入役に就任︒

小卒︑元収入役5期を経て︑昭
和40年から助役に就任︒

▼自然休養村整備計面費九五万円

︵助役大見勝平略歴︶

牛
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老人福祉を充実
労働費は︑昨年度より六四万円

円増額︑この予算では︑老人の福

■民生費⁝⁝⁝⁝⁝⁝六一五万円
民生費は︑昨年度より二七一万

過熱して使用することになります︒

坪︑温泉はポンプで汲み上げて︑

に予定している︒建設坪数約九五

設予定地は︑旧松里中分校となり

一五五八万円を計上しました︒建

助金︑職業訓練所費︑出稼リーダ

費︑失業認定費︑町出稼共助会補

対策費︑出稼共助会費︑内職奨励

関係で︑出稼相談員費︑町内求人

老人いこいの家建設三五八万円

祉関係の費用一〇八七万円で︑め
次に︑児童福祉七八八万円は︑
す︒

交通事故で被害者とな

○必ず警察に届けましょう

◆届出は役場社会課国保係へ

︵住所・氏名︶

どに者
など険
ぎな保
せ県被き
か府のと
出他別な

︑行証

間め要
期た必
長くが

O免許証を見せてもらう

◆交通事故にあったとき

って︑医療費の支払いに

○示談は慎重に

ついて︑相手方と話し合

いがまとまらずに国保の

きは︑届出をしなけ

マダ

○目撃者をさがそう

世帯主が変わったとき

保険証で︑診療を受ると
ればなりません︒

●

の増額︑この経費は︑おもに出稼

ぐまれない老人に︑暖かい手をと

ことし4月1日から児童手当の支

ー会議費などが計上されておりま

その老人の福祉のため︑老人奉任
給対象が広がることで︑この児童

世帯主の合併、分離のとき

員を置えたり︑ねたきり老人の医
手当費七二〇万円︑松之山常設保

国民健康保険の

ったとき

療費一〇九万円︑70歳以上の老人

医療費七三〇万円︑老人クラブ補
費︵松里︑浦田︑観音寺︶七九五
万円︑季節保育所費︵三省︑東川︑

育所費六一三万円︑へき地保育所

中立山︑黒倉︑下布川︶一七四万

19『73

7客

とき

老人の方々の健康と︑いこいの

場に︑町は昨年︑温泉を堀さくし
円︑国民年金事務費四七九万円な

手続き
左記のような二とがありまし
たら︑世帯主の方は必ず14日
以内に手続きをしてください︒

㎡

助金四〇万円などを計上しました︒

でき ました︒

どを計上しました︒

毎分四百μの温泉を求めることが

この老人いこいの家建設工事費

乳児・妊産婦医療費を無料

市町村内で住所が変わ

糊
諺

る 場 合

ビ

印鑑

−

印鑑在学証明書

子弟が就学で他の市町
村に転出するため、別
の被保険者証が必要な

ゴミ集収 車一台を購 入

や め

転出のとき

誕

とき

印鑑

被保険者証をなくした

にあてる経費に充実をはかりまし
つぎに町営大葬場運営費七〇万円

印鑑、米殼通帳、

保護廃止通知書

場合

加入者の氏名が変わっ

×

生活保護が廃止され

たとき

Ol

印鑑、被保険者証

たとき

た︒ ︵6頁掲載︶

印鑑、被保険者証
母子手帳

入 る

子どもが生まれたと

き

衛生費．．⁝⁝⁝⁝二三六七万円
衛生費関係では︑町民が 健康

がおもであります︒ごみの収集︑

な毎日を送るために︑毎年︑予防

年どおり計上いたしましたが︑こ

ごみの処理には︑町民にごめいわ

ごみし尿処理関係費用二六三万円

としは︑母子衛生費に重点を置き

くをお掛けしておりますが︑ゴミ

は︑津南清掃センター組合負担金

その経費二六六万円で︑妊産婦お

診︑清掃用薬品などの費用は︑昨

よび乳児医療費を計上し︑生れて

たいので︑ご協力ください︒

収集車一台を購入し︑万全に備え

接種︑間接さつい︑成人病予防検

くる母子保建の向上と福祉の増進

たとき

×

印鑑、米殼通帳
資格喪失の証明書

事故にあったら
必ず役場外届出を
印鑑、被保険者証
保護決定通知書
生活保護が開始され

×

転入したとき
勤務先の健康保険を
やめるとき

魍

印鑑、被保険者証
死亡診断書または
死亡証明書
死亡したとき

印鑑、被保険者証
勤務先の健康保険に
加入したとき

手続きに必要なもの

こんな場合は手続きを

1 ll 1
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るので︑ことしは︑この改良と新

期は凍結などの支障をきたしてい

1トニー

年の地すべり災害により︑松之山
たに︑水梨︑小谷︑大荒戸の三部

ることになりましたので︑その内
容についてお知らせします︒

ことしの4月1日から︑妊産婦
およぴ乳児医療費の助成を実施す

七六八四万円で建設するものであ

落を加えて︑改良工事を行ない︑

りの最中であったため︑構造物︑

︵所得制限はありません︶

▼助成対象者

松之山町に居住する妊産婦また
は乳児の保護者︒

▽持参するもの⁝印鑑︑母子健

かに届出してください︒

康手帳︵受給資格証︶

▼助成費の支払い方法

ださい︒

O国保加入の方は⁝国保組合で

○乳児⁝出産したら︑すみやかに
受給資格登録申請書を提出して

▽持参するもの⁝印鑑︑受診証

かわって受領しますので︑病

ください︒

母子健康手帳︒

院などで負担金を支払う必要

支払い︑後日町から助成分を

方は⁝今まで通り病院窓口で

○国保以外の社会保険に加入の

はありません︒

※助成期間満了の時は︑すみや
かに届出してください︒

▼医師の診療を受ける時︵妊産婦

：四六万円

：六一一万円

ります︒

地上に露出したま・︑簡易水道を
建設したものであります︒
■湯山簡水：

▼助成の内容

国民健康保険及ぴ各種社会保険
の給付と︑附加給付の金額をのぞ

▽持参するもの⁝印鑑︑母子健
▼助成期問

康手帳︵受給資格証︶

があったものについては︑農業委

いた自己負担分の金額を助成する︒

農地を農地以外︵宅地︑植林︑

支払いいたします︒

いては︑従前の医療助成の制

分娩の費用と︑重病者等につ

▼助成の対象にならないもの
をもらって行ってください︒

出生一年未満の対象者には︑後

▼すでに妊蟻届をなされた方︑

度を利用してください︒

受診証︑母子健康手帳︵受給資

日役場から連絡したしますので

ってから受診する場合は︑また

産婦︑母子健康推進委員会︒

充さい︒お問い合せは︑役場社
会課衛生係または保健婦︑各助

その指示により手続きをしてく

用紙の交付を受けて持参してく

とに一枚必要なので︑月がかわ

○医療費助成申請書は⁝一ヵ月ご

紙︒

格証付︶︑医療費助成申請書用

○病院などへ持参するもの⁝印鑑

O病院などに行くときは⁝必ず役
場から医療費助成申請書の用紙

○妊産婦⁝妊娠届を提出した月の

○乳児⁝出産した日から満一歳に

員では︑現地を確認して︑隣接地

る場合は︑建物の配置︑面積︑構

達した日の属する月の末日まで︒

その他敷地︶に転用する場合は︑

す︒許可が来るまでには︑早くて

造等の図面を添付することになっ

▼届出などの手続き

乳児共同じ︶

一ヵ月半かかりますから︑転用の

ていますから︑申請までに用意し

O妊産婦⁝妊娠届を提出する時に

翌月初日から出産した月の翌月

計画がありましたら︑早目に農業

ておいて下さい︒ただし︑農業用

医療費受給資格登録申請書を提

末日まで︒

委員会へ申請して下さい︒

施設でニアール未満のものは︑許

出する︒

へ影響あるもの は ︑ 条 件 を つ け る

米の生産調整以後︑水田に植林

可不要ですが︑届出をすることに

▽持参するもの⁝印鑑︑受診証

にあります︶

こともあります︒建物の敷地にす

する方が増えていますが︑水田に

では︑毎月各地区において農地相

なっています︒なお︑農業委員会

けれぱならないことになっていま

かかわらず畑への植林についても

※助成期間満了の時は︑すみや

︵各用紙は役場衛生係

充分隣接農地の耕作に支障をきた

利用ください︒

談日を開設しておりますから︑ご
︵農業委員会︶

たいと思います︒これら転用申請

さないように︑配慮していただき

ll
lll

健

農地法第四条第五条の許可を得な

農地の転用手続は早目に

特に︑夏場の強雨時の泥水︑冬

■湯本簡水−

送配水管を埋設することができず

恒久的な飲料水を確保するため︑

o團
D ！贈
一

保できなくなり︑38年に︑地すべ

4袖4む
乳

光間︑新山の三部落の飲料水が確

松之山地区簡易水道は︑昭和37

円

■松之山地区簡水⁝八一八三万円

松
改之
七良山
六拡地
八張区
四工簡
万事水

1

1
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23，700円の

1医療費

農業共済事業会計予算は︑総額

二二七九万桐で︑農作八六一万円

当り千二百円前後︶︑また︑飼料も

は︑肥育農家は︑経営内容を再検

多頭飼育農家の多い浦田農協で

約二割近い値上りである︒

業務一一七六万円で︑それぞれこ

討し︑生産牛を組み入れるなどの

蚕繭一八万円︑家畜二二四万円︑

としの事業を進めて行くことにな

弾力的な畜産経営をやるように指

今年も保険税が︑値上りしてしま

税でまかなう分もふえ︑やむなく

事故に供えられ

少しでも不慮の

二〇万円と伸び

ましょう。

町の家畜共済事業では︑万一の

導したいどいっている︒

りました︒

単位当り共済金額の引上げによ

場合の補償の充実︑農家経済の確

り農家の稲作︑蚕繭︑家畜をお守

りするために︑水稲はー㎏当り百

加入を積極的に推進する方針です︒

︒うことになり︑一世帯当り三万六

必ず火の元を確かめましょう5

一億九〇〇万円の医療費を支払っ

■病人や子供、老人はできるだけ
避難しやすい場所で、就寝させ

業務事業では︑ 耕地地図を作成

︑
し

国の推進対策

として︑共済掛．︑

金を分納制に改

正︵五頭以上飼

養する農家で四

こと︒家畜共済

回で分納︶する

推進補助金を︑

上一頭につき五

今まで︑三頭以

百円交付してい

たものを段階制

にして︑補助金も約50％引上げた

また︑損害防止を強化するため

いこと︒

に︑今までやっていた連合会の委

縮図してリコピーのとれるも

のにしたい考えです︒また︑防除

底と合せて︑生産牛には︑妊娠監

定を春一回やる計画もたてており

託事業のほか︑町で健康検査の微
×

については背負動散二〇台半額相
×

り十万円前後︑県内産で七万円前

施内容を検討しております︒

業の推進を図るよう︑具体的な実

上の三点を柱として︑家畜共済事

牛の高値に対し︑新年度から以

ます︒

後の高値になっているが︑現在の

︵これに対し︑販売価格は枝肉㎏

牛︵当歳︶の導入価格であります︒

昨年と比較し︑他県産で一頭当

◇牛の泣き笑い

×

当の補助を計画しております︒

し︑

保などを考え︑ことしから︑・高領

三〇円に︑春蚕繭は箱当り二万円
初秋蚕繭は一万七千円︑晩秋蚕繭

ことしの1月から︑老人医療費

千五百十五円になりました︒

■外出するときや、寝る前にはも

牛のなき笑

は噌万七千円に

ました︒

それぞれ引上げ
税と︑国σ補助金によって運営さ

建物共済の推
さんのご協力に

込で︑一世帯当り︑年間の医療費
千七百二十三円︶となり︑また︑

は︑一戸当り百

ょり︑昨年度で

進には︑嘱託具

に見るように︑収入では︑保険税

なっていみこととあわせて︑保険

診療所勘定への繰出金が︑多額に

は﹂八六四万円︵一人当り二万三

保険制度で︑他の医療保険制度の
が37％︑国の補助金が42％︒支出

れており︑その割合は右グラフ・

対象にならない方々が︑必ず加入
では沸保険給付費︵医療費︶が8

無胤化と﹂4月かちの︑︑乳児︑妊

％しめております︒

産婦の医療費無料制度実施による

る

めな占川

■たぱこの投げ捨てや、寝たばこ
は、つつしみましょう。

四五五八人が加入しており︑年間
ております︒

空

fをおすすめします︒

るよう高額加入

紹意
すさ

大で
の

る災次

あな
温多

日すまだ

具し合し末
正場ま始
て

し

■

る

ど

と

■

使き使おあ

きあ意
災険分

気火危十

■

力燥起

き

そこで︑被保険者が納める保険

1

はねかえりで︑医療費はふえる見

おり︑町では︑約一二三四世帯︑

・しなけれぱならないことになって

民健康保険制度は︑国民に対する

︐みなさんもご承知のように︑国

吟人で年聞

麿窮

こ

れ

ll；1一ホ［、まつのやま48．4．10
髄
醐
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沼タカ（湯之島、上之山）、●月池、

佐藤スミエ（中立山、田麦立）、●黒
田中ツネ（坂中、月池）、●中立山、

倉、布施トシ（黒倉）

出てください。

この届出に．は、国保の保険

転入届は、転入をした日の

翌日から14日以内に届出をし

他人に迷嘉をかけないよう

転出届は、転出をする日が

証、国民年金手帳、厚生年金

犬は、いつもつないでお《よ

決ったら、先ず転出先を明ら

証書（転入届のとき）と印か

う、ご協力ください。

かにして転出届をして下さい。 んが必要です。

戸籍係

100二1

樋田、崩田、西之前）、●湯之島、具

これら届出は必ず本人が届

像健所では、町四魯バトロ

ールし、はなし飼いの犬朔慮
嚢を行なっています。

出稼先リーダー会議
2月4日に東京王子労政事務所

主事補で勤務

ろヒョコンと帰った場合世間の人

ることがむずかしい︒また3月ご

●新田、田辺ミサオ（新田、曽根、藤

●退職

O相沢秋男 小谷出身︑総務課に

があこの親父は正月も帰ったのに

野塚るり（湯本）、●中尾、高橋ミチ

ことしの4月1日付けをもって

ンターで各々町長︑職業係︑農委

で︑3月4日は名古屋中小企業セ

主事補で勤務

又帰っていると︑へんな目で見ら

島、高橋サク（天水島）、●湯本、小

今まで長い間︑役場職員として勤
水梨出身︑観音寺

O中島藁恵子

●上川手、滝沢ノブ（上川手）、●天

務された︑税務課長︑滝沢常雄26

れるなど︑春のリーダー会議で研

究したい︒また税金が高い︑失業

して︑町政の事や出稼の問題案が

係が出向き多数のリーダーが出席

保育園に保母で勤務

主に討議されました︒中で一番切

水越、佐藤千津子（天水越）、●天水

年間︑川手分校用務員︑青木キイ

実に訴えられた問題が︑家族と離

ってからの疲れの方が大きい︒出

保険の就労が多くて出稼中より帰

荒戸）、●下川手、志賀マキ（下川手）、

年間の二名の方々が勧奨退職さ
湯山出身︑松之山

保育園に保母で勤務

O松沢ひろみ

れての出稼生活の期間が長く︑正

孝子（水梨）、●大荒戸、相田ギン（大

れ︑松之山常設保育園に勤務され
天水越出身︑松之

和久井トシ子（小谷）、●水梨、相沢

てください。

O福原八重子

稼しなくとも働ける工場が地元に

山、松沢ナヲ（湯山）、●兎口、樋口

ていた保母︑樋口佐与英1年間で

月帰省バスについては本当に有り

稼先の事業所での懇談会19事業所︑

で次号にVなど沢山出された︒出

という問題である︒無理も無い問

留守家族の懇談会を9部落と︑ど

来ないか︵この問題は紙面の都合

題で1月から4月中旬まで帰省出

この部落へ行っても3月帰省と︑

がたいが︑3月初旬ごろにもう一

来ないのだから︑それには種々の

税金︑働く場所︑又内職のそつの

度帰省出来るよう心配願えないか

問題がある︒第一に豪雪期である

喜代（兎口、新山、拳問）、●小谷、

一身上の都合により退職されまし

新田出身︑浦田

山保育園に保母で勤務
O久保田シズ子

ださい。

た︒

診療所に準看護婦で勤務

中坪出身︑松之

自分の部落を担当される方を知って

そこで4月1日付で︑新税務課
O小野塚喜代子

いて下さい。また、何でも相談してく

長に和久井正が就任しました︒

光間出身︑教育委員

山診療所に看護見習いで勤務
O津端冒枝
会に栄養士で 勤 務

原）、●北浦田、本山ハルエ（北浦田

良いものという︒この土地が昨年
や今年位の雪であれば解決出来る

下蝦池、鈴木ハル（東川上下蝦池）、

ので雪のため一週間も働かなかっ

︵職業係︶

しないで

こと︒第二に生活がかかっている

●坪野、村山タツ（下布川）、

二階の事務室に移りました︒

各地区の推進員の方々を紹介します。

●新採 用

（中尾）、●藤倉、小野塚シゲ（藤倉）、

●童巣課林桑係︵森林組合︶が︑

ていただいています。

4月1日付けをもって︑次の九

（〉内ば、担当部落です。

民の方々に解けこんで研究したい︒

そこで、各地区に相談役、連絡役と

用いたしましたので︑お知らせし

若いお母さんも少く、しかも冬の長

問題が多いと思いますし︑直接町

しての母子保健推進員の方々に活躍し

名の方々を役場職員として︑新採

ます人口の減少が目立ってきました。

たら賃金がもらえないこと︒第三

る家庭は、非常に不安であろうと思わ

ます︒

生数が半数近く も減ってしまい、ます

に建設業についてはともかく会社

れます。

O佐藤敬一 上之山出身︑産業課

松之山町では、この数年の間で、出

孕猛八・転鎧鋸護離

はなし飼いは

o
；の

につとめる場合︑全員が一時に帰

●松之山、井部朝子（松之山」 ●湯

に主事補で勤務

◆母子保健推進員の紹介◆

O田辺道博 光間出身︑税務課に

ばならなく、赤ちゃんや妊婦さんのい

27
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い間、大雪にうもれて生活をしなけれ

