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まつのやま（2）

60年度一般会計補正予算

8，833万9千円追加

六月定例議会が六月二十五
日開かれ十二議案が原案通り

ーOooー

百万円︒苗代︑農道除雪等の

人に生ぎがいをもってもらお

民芸品づくりを奨励して︑老

道が整備される事業など総額

うと高齢者特産品開発組合補

田辺尚二議員︑高橋英一議員

豪雪対策の補助金八百万円︒

農道の生コン舗装補助金︵三

助金．五十万円︒松之山保育所

が町．反の考えをただした︒

二六八万円

○ビューティフルふるさと事

小学校費

o教職員住宅︒工事費増

七〇．乃円

○高校生の遠距離通学補助

三〇万円

○山村留学調査委託料

○松口松之山線水道工事補償

二八万円

○部落道生コン舗装工事補助

山ハ○万円

○蝦池宮中線ほか道路修繕

一〇〇．乃円

○湯本兎口線ほか舗装修繕

▽土木費

一般質問は本山︸夫議員︑

十皆補助︶に二百万円︒老人

から松之山小学校入口まで歩

約八乎八．白万円が追加さ．れた︒

一般会計の補正で︑上湯の
自殺が多発していることから︑

可決した．

集落開発センター新築に干三

補正予算・主な使いみち
補助︶

三〇万円

▽議会費

○白然休養村管理センタi看

四七万円

○議員の報酬改訂による増

板修理

o水田利用再編対策費︵上川

︵報酬・手当等︶一三一万円

▽総務費

手地区拠点施設工事︶

七．五万円

〇三役の報酬改訂による増

二︑四二八万円

○松之山小学校線改良︼八○

業．五二．乃円

︵報酬・手当等︶六八万円

○上湯地区集落開発センター

五六〇万円

移転補償︵松之山︶六二万円

一一万円

○住宅管理費︵防露工事・除

湿機︶

○地域防雪体制整備事業︵建

設機械借上・共同車庫建設
工事等不足分︶三六四万円
▽消防費

二〇万円

○団員等の報酬改訂による増
▽教育費

三二万円

三二万円

二一万円

二〜O万円

二二一万円

○起債繰上償還︵．五件︶

▽公債費

尾・五十子平・黒倉︶

○町道災害復旧︵天水越・中

▽災虫口復旧費

業

○ビューティフルふるさと事

一一エパ万円

○給食従事員退職報償金

中学校費

○浦田小復写機

買収

○浦田小学校駐唯場整備

○役場の浄化槽修繕七〇万円

︸︑三七九万円

▽民生費

二︑五．OO万円

○歩道整備用地買収二〇万円

請負費

訂︒松代松之山線歩道整備

o産休代替保母賃金三七万円

助金

○大荒戸松代線立木補償追加

八一六万円
○山村農業活性化事業︵．大水

○異常豪雪災害対策事業費補

〇三省小学校プール道路用地

○布川保育所水道修繕

四五万円

詣パ五万円

越地区︶

二〇〇万円

○臨時交付金事業立木∴電柱

五〇万円

○肺がん検診委託料二四万円

二九．五万円

○林構事業取付道路︵大厳寺

▽商工費

替補助︶

○農道生コン舗装補助︵三〇

高原︶

○生︑ゴミ処理器購入補助

︵一〇〇個分追加と八万円
▽労働費

○高齢者特産品開発組合補助

五〇万円

○新ふるさと松之山クラブ︒ハ

ンフレット印刷代．五〇万円

▽農林水産業費

○財団法人ふるさと情報セン

○鏡ケ池復．兀事業︑工事請負

九四万円
○スキー場・リフト支柱等撤
去工事
三八万円

費不足分

五〇万円

ター出資金

○農業者訪中参加費補助

．五万円
o葉たばこ支柱補助︵三〇皆

（3）まつのやま

審議可決した主な事項
追加補正
国保会計三二二万七千円

▽六十年度町老人保健会計補

二億九︑三二二万円とする︒

〇二一三万七千円追加し総額

算︵第一回︶

▽六十年度町国保会計補正予

千円とする．

総額二三億八︑九〇九万九

○八︑八三三万九千円追加し

老人保健五六〇万四千円
▽繰越明許費の報告︒

○災害復旧費︵公共土木・農

地災害︶三︑五五一万円繰
越す．

▽五十九年度町農業共済事業
の決算の認定︒
○決算額︵総額︶

三︑九八○万五︑三三三円
正予算︵第一回︶

〇五六〇万四千円追加し総額

○当年度純利益

四六七万六内三三〇円

二億三︑四三二万三千円と
する︒

▽六十年度町︸般会計補正予
算︵第一一回︶

特別職の給与引き上げ

き上げ．

○教育長

三六九︑OOO円

︵一万四下円引き上げ︶

三四三︑○○○円

▽教育長の給与を七月から引︐

︵一万五干円引き上げ︶

○収入役

町長は四 九万円 に
▽特別職の給与七月から引き
上げ．

○町長四九〇︑○○○円
︵二万円引き上げ︶

○助役三九〇︑OOO円
︵一万六千円引き上げ︶

議会議長は
一五万←ハ千円
▽特別職の非常勤の報酬引き
上げ．

o議会議長一五六︑○○○円
︵六千円引き上げ︶

○副議長︑二︸二︑OOO円
︵五千円引き上げ︶

○委員長 ︸︸二︑OOO円
︵五千円引き上げ︶

〇一般議員一〇八︑OOO円
︵五千円引き上げ︶
○農業委員会会長︵年額︶

一五〇︑○○○円
o農業委員会委員︵年額︶

︸OO︑OOO円
○教育委員会委員長︵年額︶

一五〇︑OOO円
○教育委員会委貝︵年額︶

一〇〇︑OOO円
○老人福祉相談指導員︵月額︶

二二︑OOO円

消防団員の

報酬もアップ
▽消防団員の給与引き上げ

○団長

七〇︑二〇〇円

九〇︑五〇〇円

︵年額︶

○副団長

○分団．長

二七︑六〇〇円

三〇︑八○○円

○団正副部長四五︑OOO円

o団員

○班長

○部長

九︑OOO円

二六︑六〇〇円

七︑五〇〇円

o副分団長

一︑四〇〇万円でキ

ャタピラ三菱から購人︒

一台︒

○湿地ドーザi︵十二︐！級︶

▽財産の取得．

で高橋組が請負︒

式︶﹃棟︒三︑一五〇万円

越︶木造一階建︵ピロティー

○教職員住宅新築工事︵天水

▽工事請負契約の締結︒

対策︶

○産業の振興︵林産集落振興

教員住宅の請負三 ︑一五〇万円
▽過疎地域振興計画の変更
︵追加︶

○松之山小学校線︵改良︶

一八O灯
O蝦池宮中線︵改良︶

四〇〇解

二三四材

﹃OO灯

○北浦田スキー場線︵改良︶

o地付線︵改良︶

○松之山小学校線︵舗装︶

一八O薪

○高田営林署の存続を求める

▽議員提出議案．

四〇〇肩

○蝦池宮中線︵特四︶

○教育文化施設の整備︵水田

○松之山町農業委員会︒

持に関する要望書︒

ならびに食糧管理制度の堅

▽昭和六十年産の生産者米価

田農業協同組合︒

○松之山町農業協同組合︑浦

請願書．

に米穀政策の確立に関する

▽国民食料の安定供給ならび

情・要望

った︒

意見書を提出することにな

・陳

再編集落拠点施設︶

請

▽地方︑︑ハスの利用促進対策の

推進について︵陳情書︶

○頸城自動車労働組合︑他
▽昭和六十年産米の政府買入

価格ならびに良質米奨励金
の現行確保等に関する請願
書．

○松之山町農業協同組合︑浦
田農業協同組合︒

が細

ずす。
手

で
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予防と早期発兄で町民の健
康を守ろうと︑ミニドック﹁総

合検診﹂が六月二十四日から
二十八日までの．五日間︑町民
体育館で行われた︒

︸．般健康診査には︑事業所

人に対して﹁し．﹄人︑胃ガ

等に勤務していない一︑八OO
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70人

鞍硫食
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ン1・・睡鰭黙も論

指名
の飾が飾
導と町自の
区町

者ジを然子今の内
四ユ訪を供度清の
名二れ楽達は和六
のアるしが七小年
計リのむ来月学生
八 1は 。町三校が
ま

，

衛すす

葛飾の子ども
菌夏

際誠響弘艶

7月31日来町

畠鎚に

の て 』

十ダ
名 1子
で六供

よく洗

暖かいご援助

ありがと・つ

ございました

老人福祉施設への寄附金

四＋万円集まる

老人福祉施設への肉．吋附を皆

で負担するが︑附属施設の整

ことになり︑建設費は国や県

之山町では㎜︑二一﹄戸から

備や設凱の準備金︑

養護老人ホームが建設される

四〇︑乃二︑三四四円集りまし

様方にお願いしましたが︑松

た︒﹁︑一協力ありがとう︑︑一ざい

から︑上越地域の皆様にお願

多額の費川が必要になること

二U

村山

本山敏雄・幸恵︵松之山︶

二口︵一年問のみ︶

中島健男・．．垢子︵水梨︶

三口︵↓年問のみ︶

石塚 正彦︵湯之島︶

伸︵湯本︶

村山基＝郎︵挫野︶

いしたものです︒

ました︒

この寄附は︑柿崎町に特別

豪雪対策基金

ニコよ一．力円︶

／．L︵㎝年闘のみ︶

竹治︵東京都府中市︶

占賀 勝次︵東京都台東区︶
二日
﹇メ

ハヤ︵埼．玉県伸︑厭市︶

︵一年問のみ︶

吉雄︵毛葉県浦安市︶

一口

一
滝沢

㈹

まつのやま（4）

（5）まつのやま

消防力の充実を
求めて訓練
町の消防力の充実を求めて︑

消防団員の半日訓練が六月二

十三日 ︑ 団 員 三 百 七 十 人 が 参
加して行われた︒

新規学卒求人は早目に
来春三月に学校卒業．宇︷．疋者

⁝Hから上越南公共職業安︷．叱

求人巾し込みの受付を︑ヒ月

所︒安塚出張所．で始めました︒

学卒求人は︑お早目にお巾
し込みください︒詳しいこと

1，000円

会場の町民グランドでは︑

ねを

300円

は︑同出張所へ︒

卜i

200円

田〆マ︑

ヒ齢幹線の上選の振興課でも発売しています・
野縣，，入れと合わせて轡勺な高速交通時代薮翻始＝昭和60年6月17日

町消防団の幹部や消防署員の

町青年

バレーボール大会
︵六月んH町民休育館︶

優勝睡松之山．準優勝財東
川︒三位 教員︑布川︒

話番号を明記する．

▽締切日
し月卜．κH︵当日消印のあ

表

るものは有効︶

▽発

彰

一月下旬予︷．疋．

▽表

最優秀作品一点︑優秀作品
二点︑佳作．κ点以内とし︑

賞状および賞品を贈る︒

▽応募先

地一︑新潟県商工労働部観

〒几．症O新潟市新光町四番

光課︒

今秋全線開通します．本年3月

指導により︑規律訓練︑ポン

プ操法︑ラッパ吹奏︑小型ポ
ンプの取扱いなどを訓練した︒

七月十日午後一時から町民
グランドにおいて町消防大会
が行われます︒皆さんもぜひ
見学におい︑でください︒

o観光地を美しくきれいにす

びかけるもの︒

標語を募集中

﹁明るい観光地づくり﹂
▽応募資格

容

県内に住所を有する者︒

▽内

▽応募方法

るよう呼びかけるもの︒

県民に親しまれ︑かつ四次．r

はがき一枚につき作品を二

o必ず官製はがきを使川し︑

くり県民運動﹂の魯及に広

点ま︑で記入できる︵一人で

を通じて﹁明るい観光地．づ

く活用できるもの︒

Oはがきには︑必ず住所︑氏

o県外から訪れる観光客に対
し︑県民みんな︑で心のこも

名︑性別︑年齢︑職業︑電

何枚応募してもよい︶．

ったもてなしをするよう呼

700円

場

ときめく出会いだ人・ゆめ・クルマ

冒−

5QO円

児

昌り

1，300円

1，000円

日

憎

当

冗：

一』』」

700円

の調和を求めて」をテーマに 「トランスポ
F
新湯」が開催されます。伸ぴゆく新潟の将来を しト・中学生
展望し、その発展のあり方を考えようとするイ

校 生

85 1高

人

大

この磯に 交通面にスポットを当てて「人とくるま

■賞品が当たる抽選シール付前売券は

県民の待望久しかった関越白動車道がいよいよ

分

区

となり、首都圏をはじめ全国との人的交流や物
的流通の促進が図られ、新潟県は日本海圏の拠
点として一層の飛躍が期待されます。

幼

ベントです。

災害にそなえて訓練する消防団員

9月27日㈹
〜

10月20日（日）

会場：新潟市

まつのやま（6）

厳しい自然条件と

lNool

ぜい弱な財政力

昭和三十年代後半からの経

一日には四︑．四八六人まで減

幅な減少を示し︑今年の四月

ていた人口減少率も近年は横

しかし︑従来︑低下を続け

国の○・四〇と比べると過疎

指数の平均は○・二一で︑全

六年から五十八年度の財政力

過疎地域市町村の昭和五十

少している︶

済の高度成長に伴い急激な人
口流出が続いた過疎地域にお

いても︑近年︑人口減少率の

人で全国人口の七・二育に︑

鈍化の傾向がみられる︒

面積は一七万三千平方キロメ

地域市町村の財政力は極めて

その人口は八三九万

らかにすることを目的に︑国

ばいの傾向にあり︑過疎地域

また

土庁は﹁過疎地域の現状と位

ートル︑で全国土の四五・八新

ぜい弱である︒

過疎対策の基本的方向を明

置付けに関する調査﹂の結果

の動向は︑なお厳しい状況が

︵松之山町の人口の動向は︑

力指数の平均との差はますま

平均と過疎地域市町村の財政

また︑全国の財政力指数の

に当たる．

の三一〇人および非過疎地域

昭和三十五年一万○︑五三一

す拡大している︒

続くものと予想される︒

和五十九年四月一日現在一︑

の人口密度五三一人と比較す

した昭和三十五年から四十年

人であったが︑過疎化が進行

人口密度は四八人で︑全国

一五一団体で︑全国市町村数

ると大きな差がある︒ ︵松之

ノ

雨

には一七・九智︑四十年から

平均○・二二︶

ら五十八年度の財政力指数の

年齢五歳階級別人口の構成比

過疎地域の昭和五十五年の

七智も高くなっている︒

新に対し昭和五十五年は五・

九・一育

ずれの階層も全てより比率が

厚生省の推計では︑七十二

一五・六育︑八十五年で一八・

年で一四・四育︑七十五年で

︵松之山町の六十五歳以上の

八智となっている︒

た高齢化社会となっている︒

響︑今年四月一日は一︑一〇・七

比率は︑五十五年が一七・七

智︶

過疎地域の人口に占める六

は六・九智と全国の五十五年

五年で一四・八智︑三十五年

十五歳以上人口比率は︑五十

全国よりも二十年近く先行し

・進行しており︑過疎地域は︑

低くなっている等中高年齢が

三十五年の五・七

は︑O歳から四十四歳ではい

二十年近く先行

過疎地域の高齢化

四十五年には二〇・六籍の大

︵松之山町の昭和五十六年か

山町の昭和五十九年四月一日

2．過疎地域市町村は、45都道府県にi，151団体存在する。
3．要件は、15年間の国勢調査入口の減少率20％以上、財政
力‡旨数（3力年平均〉0．37以下となっている。

の三五・四智を占めており︑

ノ聯

の人口密度は五三・五人︶

︐ ﹃

．ノ

1．黒い部分は過疎地域市町村を示す。
も

麟

神奈川県と大阪府を除く四十

過疎地域市町村の数は︑昭

を発表した︒

．

4！と

五都道府県に存在している︒

過疎地域分布図

①
過疎の現況と今後の方向

全国市町村数の35．4％
全国土の45．8％が過疎地域

（7）まつのやま

長期的な展望に立って
のと予想される︒

資源の活用と創意工夫を
低下していた人口減少率も

10〜14

5〜9
0〜4 」

0−4

松之山町の人口構成（S58年4月）
95〜99

85〜89

75〜79

80〜84

70−74

65〜69

60〜64

な面においてなお格差があり︑

施設・医療・教育等さまざま

が︑生産・雇用・所得・公共

の整備水準等は向上している

の活用と創意工夫︑自主的努

必要不可欠であり︑地域資源

魅力ある就業の場を創出する

の定住を確保するためには︑

化等定住環境の改善

交通条件・医療・教育・文

対策の確立が望まれる︒

うな総合的見地からの高齢者

広域的なネットワークの確立︑

交通手段の確保・医療対策の

それぞれの地域が︑置かれ

郷土の愛着を高めることにも

じて︑郷土の良さを再認識し︑

域の人びととのふれ合いを通

国民全体の立場からも

境の改善を図る必要があ％︒

ムの活用などにより︑定住環

の創造・高度情報通信システ

の充実・個性豊かな地域文化

ている条件や地域の特性を充

つながるものであり︑総合的

噛推進．小規模校における教育

分考慮し︑長期的な展望に立

な地域振興施策の一環として

過疎地域の人びとが︑他地

都市等との交流

道路網の一層の整備による

5〜9

力を軸とした積極的な対応が

10−14

一部の団体を除いては︑過疎

20〜24
15〜19

生活環境・産業基盤等の整

20〜24

15−19

ここ数年は︑横ばいの傾向に

25〜29

望まれる．

30〜34
25〜29

から脱却できる目途がたった

35〜39

備により︑居住条件は逐年改

35−39

あり︑高齢化の進行等に伴い︑

50〜54

という状況にはない︒

ら

50〜54

善が図られており︑公共施設

30〜34

△11．2

⑧山古志村

△10．0

⑨大島村

△9．3

ひ

45〜49

40〜44

げ

〜

45〜49

40−44

し

〜

55〜59

今後なお厳しい状況が続くも
マ
〜〜マ
〜〜

って︑地域の果たす︑べき役割︑

過疎に対する理解を深めよう

村

ソ
︑︑ 〜

地域のあるべき姿に見合った

推進する必要がある︒

⑦牧

04
〜

振興の方向をめざさなければ

地域住民をはじめとする関

係者の英知の結果により︑真

△11．7

極的に︑︑ハックアップすること

対する理解や認識を深め︑積

体の立場からも︑過疎地域に

地域社会を築くこと︑国民全

高齢者が地域社会において︑

調査人口による

に心豊かで住みよい活力ある

⑩上川村

産業の振興

10，000

積極的な役割を果たしうるよ

勢
国

に

年よ

55

過疎地域
松之山町
35年〜40年 △12．9％ △13．50％
△17．96
40年〜45年 △13．6
△20．65
45年〜50年 △8．8
△12．61
50年〜55年 △3．7
△13．43
55年〜59年 △3．1
（4年間）
35年〜55年は国勢調査人口、55年〜
59年は住民基本台帳人口による。

が求められる︒

過疎地域の人ロ減少率

△8．9

〜 口
50人
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人
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5，930人＿

ならない︒

高齢化への対応

團
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ニュース・マンスリー《今月の話題》

県ではこのほど県内三十七
ヵ所の名水を﹁新潟県の名水﹂

に指定したが この中に松之
る

山の﹁深山の清水﹂も含まれ
て

環境庁では全国の﹁名水百

県

選﹂を指定したが︑県の名水

はこのミニ版的なもので

民に積極的にP・Rすること
になった︒

松之山の﹁深山の清水﹂は
大厳寺高原から野々海に通じ

る

夏は観光客のの

る峰越林道の途中に湧き出て
いるもので

どをうるおして

欝螂彰

loりooー

新潟日報紙上に

・

一月から

卜

ブレゼ

六月まで連載された松之山の

農業問題を読んで︑その苦し

不

い米づくりを知った長岡市の

阿部さん︵公務員︶カ・

用となっている中古の農機具
を利用してもらえないかと

役場に寄贈の申し出がありこ
のほど長岡へ機械を受け取り

贈られた機械は︑バインダ

に行って来た．

ーなど四種類．

愚︑鰍

防

幼

讐糠

消防署では︑子供の時から

につけてもらおうと

六月五

防火に対する正しい知識を身

日自然休養村センタ！前で保

この日

シゴヰ 大型消防

育園児に防火指導をした︒

車︑イ型消防車︑救急車や署

員手造りのミニカーに園児を

ハシゴ車は三十五揖の高さ

のせ︑子供達をよろこばせた︒

までのび︑消防署員ま一緒に

子供達も上までのせてもらっ

NEWS・MONTHLY《今月の話題》

東川地区に婦人コーラスグ

重野婦人会長が子育ての終
コーラスグ

成

婦人コーラス
グルー

ルーフが誕生した︒

った婦人会員に

二十人をこす申し込み

ルーフの加入を呼びかけたと

ころ

があり 六月十日から練習を
始めた．

これからは︑月二回程度の
予定で夜︑東川小学校の音楽

ことになった︒

の先生から指導をしてもらう

A（《（

白いツバメ誕生

白いツバメが湯山の樋口久
る

作さん︵屋号中道︶で誕生し
て話題となって

六月中旬に五羽

樋口さん宅の玄関にツバメ

が巣をかけ

のヒナが誕生したが︑その中
の一羽がなんとまっ白︒

親ツバメの運んでくるエサ
を元気に食べているこのヒナ
る

の成長を 毎日楽しみに家族
みんなで観察して

樋口さんはこのヒナが大き

た︒

来年また帰って来
て欲しいと話して

くなって

東姻ゆちや纂
￠ラガ騨檬

東京新宿区の植木久治さん

︵62︶よ︑松之山の人里離れ

たブナ林︵光間と松口の中問︶

に三年前︑カマボコ型の車庫

を改造した別荘を建てた︒

夜はランフで明りをと

以来︑電気・ガス・水道も

なく

水はタテ井戸を利用して

春・夏・秋にそれぞれひと月

る

位ずつ滞在して松之山の自然

を楽しんで

植木さんは松之山兎口出身

で 東京で約四十年間サラリ

ーマン生活をしていたが 定

年を機会にふる里での別荘生

活を始めた．

まつのやま㈲

お気軽に相叢を

まれ︒
▽お問い合わせ先

町公民館

費六上三六五へ．

0
月十七日ま︑で

▽試験日・第一次試験日はヨ
月←パ日．

▽合格発表・第一次は十一月

岡市・上越市．

▽試験地・県内は新潟市・長

六日︑最終は十二月二十日

▽お問い合わせ先︑高田税務

o

ーおi

税務職目貝募集
▽昭和六十年度国家公務員採
用三種試験︵税務職員︶

二日から昭和四十三年四月

▽受験資格・昭和四十年四月

﹁税務大学校生﹂高卒程度

・日から四十一年四月一日生

八月十四日

自然休養村センター

紛成
壕式

▽該当者 昭和四卜年四月二

▽場所

孟糖人
よ日

一日までに生まれた者︒

署へ︒

でよく確めましょう︒

にくい場合は納得がいくま

イヒ

人権擁護委員
行六⊥二三四

待・生活権の侵害などでお困

パ

人権擁護委員は︑国民亡保
りの方は︑お気軽にご相談く

福原︐雄さん

境されている基本的人権を擁
ださい︒

相談は無料ですし︑内容は

護し︑自由人権思想の普及を

図るために置かれています︒
他にもれることは絶対にあり
まぜんので︑安心して晒︑︸相談

私的制裁︑名誉信用等の侵
害・村八分・教育を受ける権
くださ︑い﹃︒

日

▽受付期間・七月十日から七

会場自然休養村センター

8月10日午後1時から

英

利の侵害・強制 圧 迫 ・ 酷 使 虐

販売のトラブルが増えていま

貯えをねらった︑悪質な訪問

悪質な訪問販売にご注意〃
留守番のお年寄りをねらつ

すので㌦︑一注意ください︒

▽自分一人で決めずに必ず親
兄弟等と相談しましょう︒

を強制してくるような場合

▽考える時間も与えずに契約

は︑相手が親しい友達でも
キッ︒ハリ断わりましょう︒

▽日頃︑余りつきあいのない

同窓生などからパーティー
やキャンプ等に誘われた後

で︑商品販売についての説
マルチ商法であると疑った

明会へ連れて行かれた時は︑

方が良いでしょう︒

伸三先生

写真家

時

蓼っ彦タ

て強引に売りつけたり︑老後
のための退職金や年金などの

法−ひ

商蒲
チ凝
レ鎖ま
切漣う

務日月
▽話がうますぎたり︑わかり

文化講演会

O三1≡六−五六四一︶へ．

通商産業局消費者相談室︵O

※マルチ商法の苦情は︑東京

しましょう︒

ーリング・オフ制度を活用

考え︑不安がある場合はク

ることがないか等を冷静に

けるか︑他人に迷惑をかけ

度︑本当に自分がやって行

▽契約をした場合は︑もう一

よく読んで確めましょう︒

▽契約をする前には︑書面を

．

生
館
1
十
長

▽

0肇）まつのやま

待望のカード公衆電話
教科書展示会
▽日時

午前九時から午後四時まで

︑レ

・00︶

壮人生錦
H大学ー

内21由

上越文イヒ会館

松之山に設置される
電話局で販売していますが︑

とする運動でず。

娩

七月一日〜七月十一日
待望のカード公衆電話を︑

︵土曜は十二時まで︑日曜
は休館︶

五百円︑千円︑三千円︑五千

安塚教科書センター

▽△云場

のと︑各県軌︑︸とに発行する地

︵安塚町・理科教育センタ

デザインは全国的鶴標準も

円の四種類があります︒

松之山電報電話局の窓口に設
置しましたので︑ぜひ一度︷︑︸

カード公衆電話は︑テレホ
方版とがあり︑郵便切手と同

利用ください．

ンカードと十円︑百円硬貨も

昭和六十一年度から全国で

▽展一示教科書

ー内・費二−二二〇九︶

国的なブームを呼んでおりま

様にコレクションとして︑全

このカード公衆電話設置に
す︒

使用される小学校教科書の

ぐ

鰍坐熱灘蝦騨蛎屡

8月7日㈱14：00

利用できる硬貨併用式です︒

伴ない︑青公衆電話を撤去し
なお︑新潟県では﹁とき﹂
▽その他

ましたので︑窓口営業時間外
と﹁雪椿﹂の二種類を発行し

○昭和六十一年度に教科書は

全部．

に電報を発信されるどきは︑

れとなり︑八月に再発売の予

ましたが﹁とき﹂は既に売切

全部改訂になります︒

を深め、それぞれの立場から犯罪

○入場資格等の制限はありま

や）非行のない明るい社会を築こう

主催上越市・上越文
TEL O255−25

DO円

せん︒

「社会を明るくする運動」は、わ
たしたち皆が、犯罪の防LLと罪を
犯した人たちの更生について理解

︵NTT松之山電報電話局︶

鍵罫f望誉マ鮭艇

3部チェコス・ヴァキフ

DO円

お宅の電話か赤電話を噛︑︾利用

「社会を明るくする運動」月間です

1部ブラームス：アヴニ
2部 世界の民謡

ブィドで好評発売中

，

ください．

一一一・7月は

︷疋です．

9

◎

o

、
●

輩骸鱒
・畿

︵電報を電話で申し込むと

濠、癖蔽

きは一一五番へ︶

助けよう立ぢ直り

また︑テレホンカードは︑

防ごう非行

まつのやま（12）

児から小学二年生まで︒

▽対象鑓母親と五歳以上の幼

リージョンプラザ上越

夏休み教室
．
リー︑ションプラザ上越では
﹁母と子のパソコン教室﹂﹁短

ーのooー

〜六時半︒Bコース午後六

夏休みの自由研究について

めまで︑上越教育大学の学生

計画立案︑研究方法からまと

入札結果

▽教第五号 教員住宅新築

︵天水越V木造一階ピロティー式

よく泳げない小学生︒

時半〜七時半．

さんが幅広い相談を受け︑夏

▽対象

▽定員貼一コース五十人︒

高橋組

大厳寺山伏山線

二九〇灯

▽振第四号 林道舗装工事

三︑一五〇万円

休みの学習の手助けをしてく

来館された時に︑いつでも

れます︒

▽締め切り七月二十日︒

▽期間昌夏休み中の毎週火曜

五四〇万円
相談を受けます︒

福田道路
日︵七月三十日︑八月六日︑

一教室二十組︵四十

▽振第五号・鏡ケ池公園工事

▽定員

※詳細や申し込みは〒942

期水泳教室﹂﹁ワンパク教室﹂

十三日︑二十日︑二十七日︶

グリーン産業︵新潟市︶

▽締め切り睡七月二十日︒

▽締め切り睡七月十五日︵月︶

人︶

上越市下門前四四六ー二︑リ

﹁楽しい自由研究相談室﹂の

夏休み教室を開く︒参加料は

▽定員 三十人︒

▽時間 午前十時半〜十二時︒

▽期日睡第一期七月二十五日

楽しい自由研究相談室

︵往復はがきに︑住所・生徒

▽振第七号 林産集落振興対

五六〇肩

三六〇万円

地付線改良

一一⊥パ○后

九山パ○万円

湯之島地区ホ場整備

農村基盤総合

整備︑

一四〇万円

農村基盤総合

整備．湯之島地区農道整備
福田道路
四八○万円

▽産第＋六号

飯塚組

▽産第＋五号

高橋組

︵黒倉︶

▽建第＋四号

福田道路

越線舗装︵東川︶＝一二眉

▽建第十三号 東川藤倉天水

上越舗道 一︑四三〇万円

舗装︵松口︶

▽建第十二号 松口松之山線

飯塚建設 二︑〇五〇万円

︵浦田︶共同車庫・六棟

地域防雪体制

策．作業用建物
大武工務店
七六〇万円

ニュース

第五集︵6
0円二種︶

高山植物シリーズ

0円︶
︵40円・6

ふみの日

国際青年年︵60円︶

記念切手発行予定
7月20日

7月23日

7月31日

覧東北電・

▽建第十一号

氏名・保護者氏名・学校名・

学年・年齢・電話番号・コー

ス名を記入して︑お申し込み

前半七月二十六日〜
七月二十九日︒後半八月二

ください︶

注意する．

花火の事故に注意
▽空を飛んだり︑火花が吹き

出す花火で遊ぶときは︑広
い場所を選んでやりましよ

う︒また︑風の強いときな
どは︑花火をやめましょう︒

切手

十四日〜八月二十七日︒

▽期間

〜三十日︑第二期八月五日
〜十日︑第三期八月二十日
〜二＋五日︒

▽時間HAコース午後五時半

▽子供たちだけで水泳や水遊

九七〇万円

無料．

ージョンプラザ上越へ︒

母と子のパソコン教室
八月一日︵木︶〜八

月五日︵月︶

▽期日

▽時間 午前十時半〜十こ時
半︒午後一時半〜三時半︒

昼間は水泳︑

﹁水の事故﹂
﹁花火の事故﹂に注意

夏を楽しく安全に

夏になると

▽花火に火をつける前には必
ず説明書きを読みましょう︒

びに行かせない︒行くとき
は保護者や大人が必ず同伴

▽子供だけで花火をするのは

夜は花火を楽しむお子さんも

する︒特に︑幼児がいる場

危険です︒必ず大人が付き

多いことでしよう︒

合は︑常に目を離さないよ

添いましょう︒

どちらも夏とは切っても切
れない縁のあるものですが︑

うにする︒

○午前九時から十二時まで

ちょっと親が油断をすると事

▽雨降りの後などで川や用水

燃えつきた花火やマッチは

▽水の入った︑︑ハケツを用意し

▽七月十七日︵水︶

堀が増水しているときは︑

れないでください︒

○水梨・小谷

子供たちを近づけないよう

必ずこの中に入れましょう︒

水の事故に注意

故につながるということを忘

郵便局

（13）まつのやま

：たらどう

交渉に応じなかったり︑納得

加害者に誠意がなく︑示談

とから︑最近盛んに利用され

軽に賠償問題を解決できるこ

調停は示談と裁判の中間にあたる方法

できる条件もださず事実上う
害者は困ります︒そんな場合

権威のある専門家を仲だちと

いだとすれば︑調停は法律上

示談が当事者だけの話し合

るようになりました︒

は﹁調停﹂や﹁裁判﹂にかけ

やむやにされたりすると︑被

る方法もあります︒

だといえます︒

した︑当事者同士の話し合い

調停は︑ちょうど示談と裁
判の中間にあたる方法で︑手

作成される

調停委員会は︑双方のいい分

をききながら︑折り合いがつ

をつとめてくれます︒

くような案を考え︑まとめ役

当事者双方のつごうがつき

さえすれば︑毎週でも委貝会

を開いてくれますので︑折り

いわけです．

合いのっく状況なら解決も早

・また︑弁護士だけでなく家

族や知人でも代理人にするこ

解決案がまとまれば︑その

とができる点も便利です︒

内容をもとに調停調書が作成

されます︒これは確定判決と

同じ効力があり︑強制執行が

できます︒

員会は日をきめて両当事者を

しかし︑調停はもともと﹃

呼び出しますが︑当事者は出

せんし︑相手が出頭しなけれ

が同意しないかぎり成立しま

調停を求める金額に応じて決

手数料は︑収入印紙で納め

分をのべることができます︒

事者が自由におたがいのいい

裁判とちがって︑調停は当

四条︶という弱い面はありま

下の過料だけ︒民事調停法三

ばそれまで︵制裁は五万円以

一方

調停の手続きは簡単で︑損

ければ︑・印鑑を忘れずに持っ

頭する義務があります︒

対人事故に関しては︑損害

まります︒たとえば︑五十万

種の話し合いで■すから︑

害賠償を請求する相手方の住

ていって︑口頭で申し立てる

賠償を請求する者の住所を管

円は二千八百円︑百万円は五

お気軽にどうぞ興亜火災新潟支店ビル五階

新潟市本町通七番町一〇八二

ご相談は去〇二五二︵二五二八五一

新潟自動車保険請求相談センター

社団法人自本損害保険協会

す︒

轄する簡易裁判所に行うこと

千三百円︑三百万円は一万三

請求額がきめられない場合

交通事故の

もできます︒

千三百円︑五百万円は一万七

②事故の内容︑③支払いを求

は︑さしあたり︑五千五十円

千三百円になります

める金額をはっきり記載しま

の印紙を納めればよいのです︒

申立書を書くのがむずかし

す︒

立人と相手方の住所・氏名︑

提出する申立書には︑①申

調停を申し立てます︒

こともできます︒

ます︒申し立てがあると︑委

成される調停委貝会が当たり

一名と調停委貝二名以上で構

この調停は︑調停主任判事

まとまると「調停調書」が

所を管轄する簡易裁判所に︑

手続きは簡単︑簡易裁判所に申し立て

調停委員会がまとめ役

まつのやま（圃

基本的生活習慣の指導は
幼児期が大切

⑥欲求不満だと︑相手をぶっ

子が目立つ．

﹁三つ子の魂百まで﹂とよく
言われますが︑これは幼児期
たり気ままに振るまう︒

⑦みんなですることを拒否す

の基本的生活習慣の指導の大
切さを表しています︒

⑧食べ物の好き嫌いが多く︑

る︒

をまたずとも昔の人が︑経験

硬い物が食べられない︒

大脳生理学や心理学の成果
的に幼児教育の大事なことを

これらは︑幼児期の指導に

幼児教育を

家庭でも

問題があるわけです︒

知っていて説いたのです︒

ある保育園で︑入園式のと
き﹁ばかやろう﹂﹁やだ﹂と

たことを耳にし︑園児の観察

言う︑今までに経験しなかっ

を始め︑まとめてみると次の

ーOool

寛容心・思いやり・渠中心・
感謝・感動などの心情や︑行

動規範の基礎は︑幼児期に家

母親の優しい愛

子供の心を

だからと言って家庭にまか

などのような感情の表現も︑

安定させる

せて︑傍観することはできま

の種類を示すようになり︑年

生後二年もたつと︑ほとんど

園や学校における集団生活に

庭で指導されなければ︑保育
なっていれば︑結末がどうな
るかの予測がつかなければな

せん︒関係者が協力して基本

れました︒そのとき．五歳にも

らないはずだという声が起り︑

的生活習慣の指導に真剣に取

ようになります︒

ない心配とか希望なども表す

し︑原因や対象がはっきりし

長になるにつれてさらに分化

喜び︑悲しみ︑怒り︑恐れ

幼児の指導の重要性の見直し

り組む必要があるのです︒

不適応を起こします︒

が叫ばれました︒

生命の尊重・自己制止力・

体や心の発達は

このように︑体や心の発達

は︑七︑八歳ころまでにおお

がその子の一生を支配すると

応じた基本的生活習慣の指導

よそ方向づけられてしまいま
す︒この時期の子供の発達に
体の発達は︑男女差︑素質︑

の発達がその例です︒

経組織︑目や耳などの感覚器

七歳ごろまでに方向づく
私たちの体には︑脳や神経︑

栄養︑睡眠︑運動︑生活様式

基本的生活習慣の定着は年

言っても過言ではありません︒

呼吸器や循環器︑消化器︑内
まざまな組織や器官があり︑

など︑さまざまな条件が影響

分泌せん︑骨︑筋肉など︑さ
それぞれ大切鶴働きをしなが

齢︑性別︑環境などを考慮し

とが大切です︒それには子供

たところで︑継続的に行うこ

します︒発育に環境がかかわ

子供が言葉や体の動かし方

ら全体として統一された生命

を覚えたり︑喜びや悲しみの

ような子供がいることがわか
人間は︑生れたとき︑既に

ぞれが急速に発育しますが︑

ながら︑適した時期に︑適し

り︑改めて自己本位で衝動的

百四十億個の大脳細胞をもち︑

その順序は人間が人間として

るのは︑肉体的な部分だけで

な行動が目に立つと指摘して

神経細胞の結合は︑大人の六

表現の仕方や︑他人との交際

活動を営んでいます︒

います︒

〇新ぐらいが︑六歳までに完

生きていくために︑必要な部

はありません︒

①話しかけても気持ちが向か

成してしまうと言われていま

以前に五歳の幼児が公園で

人の九〇警ぐらいになると言

では︑七︑八歳ごろまでに成

ます︒例えば︑神経系の発達

分から発育すると言われてい

をしたりするからです︒

生活の中で身につけたり経験

ともに両親や周りの人びとの

じです︒これから脳の発達と

の仕方を賞えたりするのも同

です︒

きくなることを考えたいもの

あって︑その効果がさらに大

される教師の指導性が基盤に

い愛︑集団生活の中での信頼

の心を安定させる母親の優し

子供は誕生してから︑それ

ず︑内容が理解できない︒

遊んでいるうちに︑二歳の子

われます︒脳や脊髄などの神

らない ︒

⑤テレビの影 響 を 受 け て い る

す︒

③衝動的に振るまう︒

供の口と鼻に砂場の砂を詰め
て窒息死させた事件が報道さ

②幼児語が多い︒遊び方をし

④絵本等に対する興味が薄い︒

（mまつのやま

か君

制．歯

どんな悩みでも
日本いのちの電話連盟の社

をなくしかけている方は︑た

いる方︑さらには生きる勇気

お電話ください
会福祉法人﹁新潟いのちの電

現代に生きるわたしたちが︑

いのちの電話は︑悩み多い

めらうことなく電話ください︒

してもらおうと︑昨年四月開
おたがいに良い隣人となって︑

こよみ
田6月のできごと
出稼共助会

9日

午後九時まで︒名前をなのる

相談は︑毎巳午前十時から

総合検診打合せ会
議会総民委員会

交通安全協議会代議員会

坂口安吾展︵民俗資料館
1日まで︶
8月3

総合検診説明会

町青年バレーボール大会
総合計画審議会
心の健康増進打合せ会
産経委員会

水田再編対策打合せ会

松之山地区体育大会

農業共済婦人講座

総合検診︵28日まで︶

消防団訓練

定例議会

民生委員会

農業委員会

松里・浦田・三省・上
布川地区体育大会

今月の星座・

会︵松之山町︶

葛飾・松之山子供交歓

町民体育大会

町ゲートボール大会
町消防大会

︵安塚町︶

郡青年スポーツ大会

町婦人バレーボール大会

■7月の予定︑

73

話﹂では︑手近な電話罷よる
対話で︑生きる勇気を見い出

局︑どんな悩みでも電話くだ

助け合いたいという願いから

みは︑ひとり胸のうちに閉じ

です︒

生まれた︑ボランティア運動

込めておくと︑勝手にふくれ

必要もなく︑特定の考え︑︷示

農業所得調査員会議
収支内訳書記載説明会

と−な︶で3の

日

日

252423
日 日 日

3028

日日

日日日日

さいと呼びかけている︒

ご家庭・職場・学校での人

あがり︑あなたの手に負えな

教を押しつけられることもあ

間関係︑金銭︑健康などの悩

くなります︒

ご飢か
︐τきまし

1513
21

相談する相手もなく︑困難
や︑危機におちいって悩んで

︑冬

五︐︑＼
込グ

︵忍騰

日日日日日日日

騒瑠／︑︑⇔蒙は

8月中旬には、午後9時ころ

醤甘酬ズ泳誇
一

ロ

一︑グ
z

＼

りません︒

ホ︶ロか

めきました

k
げ
ウΣ

麟＼廓ノ

マ難
偽

瀞髪

／よ ノ＼

／
ノ！7

頭の上（天頂ノに見えます

午前10時〜午前9時
／／−／

、

3128109

8754
16

ず
説

よくちょう座

日日日日
19

12
20

劣

〜
あ村宗

新潟いのちの電話
さ功 や
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﹁わが家の交通安全﹂

作文募集戸・

ーNooー

▽送り先

職業︶を記載してください．

②小学校中学年︵三・四年︶

σ〒一〇㎝ 東京都千代田区

①小学校低学年︵丁二年︶
③小学校高学年︵五・六年︶

外神田二−二！一七

共同

④中学生

ビル㈹日本交通福祉協会交

通安全作文募集係︒

⑤母親∴般の各部

税の相談や
苦情は
税務相談室へ

四百字詰原稿用紙三枚︵母

▽応募方法

﹁土地や建物を売ったときの

方法︑話し合った結果を実践

〇︑東京都千代田区霞が関

○母親と︼般の部は︑〒一〇

交通事故をなくすためには︑

親・一般の部は五枚︶以内︒

い﹂

税の計算の仕方を教えてほし

していることなどについての

三−一ー一 総務庁交通安
全対策室交通安全作文募集

者・ドライ︑︑ハーなど︑それぞ

住所・郵便番号・氏名・学

係︒

歩行者・自転車・︑バイク利用

︵母親と一般の部は年齢︑

校名・学年・学校の住所

る税務署に﹁税務相談室﹂が

国税局と全国の主要都市にあ

多くなってきていることから︑

のだが﹂など︑税金の相談が

﹁医療費控除を受けたい

﹁贈与

▽テーマ﹁わが家の交通安全﹂

高校生から募集ノ

の住所を記入のこと︒

氏名︑学校名︑・学年︑学校

員が配置されており︑親身に

ての知識や経験の豊富な相談

税務相談室︑では︑税につい

設けられな︒

務署では︑高校生から﹁税に

▽新潟の相談室

︵〇三︶一二六−二八七九

▽国税局の相談室

の．電話番号は次のとおり︒

国税局と新潟の税務相談室

なって応じてくれます︒

▽締切り・九月五日︵木︶

▽表彰・優秀作文には賞状と

記△．心品が贈られる︒

越市西城町三V

︵高田税務署・〒九四三 上

▽受付・税務署

▽応募数︑﹈人一編︒三千字

7月1日〜8月31日

愛の血液助け合い運動

1日
7月1日〜7月3

︵〇二．五二︶二四−三七一〇

夏の環境美化運動

以内︒作文の末尾に住所︑

も結構です︒

税に関すること︑であれば何︑で

ろ考えていることや意見など︑

テ⁝マは︑税について日︑︑︶

関する作文﹂を募集している︒

国税庁をはじめ国税局︑税

税金はどうなるのか﹂

れの立場にある家族の皆さん
▽応募期間

作文を募集しています︒
応募要領

が︑家庭で交通安全について

七月一日から九月二日まで︒

▽応募区分

▽電気設備は専用配線となる︒

税に関する作文

話し合うことが大切です︒
総務庁では︑家庭︑で交通安

一融雪用電力

全に つ い て 話 し 合 っ た 内 容 や

第一

▽夏場等不使用期間は︑電気

きなか．

▽年間をとおしての使用は︑︑て

る︒

▽四か月以上継続して使用す

に限る︒

消雪ポンプなど対象
冬期における負荷平準化と
地域社会の便益向上を図るた
め︑東北電力では消雪ポンプ

などを対象とした︑新しい融
雪用電力制度︵第二融雪電力︶
を今年の四月から実施した︒

▽毎日午後二時間︑電気のし

をしゃ断する︒

ンプなど直接融雪のために使

ゃ断がある︒

対象となる設備は︑消雪ポ

用するものに限られるが︑電
気料金は十育から三十新程度

くわしくは︑東北電力の営
ください︒

業所または出張所で︑㌔︑︸相談

安くなる．

おもな適用の条件
▽融雪のために使用するもの

