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まつ（Dやま（2）

R96、イ・劇q

ーF鯉ー

皆々さま︑あけましておめ
でとうごさいます︒

十年前の町の広報一月号に
﹁私の初夢﹂と題して︑中原

大厳寺高原の開発の夢を書い

みんなの要求・願望が今後ま

チョコならぬキスらっきょう︑

をチョコレートで巻いたキス

アイデアから実行の時代へ

すますこうした方面に向けら

キスビーンズ︑その他色々の

いますし︑当時のへき地優先

行度は夢の半分位には進んで

は実現していませんがその進

アイデアを持っている人︑上

町民各位の中には素晴しい

りの基本ではないでしょうか︒

て行くのが︑これからの町造

の湯豆腐︑黄色い銀杏の葉は

入った冷奴︑秋ロは銀杏入り

夏はグリンピースや枝豆の

この様な時代の要求に応え

れて行くと思います︒

の考え方は間違っていなかっ

手な技術を身にっけている人

に乗っていたらどんなにか見

食べられなくても︑豆腐の上．

ています︒

たと今でも思います︒

が沢山います︒それらが結集

た眼に美しいだろうか︑これ

アイデア品が私の手もとに来

さて︑夢の続きを見るなど

して一つの事業に結びつかな

たと思います︒勿論夢通りに

と言うことは余り聞いたこと

は私の夢です︒町内のお豆腐

かさ︑飽和の時代のみでは青

言われています︒物質的の豊

欧米人に比べて遙かに低いと

日本人の幸福感・満足感は

望む時代だと思う︒

ら心のうるおいのある生活を

国民の大多数が物の豊かさか

松之山町民ばかりでなく︑

接近する年です︒

六年目にパレー彗星が地球に

世紀まで十五年であり︑七十

した︒好き嫌いが両極端に分

とひろチップも試作してみま

ました︒ポテトチップならぬ

かながら二種類の商品ができ

は腐葉土の袋詰めなどささや

一昨年は温泉パッタ︑去年

真剣にとり組んで見て下さい︒

人事の様なことを言わないで

業もグループも︑みんなで他

温泉組合も︑そして個々の企

も︑森林組合も︑商工会も︑

時︑どこで実行するか︑農協

から実行の段階です︒誰が何

どうぞ皆さま良い年であり

やめます︒

この辺で年頭のおしゃべりは

まだまだありますが︑紙面上

こと等々お話ししたいことは

ューティフルまつのやま﹂の

雪のこと︑自然のこと﹁ビ

積み重ねが大切です︒

大言壮語よりも小さなことの

ちな話になり・ましたが︑要は

は冷奴や湯豆腐と小さい︑け

のと大きなことを言って終り

一村一品運動は模索の時代

いのがもどかしい昨今です︒

い烏は訪れないことを人々は

かれましたがところの味覚か

屠蘇に顔染めて

ますよ・つに︒

八十六年の幕明けは二十一

はありません︒

夫々気．ついて来たようです︒

ら当然のことです︒

︵よみうり時事川柳より︶

小虎のギャルがゆく

二十一世紀の︑ハレー彗星

から︑健康︑克雪利雪︑豊か

青トマトやかたいメロンの

屋さん考えてみて下さい︒

な大自然︑美しい生活環境︑

ピタルス︑らっきょうや枝豆

衣食住などの基本的な要求

うるおいある人間のふれ合い︑

（3）まつのやま

松之1山温泉スキー場3．年灯の勝賓！

月29日〜1月3日

スキー客三︑九〇〇人

かなり雪が消えてしまい︑も

ようか︒ただ三十一日の雨で

また︑レストハウス雪椿も

キー客も二十九日から三日ま

これには関越高速道の全線

連日超満員の盛況で︑店員が

でに三千九百人と過去最高を

で今年にかける意気込みも相

開通や新幹線などの高速交通

目をまわすほどの忙がしさ︑で

う少し積雪があればもっとゆ

当に強く︑宣伝その他の面で

網の整備︑除雪体制の充実な

した︒売り上げの方も去年比

記録し︑対前年比百五十六％

力をそそいで来たわけですが︑

ども大きく貢献しているもの

百五十四％と︑スキー客の数

ったり滑ってもらえたの︑では

スキー客の予約状況もひじょ

と思われます．

とほとんど比例して延びまし

の入りでした︒

十二月十二日︑安全祈願祭を

た松之山温泉スキi場では︑

うに順調で特に大学・高校︑

雪の降り方も昨年より十日

と思います．

行いスキー場︑スキー客の安

会杜のクラブなど団体の長期

以上も早い本格的な雪で驚ろ

今年で三シーズンめを迎え

全と大繁盛するように願いあ

合宿組が相当多くなっていま

今年のスキー場は十四日に

な荒れがなかったため客の出

康状態となり年末年始も大き

てスキー客が増えるのが期待

た︒

今年の年末年始は大雪に泣

これからもシー︑ズンを通し

かされた去年とは対象的に好
天に恵まれ︑旅館は満配︑ス

できそう︑でず︒

かされましたが︑中旬から小

、

足が良かったのではないでし

す︒

いましな
オープンしましたが降雪に恵

まれ︑去年よりは二日早い営
業開始でした︒

シーズン三年目ということ

シーズンの安全を願って……祈願祭

12

ー畢9﹂
︑〆︑

・馨書．︑

評

況
年末年

まつのやま（4）

昭和61年度から

税の納期が

変わります

般会計補正予算

lN製ー

町議会十二月定例会が十二

八百万円︑除雪機械運営費で

四％引き上げられ︑差額分約

︑定され︑今までの等級制から

四︑五八五万円追加
月二十五・二十六日の二日問

・二月の四期に納めていただ

いては︑今まで四・七・十二

きましたが︑五・七・九・十

軽自動車税も四月から五月

一月の徴収になりました︒

災害の補助金として六八O万

一︑五〇〇万円︑また干ばつ

正がされました︒その中でも
松之山町税条例の一部が改正

引き上げなど六条例の一部改

そのほか保安要員の手当の

いて審議されました︒

えや︑三つの諸請願事項につ

その他に町道路線の認定が

徴収へと改正されます︒

一般会計の補正予算では︑

コン代二二〇万円が追加され

円︑小学校の教材として︒ハソ

一般質問は︑いじめや行革︑

四︑五八︑九万円が追加され総

林産集落振興対策重機借

163万

国県事業分

20万

除雪要員賃金 160万

495万

機械施行

建設機械借上料

22万

人力施行

〉建設機械運営費

干ばつ災害補助金

国県道事業負担金470万

国道405災害ヵ所流末処

湯本遊歩道整備費 10万

67万

理他工事請負

》土木費

52万

査委託料

〉商工費

耕地災害・干ばつ災害調

10万

レ災害復旧費

林道中原大厳寺線工事費

教材用パソコン代他

ました︒

教員住宅水道工事料32万

小学校

農業︑観光問題などについて
四議員が町長の考えをただし

休養村センター除雪13万

農地流動化奨励金

33万

250万
託料

108万

松之山小学校基礎設計委
牧場草地更新工事（排水）

215万

26万

上

〉教育費

〉農林水産業費

16万
消火栓2基
国民年金電算委託料18万

52万
消火栓移転工事料
〉民生費

ました︒

額が二十四億九︑三九八万九

50万

更されます︒固定資産税につ

テレビ難視聴地域解消補

》消防費

され︑固定資産税と軽臼動車
税の納期が六十一年度から変

ワープロリース料 16万

消火栓修繕料
154万
助金（水梨）

除雪機械借上料825万
》総務費

20万
除雪委託料

第5回補正

保安要員賃金引き上げ
分
30万
20万
高速道使用料

修繕料・燃料代530万

また条例関係では︑町職員

主な使いみち

の給料表が二十八年ぶりに改

一般会計補正予算

月にさかのぼって平均五二二

12月議会

千円となりました︒第五回の
補正では︑町職員の給料が七

にわたり開催 さ れ ま し た ︒

級制へと改正されました︒

一

（5）まつのやま

▽第五回補正予算

〇四︑五八五万四千円を追加
して総領を二四億九︑三九
八万九千円とする︒

▽国保補正予算︵第三回︶

〇一︑三七四万円追加し三億
六九六万円とする︒

▽簡水補正予算︵第二回︶

例を設置．

▽町立教員住宅松里荘の番地
の改正．

o今までの天水越六六七の一
を天水越七〇八の四に改正︒

▽松之山町税の納期の特例に
関する条例の設置︒

柳靖治議員

▽いじめと青少年の健全育成
について

田辺慎一議員

▽大松山の開発について

▽公共建物の有効利用につい

て

田辺尚二議員

▽保育所の環境について

▽公共建物の雪掘り人夫賃に

▽干害復旧について︒

ついて︒

て

▽除雪について

▽スキー場の整備計画につい

高橋英一議員
▽意見書等の取扱いについて

ついて現在の納期を次のよ

○固定資産税と軽自動車税に

▽税務事務について︒

▽農家と農業について︒

〇二五一万五千円追加し六︑

▽地方自治体行革について

昭和六十一

年産米の良質米に対する奨

△議員提出議案

▽スキー場移動式ロープリフ

うに変更する︒

励金を現行のまま確保して

六五二万七千円とする︒
︵固定資産税︶

ほしい旨の意見書を提出す

8．

7．

8．

目
丁
3
町
本
※

る道について．

▽これからの町民多数の生き

いて︒

▽町民の自由と民主主義につ

▽町の特産品について︒

▽農業共済補正 予 算 ︵ 第 ︸ 回 ︶

五月・七月・九月・十︸月

業委員会の要請書について

▽六十︸年度予算に対する農

▽豪雪対策について

トについて

〇三一万七千円減額して四︑
る︒

五月

の意見書を提出する︒

△外国人登録法改正について

︵軽自動車税︶

四〇六万円とする︒

▽新田部落の集会施設に対す
昭和六十一年四月から実施︒

田
8
（！月1日、2月2

る設置及び管理に関する条

曳
町道昇格について︵陳情書︶

九万五千五百円

円引き上げ月額十二万円と

冬期時刻表

職員の給料五・ 三四％アップ
高卒初任給
▽町職員の給与に関する条例

大荒戸部落より松代町千年
に至る農道作業道﹁行部線﹂を

する︒

▽農業共済条例の一部政正︒

の一部改正．

％引き上げ︵高卒初任給九

o町職員の給与平均五・三四

か

の●

●0

︵大荒戸部落︶

町道に昇格していただきたい︒

で広がった．

後二百四十日以上の胎児ま

生後六ヵ月のものから受精

○牛の共済対象が今までの出

万五千円となる︒

﹁等級制﹂

o給料表が二十八年ぶりに改
正されました︒

▽町道の認定
○国道三五三改良にともない

を廃止して﹁級制﹂に︒

▽特別職・非常勤の報酬およ

認定︒
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小谷中央線七一八灯認定︒

四〇レ

o浦田保育所線︵上の山︶一

き
と

び費用弁償に関する条例の
一部改正．

○冬季保安要員の報酬を四千

8

と

良質米奨励金の
現行確保についての
意見書を提出

まつのやま（6）

松之山には︑過疎という大

に利用でき一石二鳥ではない

継者不足︑嫁不足︑平均年齢

この過疎という現象が︑後
泉︑豊富な雪︑そして温かい

これは豊かな緑︑質の良い温

次の地域産業の育成ですが︑

でしょうか︒

の上昇による地域活動の不活

人が多いという松之山の特色

きな問題があります︒

性化な ど と 姿 を 変 え て ︑ 僕 達
や長所を生かす︑つまり観光
を中心とした産業を育てると

の身近に表われています︒

このように︑松之山に様々
するためには︑より建設的で

な弊害をもたらす過疎を解決

実現性の高い策が必要だと思
います︒

論文部門優秀賞

r明日の松之山を考える」

安塚高校松之山分校1年

ー爲Fー

担が軽減されれば︑間違いな

これまで挙げた二点は︑経

旅行者を募集してもらうとい

この他に︑大厳寺高原の気

済的なことですが︑精神的な

く離村者は減ると思います︒

候を利用した町営の貸し別荘

います︒それは︑郷土愛が薄

面にも過疎の原因があると思

うのはどうでしょうか︒

の建設や︑︑ゴルフ場を作るな

れたことが第一の理由だと思

どして行楽客の来訪を狙えま
すし︑松之山の土木工事も増

屋根の雪おろし

に十分注出患

しましょ隔つ︒

ながら転落し死亡するケース

最近︑屋根の雪おろしをし

昔も今も降る雪の量が変わ

が全国的に非常に多くなって

います︒

らないのに︑豪雪の次の年に

います．

えるのでいいと思います︒

用が必要なので︑実現すると

離村者が増えることからもわ

この離村者をくい止めるた

理な作業を行っている事と︑

除雪用具の変化にともない無

しかし︑後者には莫大な費
してもかなりの時間が必要に

かります︒

めに︑地域のっながりを深め

作業者の年齢がだんだん高齢

これは︑屋根の構造又は︑
なってくると思います︒

が自然と人間とが調和したす

る活動を促進するべきだと思

化している事にも原因がある

また︑忘れてはならないの
ばらしい町である松之山を︑

僕は今︑松之山のために何

います︒

は︑なるべく二人以上で行な

多くのマス・メディアを通し︑

ができるかと考えたところ︑

い︑スノ：ダンプを使用する

を成功させれば︑松之山の経

このような地域産業の育成

山は︑明るく住みやすい良い

番大切であり︑おのずと松之

きるように努力する姿勢が一

のことを真剣に考え︑達成で

の事故もだんだんと増えてい

普及してきておりますが︑そ

ー等の手軽な除雪機械が年々

また︑小型スノーロータリ

分注意して作業してください︒

屋根の雪おろしをするとき

いくらすばらしい自然や施

こんなたわいない案を考える

時はあまり前に出ないよう十

ものと思われます︒

設があっても︑誰もその存在

しかし︑町民一人一人がこ

ことくらいしかできません︒

PRしてゆくことです︒

いないはずですから︒

を知らなければ︑訪れる人は

済活動は活発になり︑各戸や

町になると思います︒

えここ数年で作られた新しい

イプを備えつけたりできるの

不要の屋根にしたり︑消雪パ

大型機械の場合は死亡事故も

手や指をまきこまれたり︑

る頃向にあります︒

もし︑そうなれば雪降ろし

町は豊かになると思います︒

スキー場やテニスコート︑今

出すこともできます︒雪の負

また︑町はそれに補助金を

ださい．

よう十分注意して作業してく

起きていますので事故のない

イ
年完成する予定の大厳寺高原
の施設などを利用した 松之

山の旅 という旅行コースを
都会の旅行代理店に依託し︑

なります．

で︑雪掘りをしなくても良く

僕の考えですが︑温泉に加

いうことです︒

努
高沢

そこで僕は︑過疎対策とし
て企業誘致と︑地域産業の育
成とを提案します︒

まず企業誘致ですが︑企業
が軌道に乗るまでの固︷疋資産

税の減免や︑進出するための
資本金を低利率で貸し付ける

などの方法で企業を誘致すり
のです︒そうすれば︑安い地
価の土地や︑働く意欲を持っ
ている人の多い松之山では︑

生産の三要素がそろい企業の
生産活動が行えるわけです︒

すると現金収入を得られる
ようになり︑都会に働きに行
ったり︑引っ越したりする必

要がなくなるので人口流出を
抑えることができると思いま
す︒また︑町の税収入が増え

るので︑地域社会の改善など

郷土提言「明日の松之山町を考える」

（7）まつのやま

る者がいない戦没者の遺族に︑

特別弔慰金として額面三十万
円︑十年償還の国債が支給さ

この特別弔慰金を受けるに

戦没者に関し︑公務扶助料︑

昭和六十年四月一日に同一の

このたびの法律改正により︑

南雲洋二君
れます．

支給されます

遺族年金等の支給を受けてい

は︑請求書の提出が必要です︒

また︑昭和六十三年六月十
三日までに請求書を提出しな
いと受給できなくなります︒

講

評

内容的に少しおもしろさに
欠ける︒

しかし︑高速道路を中心に

思いきった遠近法で表現した
占⁝を回貝った︒

色画用紙の利点を効果的に
生かしている︒もっと動きの

ある場面︵高速を走る自動車
列車等︶をつけ加えるともっ

と子供らしい作品になると考
える︒

住宅金融公庫個人
住宅建設資金
申込み受付け︵四回︶

◎受付期間

工会の方へどうぞ︒

五i二四−二三四〇︶及び商

融公庫高田支店︵電話〇二五

△窓口・問い合せ先←国民金

＋一年四月末日

△取扱期間←六十年十一月六

△金利←年七％

済外︶

△返済方法←毎月⁝兀利均等返

金を利用すれば保証人不要︶

国の進学ローンのご案内

入学シーズンを迎えるにあ

たり︑父兄の方々の出費も年

国の進学ローンの内容は次

年増加しております︒

のようになっていますので噛︑一

△融資額←一進学者あたり五

利用ください．

＋万円以内

△貸付期間←高校三年・大学

四年以内

△保証者←一名以上︵保証基

を図柄にしたテレホンカード

五百円のものに︑保護基金三

百円を加わえ一枚八百円で買

わたしたちの自然は︑わた

ってもらうというものです︒

したちの手で守りたいもので

すね．

▲申し込みは次の所へ

〒九五一 新潟市下大川前通

NTT新潟電話局テレホンカ

二の町二二三〇

絶滅の危機にある野鳥の保護

日本野鳥の会ではこの程
月五日まで

昭和六十一年一月九日〜三
たは新潟県民生部援護高齢福

Lド取次ぎ事務局あて

新潟三三−九四四〇

〇なお郵送軌︑︸希望の場合は返

電話

数えるほどしかいなくなった

シマフクロウなど日本中でも

でお願いします︒

郵便振替

o送金方法

新潟六−一四六三

現金書留または

信料六十円を加えてください︒

鳥六種類︵シリーズで発行︶

これは︑トキ・イヌワシ・

レホンカードを発行して募金

運動を目的に︑保護基金付テ

選考︵無抽選︶により行い
ます︒

◎申込場所

公庫業務取扱金融機関

を呼びかけています︒

◎選定方法

会してください︒

五五一一内線二五三四︶へ照

の一・電話〇二五二−八五ー

祉課︵住所踊新潟市新光町四

詳しいことは︑町役場︑ま

あなたもテレホン
カードを買って
野鳥保護運動に
参加しませんか？

絵画部門優秀賞

戦没者の遺族に
特別弔慰金が

まつのやま（81

ようでしょう﹂といった抑止
力としての存在を子供に期待

ものだといわれます︒

結局は大人の世界を反映した

す︒子供の世界というのは︑

ー苺Pー

■観衆と傍観者

てしまいます．︒しかし︑その

する親は︑大変少数派になっ

学生が浮浪者を襲って殺した

は︑あまりにも問題は複雑で

いじめの問題を考えるとき︑

ことを一方的に 否 といっ
て責めるわけにもいかないの

事件がありました︒これは︑

について考えてみたいと思い

とかく︑いじめっ子といじめ
抑止力としてはたらくか︑

が︑現代のいじめの特徴でも

ある意味で大人の世界のいじ

子供から大人まで︑色々な

ご

ます．

られっ子の関係だけに目を向

加勢する側にまわるか1周

あるのです︒

今︑全国的に いじめ と
いう問題が話題になり各方面

けがちです︒しかし︑加害者

りの子供たちの存在が︑いじ

で論議されております︒

形のいじめがあるわけですが︑

と被害者のほかに︑はやした

めを左右するカギとなってい

傍観者の協力が必要
観衆

いじめられるのも︑いじめ

やめさせようと立ち上がっ

立たされるか分かりません︒

つ︑いじめられっ子の立場に

抑止力としての存在が︑い

に対する大人の気持ちと︑そ

りませL︒汚ない︑不潔︑排
除してほしいといった浮浪者

めの投影現象といえなくもあ

れを感じとった中学生1こ

観衆と傍観者

ても︑周りの

る子供のいじめ

いじめの問題を︑単に教育

四〇︑〇六二円

三六︑六五三円

一〇︑○σ○円

▽個人募金︵高橋慶春︶

▽学校募金

▽職域募金︵六件︶

六九七︑五三八円

▽戸別募金︵一︑一八一世帯︶

土ハ同募金実績

るのではないでしょうか︒

深く掘りさげることにつなが

とこそ︑いじめの問題をより

てもう一度よく考えてみるこ

大人自身が社会の一員とし

ったと見ることもできます︒

が同調してくれなければ効果
をあげることができないから

っ子になるのも困るが

や傍観者

です︒

うした背景があって事件が起

きく影響していきます︒否定

ら安心1これが大方の母親
わが子が中学生にもなると

でいてくれるのな

的な態度をとれば︑いじめは

﹁どうして止めなかったのノ

■大人の世界を反映してい
のホンネのようです︒

し︑逆に面白がって

のひずみといって片︑づけるに

ございました

黙ってみているなんて︑ひき

得以外の所得金額の合計額
なお︑確定申告をする必要

が二〇万円を超えるとき︒

がないサラリーマンでも︑災

ありがとう

を送るようだと︑ますますエ
スカレートしかねません︒

万円を超える人︒

②給与所得や退職所得以外の

︷疋申告をすることによって︑

害等を受けたときなどは︑確

一年半ほど前︑横浜で︑中

特に中学生における いじめ

てたりして面白がる 観衆

﹁年末調整﹂

大部分のサラリーマンの所

所得金額の合計額が二〇万

詳しくは最寄りの税務署︑

によってその年の納税が完了

③給与の支払を二ヵ所以上か

役場の税務係へおたずねくだ

源泉徴収された所得税が還付
ら受けている場合︑で︑年末

円を超える場合︒

必要はありませんが︑例えば

調整されなかった給与の収

さい︒

される場合があります︒

をしなければなりません︒

入金額と給与所得や退職所

次のような場合には確定申告

しますので︑確︷疋申告をする

得税にっいては︑

■いじめを防ぐには観衆や

ます︒

その1

①給与の収入金額が一五〇〇

ご協力

拍手

確実に減少していくでしょヶ

いじめそのもののあり方に大

周囲の子供たちの態度が︑

れてはなりませ ん ︒

観者

が周りにいることを忘

と︑見て見ぬふりをする 傍

中学生の間でいま何力

サラリーマンの確定申告

いじめ

㈲まつのやま

▽戸別募金︵一︑一八二世帯︶

二〇六︑OOO円
▽㈲松之山撚糸工場さん

四〇︑一八八円
撚糸工場の従業員の皆さん
から買物のつり銭などを︑．石

器にコツコツ貯めていた一万

婦人会では毎年歳末に﹁米
のひとにぎり運動﹂を行い︑

恵まれない福祉施設や老人ホ
ームに入所している人達に︑

正月用のもち米とタオルをプ
レゼントしていますが︑今年
ももち米三百三十九キ︒︑タォ

ル千本︑現金千円が集まり︑

婦人会役員︑民生委員の代表
の方々によって十一の福祉施

旅行先や町外就職などで︑

﹁誰々から料金着信人払い﹂で

で申込れているが︑接続してよ

よいか相手の方の承諾を得て

料金は一〇〇番申し込み料

接続します．

金のほかに九十円の手数料が

取られます．

■クレ．シット

電話局と﹁クレ．シット通話

契約︵月額百五十円︶﹂をし
﹁現金の持ち合せ﹂がなくと

手が出たら﹁契約した電話番

一〇六番ヘダイヤルし交換

ておきます︒

各施設とも毎年届けられる

も︑電話をかけることができ

自宅等へ市外通話をするとき

このプレゼントを心待ちして

ます︒

設へ届けられました︒

いるとの事で︑大変喜んでい

一テレホンカード

テレホンカード︵五百円・千

暗証番号﹂を交換機を介して

交換手は﹁契約電話番号・

話番号を﹂を告げます︒

号・暗証番号・通話相手の電

ただきました．

円．三千円・五千円の四種類

確認し︑正しいときに相手の

方をおつなぎします︒

あり︶を購入しておき︑ ﹁緑

の公衆電話﹂から電話します︒

料金は︑一〇〇番申込み料
終ると︑使用した通話料金分

加算されます︒

金のほかに三十円の手数料が

磁気力iドですので通話が

だけ磁気が消滅じ︑カードは
返却口にもどります︒

コール︶

日料金着信人払い︵コレクト

一〇六番ヘダイヤルし交換手

が出たら﹁料金着信人払い通
話﹂と通話相手の電話番号・

相手がわかるよう自分の名前
を告げます︒

」■」蕎」■』

油などを入れる小さなポリ容
百八十八円と有志の方々から
の三万円︑合計四万百八十八
円を寄附していただきました︒

毎年協力してくださる皆さ
ん︑善意ありがとう㌔︑一ざいま
した︒

こんな電話を知って
いますか！
現金を使わず電話
をかける万法
教えます！
交換手は通話相手の方に︑

心＼1／彦＞

5円と1円の山
撚糸工場の皆さんの善意

婦人会
もち米とタオルを社会福祉
施設ヘプレゼント

歳末たすけあい

毎年楽しみに待ってます

冬斗

◆ヤ
町内で碓一の冬季分校であ
る東川小学校上蝦池分校の開
校式が十二月二臼に行われま

冬期間通学道がしばしば危

した︒

険となるため低学年だけが冬

今年は小野塚真弓さんと重

季分校で勉強します︒

野美香子さんの二人が︑上川
手の村山先生といっしょに勉
強することになりました︒冬
秀分校となる集会所は五十九
年秋に新築され明るい環境で
の学習ができそうですが友達

うです︒でも本校の友達に負

き

東川小学校

出稼ぎ帰省バスふる里へ
あけ高速道をまっしぐら

麺騨翻

i鵠Pl

正月をふる
里ですごして

新幹線・関越高速道の全線
開通など交通網の発達のせい

がこのバスを利用して帰省し

行われました︒

行われ︑その後︑班編成がな
され班ごとの初練習が元気に

この日はスキー学校長のあ
いさっのあと︑講師の紹介が

こんでいます︒

ベルァッブし︑昨年は国体・
イン9！ハイにと選手を送り

るこの2フフも︑年ごとにレ

ムフ年で結成三年目をむかえ

ました︒

十二日︑昨年を大幅に上まわ
る2プブ員が参加して行われ

ブの結成式が青天の十二月二

松之山ジュニアスキーク一プ

着し︑再赴任バスは﹃月五臼
午前九時に出発しました︒

四時頃に︑名さ屋万面からの
バスは朝七時頃に松之山に到

東京万面からのバスは午後

変わって来ました︒

でしょうか帰省バスの利用者
が少なくなって来ています︒
利用される万も出稼ぎ者と
︸般の万が辛々くらいと︑運
行当初にくらべるとずいぶん

ました︒

もらおうと︑

出稼ぎ者を対
象にした帰省
バスが昭和四

十﹃年より運
行されており

ますが︑今回
も十二月二十
八日から三十

﹁日にかけて︑

東京・名志屋
万面から約二

百一︸十人の万

ジュニア・スキークラブ

が少 な く な り ち ょ っ び り 淋 し そ

結成式

61，，

けないよう頑張つてください︒

今年は二人です
淋しいけど村山先生と
ガンバリます！

4

馬
上蝦池冬季分校開校式

（mまつのやま

歳︵ねたきりのおとしよりの
L どこでも医療を受けられ

◎具体的な医療の受け方

に注意しましよう︒

切なものです︒無くしてしま

ときの受診資格を証明する大

よる健康手帳は医者にかかる

目の診療を受ける場合は︑両

うに︑一ヵ月のうちで別の科

病院でも内科と外科というよ

新しい保健制度により七十
場合は六十五歳︶以上の人は
すべて︑この老人保健制度で
ます︒

わないよう︑くれぐれも注意

方で四百円づつ支払うことに

入院したときの一部負担

とき︑一部負担金として一ヵ

月間だけは︑一日三百円を支

入院の場合は︑最初の二ヵ

金は？

生

ば︑そのつど四百円必要です︶

なります︒︵違う病院にかかれ

健康保険や国民健康保険で

外来で医者にかかったと
きの一部負担金は？

＆

も医療を受けることができま

外来で医者に治療を受けた

れずに︒

の最初の診療日に︑窓口に支

月について四百円を︑その月

受診のとき健康手帳を忘

医者にかかるときは︑保険

乞

す︒

かかれる病院ならば︑どこで

医者にかかることになってい

現在どのような医療保険︑

︵国民健康保険︑職場の健康

保険︑公務員の共済組合など︶
に︑はいっていても七十歳︑

︵ねたきりのおとしよりの場

していても一部負担金の必要

払いますが︑あとは何日入院

証と健康手帳と医療受給者証

払うことになります︒

合は六十五歳︶になると︑医

〈例〉誕生日 2月1日一→2月から開始
誕生日 2月10日一→3月から開始

はありません︒

老人保健法による医療は、70歳の誕生日の属する月の翌
月から開始されます。ただし、誕生日が月の初日であると
きは、その月から開始されます。

ただし︑ 一つの医療機関ご

70歳資格の開始日

の三つが必要です︒

をする

療については︑今までの医療

なったとき

ととなっていますので︑同じ

て市、区、町、村長に認定の申請

△交付された﹁老人保健﹂に

け出る

﹁老

に

保険からは切り離され︑

長に届け出る

人保健﹂で医者にかかること

すみやかに

保険の加入資格を失ったときは健

ただし︑七十歳になったか

転出する前

になります︒

長に届け出る

らといって︑それまで入って

健康手帳を添えて市、区、町、村

14日以内に

町内で居住地

を変更したとき

いた医療保険の被保険者でな

医療以外の給付は︑その医

に届け出る

くなるわけではあり俵せん︒
療保険から受けられます︒

また﹁老人保健﹂によって
行われる医療以外の保健事業
︵健康教育・健康相談・健康

寝たきりに

寝たきりにな

国民年金証書、身体障害者手帳、

65歳を過ぎて

診査など︶は︑七十歳以上の

死亡届義務者が死亡者の健康手帳

ます．

しましょう︒

に届け出る。

たとき

康手帳を添えて市、区、町、村長

入資格を失っ

生活保護をうけるようになり医療

医療保険の加

おとしよりだけでなく︑働き

とき

14日以内に

を添えて市、区、町、村長に届
死亡のとき

健康手帳を添えて市、区、町、村
転出するとき

盛りの四十歳の人から対象に

転入してきた

14日以内に
に届け出る

保険証を添えて市、区、町、村長

後すみやかに
とき

いっまでに

き
手続
二んなとき

70歳に到達

保険証を添えて市、区、町、村長
70歳になった

診断書のいずれかに保険証を添え

ったとき

なり︑健康手帳も必要と認め

これらの機会を大切にして︑

られれば配布されます︒

おおいに利用し︑自分の健康

資格の取得と手続きの方法

とき

おとしよりがお医者さんにかかる
これだけは知っておきましょう！

まつのやま（12）

今年四月︑国民年金法の一

特別障害者手当
の支給対象

二十歳以上であって︑日常

部改正が行われ︑昭和六十一

年四月から障害者の所得保障
生活に常時特別の介護を要す
る程度の在宅の重度障害者︒

確立のため︑障害基礎年金制
度が導入され る こ と に な り ま
⇒手当額

月額二〇︑OOO円

した︒これに伴い︑成人の福

祉手当が再編成され特別障害
の支払月

二月・五月・八月及び十一

月の四期にそれぞれの前月分
までを支払います︒

四施行期日
昭和六十一年四月一日︒

lO製1

ガ
陶

にせ
1て

を︶

一月十二日・十九日の二回
午前十時三十分〜十二時・午
▽会場

後一時三十分〜三時まで

松之山温泉スキー場︵現地
集合︶

▽対象者

町内在住の初・中級者︵親
子でなくても可︶

お待たせしました
国道二五三号線

蒲生ー儀明問開通

十二月十八日︑国道二五三

号線︑松代町蒲生〜儀明間が

八ヵ月ぶりに開通しました︒

四月二十七日より路面決壊

のため全面通行止めとなり︑

利用していたが︑これも地滑︐

う回路として室野より農道を

幹線の相次ぐ通行止めに︑多

面通行止めされ︑東頸の重要

りのため十月二十四日より全

二日分で大人二千円・小人

くの人が非常な不便をしいら

▽参加料

︵小・中・高校生︶千円︵保

観

松之山町教育委員会と公民

険料込み︶当日受付にて徴収︑

税金で︑築くよい町

という標語が︑

おめでとうございます︒

た︒

高田税務所長賞に選ばれまし

よいくらし

さんの

ら浦田中学校三年・本山欲子

行い︑多数の応募作品の中か

﹁税に関する標語﹂の募集を

高田税務署では︑今年度も

が入選

浦田中・本山裕子さん

﹁税に関する標語﹂で

なりました︒

安心して来てもらえるように

この開通仁よりスキー客も

れてきました︒

館では︑今年もスキi学校の

なお︑リフト券は各人で購

協力を得て親子スキー教室を
次の日程で開催します︒

入してください︒

▽申し込み先

松之山公民館台六−二二
六五

うまくなろう

㈲受付開始

昭和六十一年一月四日から

すので参加希望の方は︑至急

定員が四十名となっていま

障実者児童福祉手当

▽実施日時

公民館へ連絡してください︒

役場窓口で行います︒

離 露

一一十歳未満の障害児には従

来同様の手当が支給されます︒

なお︑支払月は特別障害者
手当と同期月です︒

経過措置福祉手当

障害基礎年金制度の対象に
ならない者で︑かつ︑特別障
害者手当の認定棊準に該当し
を昭和六十一年三月までに受

ないが︑現行福祉手当の認定

けた者には︑その障害が継続
する間に限り従来の手当が支
給されます．

※詳しくは松之山町役場国民
年金係へお問い合わせ下さい︒

一生けんめいガンバッて

者手当制度が新たに発足しま
す︒

特別障害手当制度
が創設されます

⑬まつのやま

待望の

松之山町議会議長

ますが︑初年度事業として本

画され実施される訳でござい

皆様の期待を担って建設さ

年より︑古くなった松之山小
学校が黒倉分校の統合も含め︑

ろであったと存じます︒

れた温泉スキー場もオープン

明けましておめでとうござ

昭和六十一年の新春を迎え

三年目を迎え︑降雪に恵まれ

います︒

るに当り謹んで住民各位の益

暮から正月にかけて色彩鮮か
なスキーヤー達により連日大

されております︒

ヵ年計画をもって改築が予定

次に長期にわたり皆様にご

変賑っており︑喜ばしく意を

近大的な立派な校舎として二

益のご健勝︑ご多幸をご祈念
申し上げます．

大雪の予想に反し実にさわ

こよみ

上蝦池冬季分校開校式

▼12月のできごと

日

強くしておる次第です︒

16

日

やかにして輝しい初日の出を

里ダム事業は︑本年秋をもっ

17

日

日

日

4日

議会総務民生委員会

スキー場安全祈願祭

農業団体等連絡協議会

町老人クラブ連合会

民生委員会

スキー場オープン
行革推進委員会

工業統計調査員説明会

登記事務研究会

員会

固定資産税評価審査委

総合計画審議会

議会定例会︵2
6日まで︶

農業委員会総会

出稼ぎ帰省バス︵31日

まで︶

︵26日まで︶

日 スキーバッヂテスト

目︶

日 親子スキー教室︵二回

げ・すみぬり祭

松之山温泉奇祭・婿投

ー場︶一回目

親子スキー教室︵スキ

官庁仕事始め

■−月の予定

19

日

高配をいただいております松

2

3

10

12

25

日

さて︑昭和六十一年度から
十ヵ年にわたる第二次総合計

冬囲いの終った上川手拠点施設

日日日日日

27

日

拝し寅年にふさわしく︑元気
溌刺躍進したいものと念願致

水路工事のみとなりますが︑

てダム本体は完成され後は用

しい行財政改革の環境の中︑

画が︑国及び地方を含めた厳

位団体各位におかれましては︑

今後共受益者は勿論︑関係上

しております︒

さて昨年は豪雪に始まり︑

て過疎豪雪︑老齢化等の悪条

物心両面にわたり益々のご支

住民各位の多様な要望に沿っ

件を克服し︑産業を興し地域

援ご協力をお願い申し上げま

夏場は日照り続きの干ばつ︑

畔崩れ等の災害に見舞れ復旧

の活性化を図るべく︑町財政

秋の長雨により各所に地辻り
工事等に大変多忙な年でした

してご挨拶と致します︒

妙
轄

の現況を認識しながら審議計

棚

が稲作はまあまあと言うとこ

上川手部落では老朽化した
に国・県と町の補助を受けな

集会場を取り壊し︑その跡地
がら約二千万円をかけ上川手

ここ数年町内各地の部落で

拠点施設を新築しました︒

色々な補助を受けながら集会

の立派な施設ができています︒

所を新築する所が多く︑年間
二つから三つの部落で現代風

上川手でも待望の施設が完
成し落成式では復活なった歌
舞伎を行い部落民総出で完成
を喜こびあいました︒

噸

大治
佐藤

拠点施設が完成

14

28

12

15

19

25

新年のご挨拶

上川手部落に

帥み
・込

ート鐸i

す︒三歳児以上は案内書をさ

度の入所申し込みを受付中で

o保護者が疾病等のため乳

児の保育に欠ける場合

o保護者が労働に従事し幼

▼入所基準

しあげましたが︑未満児の方

幼児の保育に欠ける場合︒

保育所では︑昭和六十一年

には案内は出してありません︒

○その他︑町長が必要と認

新年あけましておめでとう

ございます．

今年も大弔︐の中で新しい年

がスタートしました︒三年続

分気をつけて事故をおこさな

きの大雪が予想されます︒十

国の基準にもとづいた︑町

▼保育料

める場合．

入所希望の方は︑一月二十
日までに各保育所または︑役
場の福祉係へ申し込みくださ
い︒

の基準額表による︒世帯の

扶養義務者全員︵父母・祖

ちに千里行って千里帰るとか

※入所申し込みについて不明

うか︒さて松之山町も新しい

今年は寅年︑虎は一晩のう

までに各家庭へ送付します︒

父母等︶の課税額により算

いようにしたいものです︒．

▼定員

六十人

な点がありましたら役場福

年を迎え︑気持ちを新たにし

うです．

そろ最初のカベにぶつかりそ

広報係として三ヵ月︑そろ

た．

気味で気の毒な面もありまし

えてしまい︑ちよつと雪不足

晦の強い雨で︑営がかなり消

大変良かったと思います︒大

てないスキー客でにぎわい︑

月三賀日好天に恵まれ︑かつ

迎えた町営スキー場では︑正

さて︑三年目のシーズンを

お願いします．

す︒町民の皆さんのご協力を

の面で厳しい年になりそうで

ている所ですが︑財政その他

一年になるのではないでしょ

o松里保育所

三十人

祉係へお問い合せください︒

六十人

いいますが︑それくらい早い

○布川保育所

三十五人

○松之山保育所

定します．

入所決定通知は︑三月初旬

麟

o浦田保育所

今年は
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1月20日まで
而村宗

保育所の入所申し込み
さあや か

ま ◎

つ

